
 平成２７年度就職先一覧  
 

（決定先名称不明は除く） 
 
【農学部】 
＜農学科＞ 

アートグリーン あいち中央農業協同組合 愛知みなみ農業協同組合 朝日工業 あさひな農業協同組合 アセラ アツギ あづみ農業協同組合 アドソル日進 アバンティ アペックス産業 天野エンザイム 安足農業共済組合 イー・ガーディアン イオンアグリ創造 イカリ消毒② 石川

園 ヰセキ信越 ヰセキ東海 伊勢原市農業協同組合 市川市農業協同組合 イデア 伊藤園 伊藤忠エネクスホームライフ関東 ＥＶＥＮＴＯＳ いるま野農業協同組合 インターコア エービーシー・マート エヌジーシー エノテカ ＦＰサービス エム・フロンティア おいも

や おかやま工房 小野田化学工業 カインズ カスミ 片倉コープアグリ② カナエフーズ カネコ種苗 カブドットコム証券 花門フラワーゲート 唐津農業協同組合 カワノ 環境保全 関東甲信クボタ 甘楽富岡農業協同組合 きものブレイン キユーピー醸造 京セラケミ

カル キョウデン グリーンファームサンドウ グルメデリカ クレスト グローバルエンジニアリング 京王電鉄 京急イーエックスイン 小池勝次郎商店 興農園 国土開発センター 国分 こどもの森 五領ヶ台ガーデン サカタのタネ 佐久浅間農業協同組合 貞光食料 サ

ックル サニーフーズ サムシングホールディングス 三徳 シー・アイ・シー③ GMO グローバルサイン ジェイアールバステック ＪＲ東日本ウォータービジネス ＪＡ東日本くみあい飼料 ジェイ・クリエイション 柴田屋酒店 シャトレーゼ 一般財団法人新日本検定協会 新

日本コンピューターサービス 新保哲也アトリエ 親和興業 生活協同組合コープみらい 世田谷自然食品 全国農業協同組合連合会④ 千疋屋総本店 ソラスト ソントン食品工業 大庄 タケエイ 竹本油脂 土浦農業協同組合 ツムラ 帝装化成 デリカウェーブ 東海漬物 

東京オフ印刷 東京シティ青果 東京青果 東京多摩青果 東京みどり農業協同組合 東京めいらく（スジャータ） 戸田フーズ 利根沼田農業協同組合 トモグリーン・ケミカル 富山環境整備 長野県連合青果 NAKS 日研フード 日本空港テクノ ネットリンクス ネポン② ノ

ダ 八王子市農業協同組合 坂東太郎 B＆P 東日本旅客鉄道 ヒガシマルインターナショナル 菱沼農園 ひらい 広島信用金庫 福岡市農業協同組合 富士山の銘水 富士ゼロックス神奈川 船昌商事 フラワーオークションジャパン② 古川製作所 古木建設 ベルフラワー 

北越プレス加工 ホクト ホクレン農業協同組合連合会 農業生産法人 hototo ホンダベルノ新栃木 前田鉄工所 松富士食品 丸善 丸善食品工業 丸大青果 ＭＡＮＧＯ ミツハシ 宮田 ミヨシグループ モスフードサービス やます ユー花園 ＹＯＵＤＥＡＬ ヨークマー

ト 横浜環境デザイン 横浜丸中青果 リストランテ・ヒロ Ｒｅｂｒａｓｔ 臨海 ＬＥＯＣ 渡辺オイスター研究所 渡辺パイプ 自営⑧ 教員（大阪府立園芸高等学校 神奈川県立相原高等学校 川崎市立大師中学校 群馬県立勢多農林高等学校 埼玉県立秩父農工科学高等学校 

学校法人東海大学 兵庫県立氷上高等学校） 公務員（法務省 栃木刑務所 秋田県庁 茨城県庁 千葉県庁 北海道庁 和歌山県庁 越谷市役所 相模原市役所 寄居町役場） 

＜畜産学科＞ 

アーク Ｉ２Ｃ 赤城橘農業協同組合 アキタ② 朝霧ハイランド まかいの牧場 朝霧メイプルファーム あさひ あじかん あづみ農業協同組合 アニメイト アプラス イービーエム イオンペット イカリ消毒 石上ファーム イセ食品② ウェルファムフーズ② 臼井農産 

うすだレディースクリニック ＡＪＳ エームサービス エバラ食品工業② ＭＸモバイリング（丸紅グループ） 遠州トラック 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 オハヨー乳業 香月堂 鹿児島県農業協同組合連合会② カスミ 一般社団法人家畜改良事業団 独立行政法人

家畜改良センター カメイ 希松 キユーピー 倉持産業 グランドホーム 広富農事組合法人倶里夢牧場 グリーン近江農業協同組合 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン グレープストーン クレスト グローバルパートナーズ グローバルピッグファーム② 京急ストア 

廣貫堂 高座豚手造りハム② 高速 江東微生物研究所 五の橋レディスクリニック 埼玉種畜牧場④ 埼玉中部農業共済組合 サラダクラブ 三和畜産 シー・コネクト ジェイアイエヌ（ＪＩＮＳ） ＪＡ－ＬＰガス情報センター ＪＡ全農青果センター ＪＡ東日本くみあい飼料 

鹿野ファーム 品川牧場 下地畜産 下関市立しものせき水族館「海響館」 シャトレーゼ ジャパンビバレッジホールディングス ジャンプ 医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック 信州ミルクランド Shinjuku ART Clinic スターゼン③ 生活協同組合コープみら

い 全国開拓農業協同組合連合会 全国農業協同組合連合会 高秀牧場 タカヨシ 滝沢ハム 田子の月 立川 ART レディースクリニック ＷＤＢエウレカ ダロワイヨジャポン 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ちば東葛農業協同組合 中部衛生検査センター 中部飼料 ツクモランド Ｄ

ＩＰＳ デセオシステムズ 東亜薬品 東海物産 東京デリカフーズ 東京ハートクリニック 東京パワーテクノロジー 東京南農業協同組合 東京めいらく（スジャータ） 道東あさひ農業協同組合 とくおかレディースクリニック となみ野農業協同組合 トムミルクファーム 豊

富牛乳公社 ドリームコーポレーション ドルチェ 那須高原牧場 公益社団法人日本装削蹄協会 日本ピュアフード 日本コンピュータ・ダイナミクス 日本全薬工業 農業生産法人八幡平養豚組合 浜松ハム 林牧場 榛名酪農業協同組合連合会 パル・ミート バローホールディ

ングス 日立ソリューションズ・クリエイト ファームイン道北 フィード・ワン 藤江動物クリニック フジパングループ本社 フリーデン③ ベルフラワー マザー牧場 マッシュ 丸大食品④ 瑞穂農場④ みやぎ生活協同組合 ヤオコー 山形丸魚 ヤマザキ ヤマショウフー

ズ 山田牧場 ヨドバシカメラ 米久② 米澤佐藤畜産 酪王乳業 利久 自営④ 教員（学校法人山中学園 如水館高等学校 千葉県立安房拓心高等学校 栃木県立真岡北陵高等学校 流山市立南流山中学校） 公務員（愛媛県庁 越谷市役所 横浜市役所） 

＜バイオセラピー学科＞ 

アークランドサカモト アールディーシー アグリコ静岡 朝霧ハイランド まかいの牧場 足利小山信用金庫 味の素製薬 アドバンテック アニコム損害保険④ アリスクリーニング アルビオン イオンフォレスト 伊藤忠エネクスホームライフ関東 イトーヨーカ堂② 犬の

しつけ教室ＤＯＧＬＹ ヱスビー食品 特定非営利活動法人ＥＰＯ 花王カスタマーマーケティング かたばみ興業 環境アセスメントセンター 北日本銀行 グローバル住販 群馬総合土地販売 社会福祉法人兼愛会 しょうじゅの里三保 コスメテックスローランド ゴディバ 

ジャパン コナミグループ コラボレーション 埼玉動物医療センター 三昌物産 ＪＴＢマネジメントサービス 資生堂ジャパン ジャパネットホールディングス ジャペル 特定非営利活動法人障害者のための馬事普及協会 社会福祉法人翔の会② 乗馬クラブクリエ三浦 信州

うえだ農業協同組合 シンバス 新保哲也アトリエ スタッフサービス 生活の木 社会福祉法人誠信会 セレサ川崎農業協同組合 大和ハウス工業 ツムラ デリア食品 デリバリー 社会福祉法人デンマーク牧場福祉会 児童養護施設まきばの家 東亜レジン 東京青果 東京多

摩青果 東京電力 東京東信用金庫 ＴＯＫＹＯフレッシュ 東武緑地 ドコモＣＳ 公益財団法人富山市ファミリーパーク公社 ドロキア・オラシイタ 社会福祉法人長尾福祉会 ナガノトマト 日産サティオ湘南 日東エフシー 日本ケミファ 日本電機 日本郵政グループ（日本

郵便 ゆうちょ銀行） 日本保険サービス 日本ミクニヤ ニラックス（すかいらーくグループ） パパラギダイビングスクール ピーシーデポコーポレーション② 日立システムズ 桧家ホールディングス 日比谷花壇 フィッシュランドイシハラ フーレイ フォレスト ベイシア 

平成動物病院 ベネッセスタイルケア マーキュリー マザー牧場 松商 丸山園本店 三重県厚生農業協同組合連合会 ミズ・バラエティー 三井住友銀行 緑とコミュニティーグループ 明治座 学校法人明星学苑 明星大学 メディアバスターズ 森久保薬品 モンベル② ヤオ

コー ヤマテサイン 山本海苔店 ユー花園 悠牧舎 ユザワヤ商事 財団法人横浜市緑の協会 動物園部 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ ヨドバシカメラ リラク② レインズインターナショナル 自営① 教員（埼玉県立杉戸農業高等学校 埼玉県立羽生実業高等学校 奈良県立山辺

高等学校） 公務員（茨城県庁 長野県庁 福島県庁 我孫子市役所 仙台市消防局） 

 

【応用生物科学部】 
＜バイオサイエンス学科＞ 

アース環境サービス② アーバンリサーチ アヴァンザ アウトソーシングテクノロジー アグリテクノ アクロス商事 アステラス製薬 アド・サイエンス アベゼン・レストラン・システムズ アマナグループ ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社 イオンリテール 池下レディースクリニッ

ク吉祥寺 池袋えざきレディースクリニック イセ食品 岩瀬産業 インフォメーションポート ウルノ商事 エームサービス えがお ヱスビー食品 小野田化学工業 おやつカンパニー 花王カスタマーマーケティング② 加藤レディスクリニック キッセイ薬品工業 木村技研 

近畿日本ツーリスト キング醸造 銀座コージーコーナー クロレラ工業 ゲームオン 小岩井乳業 合食 コーセー コープ食品 サイトサポート・インスティテュート サカタのタネ 三井化学アグロ サン情報サービス シーポック ＪＡ全農青果センター 四国中検 シャノア

ール 正栄食品工業 しんきん情報システムセンター 数解社 スギヨ スタッフサービス② スマイルズ 生活協同組合コープみらい 全国農業協同組合連合会 ＳＯＬＩＺＥ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 第一屋製パン タカキベーカリー 高田香料 高長 高山医療機械製作所② 

竹田理化工業 立川 ART レディースクリニック 伊達みらい農業協同組合 中央化学 中央香料 中外製薬 長寿乃里 ツインエンジン ティー・ティー・シー テクノブレイブ デリア食品 東海澱粉 戸田建商 土木管理総合試験所 ドン・キホーテ 鍋林 西日本シティ銀行 日

本製紙 日本郵政グループ（日本郵便） ニフティ 日本たばこ産業（ＪＴ） ノボノルディスクファーマ 橋本総業 フィッツコーポレーション フォーカスシステムズ フクダライフテック関東 富士ソフト 富士通システムズ・イースト フジフーズ プレシジョン・システム・

サイエンス ペットライン マインズ農業協同組合 前川製作所 三井住友海上あいおい生命保険 宮田 明和地所 メディネット 森永乳業 ヤマダイフーズ UNITED FOODS INTERNATIONAL ユニホー リカーマウンテン 理研ビタミン 良品計画 レジェンダ・コーポレーション 

わらべや日洋 自営① 教員（埼玉県教育委員会 東京都立農芸高等学校） 公務員（松戸市役所） 

＜生物応用化学科＞ 

アーバンリサーチ アイスタイルキャリア アイティシステム 青木信用金庫 赤坂柿山 アクシアルリテイリンググループ（原信・ﾅﾙｽ） 味の素冷凍食品 アドバンスドシステムテクノロジー アビバホールディングス イーピーメイト イセ食品 伊藤園 伊那食品工業 いなば

食品 茨城スバル自動車 いるま野農業協同組合② ウェルファムフーズ エイツーヘルスケア（伊藤忠グループ） ＡＣメディカル エスエスケイフーズ ＳＭＢＣフレンド証券 エステプロ・ラボ エバラ食品工業 ＦＪネクスト 科研製薬 一般社団法人菓子・食品新素材技術セ

ンター カネカサンスパイス カネコ種苗 ガモウ キッコーマンソイフーズ 木徳神糧 キミカ ギャバン キユーピー② キュービタス 協和メデックス 銀座コージーコーナー 恒和情報技研 ゴードー サミット サラダクラブ 三洋商事 ＣＩＪソリューションズ 塩野香

料 シフラ シミック シモダ ジャステック JALUX 保険サービス 一般財団法人食品環境検査協会 新和環境 すかいらーく 住友不動産販売 セブン－イレブン・ジャパン セレサ川崎農業協同組合 総合食品エスイー タネトネ 中央化学 千代田テクノル ＴＴＣ デリア食

品② 東京急行電鉄 東京グリコ乳業② 東京みどり農業協同組合 中村屋 ニコニコのり 日研トータルソーシング 日清シスコ 日本クッカリー 日本ピュアフード 日本アルコール販売 日本システムコンサルタント 日本チョコレート工業協同組合 日本肥糧② ノーベル製

菓 ハイポネックスジャパン はごろもフーズ 花園万頭 ＢＭＬフード・サイエンス ピーターパン 東日本旅客鉄道 ひかり味噌 美十 日立ハイテクソリューションズ ヒューネル ファーストフーズ ファンケルグループ 福井放送 プライムテック プライムデリカ ブルボ

ン ベルベ 北海道エア・ウォーター マスダ増 マミーマート マリンフーズ 丸善食品工業 三井住友銀行 ミツハシ 三菱総研ＤＣＳ 武蔵野 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ メイワパックス メトロ製菓 メリーチョコレートカムパニー モーリン化学工業 森永乳業 モ

ンベル ヤマザキ・ナビスコ 湯浅製作所 米屋② 楽天 リコーリース リゾートトラスト ロッテ 自営① 教員（千葉県教育委員会 中野区立中野中学校） 公務員（日高市役所） 



＜醸造科学科＞ 

アイケイ 赤城乳業 アサヒフードアンドヘルスケア 石垣 石本酒造 伊勢甚本社（水戸プラザホテル） 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 いまでや② うしとら エー・ピーカンパニー エスエスケイフーズ ヱスビー食品② エッサム エリエールビジネスサポート オオ

スミ 岡永② オハヨー乳業 柿沼金属精機 カクヤス 片倉コープアグリ カバヤ食品 ガリバーインターナショナル カルビーポテト カルモア 河村屋 キッコーマンソイフーズ 木村技研 キユーピー醸造 協同商事 霧島酒造 キリン クインタイルズ・トランスナショナ

ル・ジャパン 工藤建設 久原本家グループ 窪田味噌醤油 グリーン＆ウォーター クリタエイムデリカ クリタス グレープストーン ケーピーエス ココラブル ゴディバ ジャパン コモ 小山本家酒造（世界鷹小山家グループ）② サーモフィッシャーサイエンティフィック 

シー・アイ・シー ＪＦＥ環境 Ｊストリーム 小豆島ヘルシーランド 湘南農業協同組合 炭グリルＢＡＲ 裏秋葉原 青和観光トラベル セゾンファクトリー 世田谷自然食品 第一屋製パン 大東カカオ 太陽油脂 財団法人高崎・地域医療センター 高梨乳業 立山酒造 田中

食品興業所 タナベ経営 中央総業 東京一番フーズ 東京青果 東京デリカフーズ 東武商事 ＴＯＴＯバスクリエイト ドーバー洋酒貿易② 戸田フーズ ドンレミー 中島董商店 中村屋 饒田② 日研トータルソーシング 日清シスコ 日通商事 日本ハム東販売 日本キャ

ンパック 日本酒類販売 日本チョコレート工業協同組合 日本ベストミート にんべん 萩原酒造 八海山醸造 萬乗醸造 ピエトロ ピックルスコーポレーション 福岡県醤油醸造協同組合 富士食品工業② フジフーズ② プライムデリカ プランテタカギ ブルドックソース 

文明堂東京 宝幸 本田商店 松谷化学工業 マミーマート マルエツ マルサンアイ マルハニチロ物流 丸紅食料 三越伊勢丹フードサービス ミホミ 宮崎県経済農業協同組合連合会 宮下製氷冷藏 ミヨシ油脂 武蔵野 物語コーポレーション モランボン 森永乳業 モン

テール やおきん 山崎製パン ユニマットプレシャス キャラバン事業部 横浜乳業 吉田酒造店 ヨックモッククレア 李白酒造 ローゼン ロック・フィールド 和光化学 自営① 公務員（警視庁 千葉県庁 藤沢市役所） 

＜栄養科学科（食品栄養学専攻）＞ 

アールビーズ アクシアルリテイリンググループ（原信・ﾅﾙｽ） アスモフードサービス あぶらや燈千 アルビオン あわしま堂 イセ食品 伊藤景パック産業 ＷＩＴＨ エイチ・アイ・エス エイワ エームサービスジャパン エピック エフ・ディ・シィ・フレンズ（４℃） 小

田急電鉄 柿安本店 カゴメ 家族亭 河内屋 キッコーマン 東京本社 グリーンハウス クリエイトエス・ディー 国分 国分首都圏 小島プレス工業 サカガミ ＪＡ全農たまご② ＪＳＳ ジャパンフード（ニッポンハムグループ） ジョイアス・フーズ 白子 新日本科学Ｐ

ＰＤ 新保哲也アトリエ 生活協同組合コープみらい セレサ川崎農業協同組合 全国農業協同組合連合会 全日本空輸 高崎市農業協同組合 滝沢ハム 社会福祉法人調布白雲福祉会 ティップネス デバインコーポレーション デリア食品 東ハト とぴあ浜松農業協同組合 ト

モヱ乳業 永谷園 新田みどり農業協同組合 にんべん 野村證券 はごろもフーズ パナホーム パパス ピー・エス・コープ ピーシーデポコーポレーション ＰＵＣ 富士産業 フジフーズ マーケティングフォースジャパン マルサンアイ鳥取 丸大食品 マルトモ マルハニ

チロ 萬珍樓 マンナンライフ 三越伊勢丹フードサービス ミツハシ 明治 ヤッホーブルーイング ＵＣＣ上島珈琲 ユーシーシーフーヅ ヨックモック 米久 ライフコーポレーション 東京本社 りそなホールディングス 東京本社 リラク レパスト ローソン 湧永製薬 

公務員（東京消防庁 千代田区役所 横浜市役所） 

＜栄養科学科（管理栄養士専攻）＞ 

浅井内科医院 アサヒビジネスソリューションズ 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生病院② アンジェリカ イーピーミント② エームサービス ＭＣフードスペシャリティーズ 塩水港精糖 オダケイジダンスアカデミー オルトメディコ 一般財団法人温知会 会津中央

病院 クリエイトエス・ディー 社会福祉法人興善会 しらさぎ保育園 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 公益財団法人佐々木研究所 附属杏雲堂病院 サンスター サンベルクス ＪＡ高崎ハム ＪＰホールディングス② シュゼット 春華堂 スギ薬局 スターバックスコ

ーヒージャパン 医療法人社団成仁 成仁病院 西洋フード・コンパスグループ 全国農業協同組合連合会 全国農協食品 大王海運 大学生協グループ（関東甲信越） 高梨乳業 ＷＤＢエウレカ ツルハ デイリーはやしや ﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙ ドロキア・オラシイタ ニチイケアパレス 

ニッコクトラスト② 日水製薬 日本ピュアフード 一般財団法人日本食品分析センター ネス・コーポレーション ハウスウェルネスフーズ 葉隠勇進 ぱぱす ヒップランドミュージックコーポレーション フードケア フォーラル 富士データシステム ポピンズ② マックスバ

リュ関東 丸大食品 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 モード・プランニング・ジャパン 薬樹② 山田養蜂場 ＬＥＯＣ③ ローソン 自営② 教員（埼玉県教育委員会） 公務員（島根県庁 東京都庁 長野県庁 さいたま市役所 前橋市役所 武蔵野市役所） 

 

【地域環境科学部】 

＜森林総合科学科＞ 

麻場 アベイル 池田理化 石川建設 イビデングリーンテック インヴァランス 上野村森林組合 エイチ・アイ・エス エクセル製作所 エコ・プラン ＳＦＰダイニング ＮＥＣネッツエスアイ エネックス 江間忠ホールディングス エムール オージス総研 大塚商会 岡崎

製材（ネイチャーデザイン） 岡山県土地改良事業団体連合会 岳南建設 掛川市森林組合 かたばみ興業 金杉建設 一般財団法人休暇村協会 協和木材 銀座コージーコーナー 熊本県森林組合連合会 グリーンマスターズ清水 栗原紙材 ケイミューホームテック ゲーテハウス 

小林土木緑化 コメリ 佐久浅間農業協同組合 櫻井工業 サンドラッググループ サントリービバレッジサービス ＪＡ全農青果センター シモンズ 湘南造園 昭和石材工業所 住友林業緑化 西武造園 積水ハウス 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 全国農業協同組合連

合会 大洋 大和工業 高崎クエイル 地域おこし協力隊 月島テクノメンテサービス 天竜森林組合 東京青果 時津風部屋 トモアス・イノベーション 中沢乳業 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 ニチベイ 日特建設③ 日鋪建設 日本郵政グループ（日本郵便） 日

本ＮＣＲ ノダ ハイビック パスコ 久光製薬 日比谷花壇 フジシールインターナショナル ブライトピック 平和物産 ベスト学院 ベルグアース 北三 ホッピービバレッジ 前田建設工業 松本ハイランド農業協同組合 マルサヤ 三谷産業 東京本社 みちのくコカ・コー

ラボトリング 三井ホームコンポーネント 武蔵野種苗園 明治屋産業 守谷商会 ヤマザキ・ナビスコ 谷原建設 ユー花園 ゆーぱる上野 ユニバーサル園芸社 ライト工業 ライフコーポレーション リードオフネット ＬＩＸＩＬビバ ロイヤルホームセンター 渡辺パイプ② 

わらべや日洋② 自営① 教員（岐阜県教育委員会 学校法人塩原学園 本庄第一中学校 東京都立鹿本学園 北海道教育委員会 宮城県農業高等学校） 公務員（防衛省 海上自衛隊 林野庁③ 岩手県庁 群馬県庁 埼玉県庁 千葉県庁 東京消防庁 山口県庁 ときがわ町役場 十

和田市役所 前橋市消防局） 

＜生産環境工学科＞ 

アサノ大成基礎エンジニアリング 旭調査設計 アスコ大東 東コンサルタント アダル ERM 日本 井関農機 茨城県信用農業協同組合連合会 エクストリンク えすと エム・エス・ケー農業機械 大川原化工機 小田急ビルサービス オリックス自動車 関越物産 木村技研 キ

ューブシステム 共同通信電設 協和コンサルタンツ グリーン長野農業協同組合 計画エンジニアリング 光陽 洸陽電機 コマツ建機販売 東京カンパニー 五洋建設 ゴルフ・ドゥ コンピュータネットワーク 櫻井工業 笹の川酒造 ＣＩＪネクスト 情報技術開発 新日本空

調 鈴木農場 スタッフサービス 西部開発農産 生物系特定産業技術研究支援センター 関口工業 セブン－イレブン・ジャパン 全国共済農業協同組合連合会 全国農業協同組合連合会 第一コンピュータサービス タカノ 田子の月 田中建設 タニコー 千葉興業銀行 ちば東

葛農業協同組合 長測 ディーゼルジャパン テイクシステムズ 東京水道サービス③ 東京青果 トヨタ紡織 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 ナチュラルハウス 西日本高速道路エンジニアリング四国 ニチレキ② 日研トータルソーシング 日本通運 日本道路② 日

本農産工業 ニラックス（すかいらーくグループ） ネクスコ東日本エンジニアリング Noct C パナソニックコンシューマーマーケティング 東日本旅客鉄道② 福子工務店 富士食品工業 富士ゼロックス東京 藤田観光 富士フイルムメディカル IT ソリューションズ 富士薬品 

ホシザキ北関東 ポリテック・エイディディ 本田技研工業 前田建設工業 マルエツ マルハニチロ物流 ミツハシ 長野県南安曇農業高等学校 ヤスサキ 山崎製パン 横浜冷凍 ヨドバシカメラ リコージャパン りそなホールディングス 東京本社 ＹＫＴ 自営② 教員（橿

原市立八木中学校 岐阜県立群上高等学校 埼玉県立児玉白楊高等学校） 公務員（厚生労働省② 国土交通省② 防衛省 陸上自衛隊 神奈川県庁 警視庁 埼玉県庁③ 千葉県庁③ 東京都庁 栃木県庁④ 北海道庁② 宮城県庁② 山梨県庁 上尾市役所 足立区役所② 厚木市

役所 石巻市役所 大田区役所 小山市役所 葛飾区役所 川崎市消防局 相模原市役所 新宿区役所 杉並区役所 世田谷区役所 千代田区役所 三浦市役所 水戸市役所 武蔵野市役所 山形市役所 横浜市役所） 

＜造園科学科＞ 

アーバンデザインコンサルタント 茜建築コンサルタント アゴラ造園 あさひ 朝日航洋 アスコ② アネビー 池田リレーションシップ 石勝エクステリア② 一家ダイニングプロジェクト インテリジェンス・モス ウィズガーデン 内田緑化興業 エイト日本技術開発 ＡＮＡ

システムズ Ｓ．Ｖ．ＴＥＣ エトリヴァン ＮＴＴデータカスタマサービス 大塚商会② 小田急ランドフローラ カインズ カタヤマ ガリバーインターナショナル 環境・グリーンエンジニア 木村植物園 久月 共立印刷 協和コンサルタンツ クスリのマルエ グリーンアン

ドアーツ グリーンロード 国際開発コンサルタンツ 国土防災技術 国土緑化 小杉造園 小林植木 小林造園 コンプリートサークル 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 サガミグリーン 相模庭苑 サポート サンコーコンサルタント② 三陽技術コンサルタンツ ジェイアイ

エヌ（ＪＩＮＳ） 静岡県東部農業共済組合 静岡県農業協同組合中央会 渋谷園芸 清水工業 清水総合開発 昭和 シルバーリンク スミタイ 生活クラブ生活協同組合 石正園 セット設計事務所 相武造園土木 醍醐総業 大成ロテック 大和ハウス工業 タカラスタンダード 

千葉銀行 デースリープロジェクト デザインフラワー花遊 田園調布あけぼの 東京急行電鉄 公益財団法人東京都公園協会 東光園緑化 東洋グリーン 東洋濾紙 戸田フーズ トランザクション・メディア・ネットワークス ナテックス③ 奈良造園土木 日産クリエイティブサ

ービス 日産緑化 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング ネクスコ東日本エンジニアリング 根本造園 パーク・コーポレーション② 箱根植木 東日本旅客鉄道 日比谷アメニス 富士植木③ フジタ 富士通東邦ネットワークテクノロジー フジヤマ 双葉② プラネ

ット はなひろ 平成建設 マキノ祭典 三井不動産レジデンシャルサービス みよの台薬局グループ 武蔵野銀行 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 ヤグチ 柳島寿々喜園 山梅造園土木 ＵＲコミュニティ② UR リンケージ ユー花園 ＵＴグループ 横浜植木 ランド

スケープハウス ＬＩＸＩＬビバ レオパレス２１ ＹＫイノアス 自営④ 教員（学校法人小野学園 女子中学・高等学校 群馬県教育委員会 相模原市立共和中学校） 公務員（環境省 国土交通省③ 防衛省 陸上自衛隊 茨城県庁 江東区役所 国分寺市役所 世田谷区役所② 

所沢市役所 日野市役所 平塚市役所 三島市役所 三鷹市役所 宮古島市役所） 

 

【国際食料情報学部】 
＜国際農業開発学科＞ 

ＩＨＩスター アイスコ 愛知電機 青森県農村工業農業協同組合連合会 アドヴァン イーサポートリンク 一般社団法人家の光協会 イオンリテール 伊藤園 イワイ 魚沼みなみ農業協同組合 エーコープ関東 エームサービス 荏原実業 ＦＢＳ ＭＸモバイリング（丸紅グル

ープ） おいらせ農業協同組合 大井川農業協同組合 大嶋農場 カインズ 花王カスタマーマーケティング 神谷コーポレーション 関東食糧 きちり 東京本社 木下工務店 一般財団法人休暇村協会 九州三菱自動車販売② 共栄フード 極東製薬工業 清田産業 キリンビバレ

ッジ クラブツーリズム クラランス 群馬銀行 ゲオホールディングス ケミカルロジテック 高知県園芸農業協同組合連合会 興農園 コーナン商事 コマス 三協フロンテア ＪＦＥシステムズ ＪＴＢ国内旅行企画 静岡県中小企業団体中央会 静鉄ストア しなのエア・ウォ



ーター 常陽銀行 スタジオアリス スマートエナジー 生活協同組合コープみらい 公益社団法人青年海外協力協会② 世田谷自然食品 セレサ川崎農業協同組合 全国農業協同組合連合会 ゼンショーホールディングス ゼンチク販売 全農グリーンリソース 全農パールライス 

総合食品エスイー 曽我の屋農興 ダイハツ東京販売 高橋農園 タマノイ酢 ちば東葛農業協同組合 ちばみどり農業協同組合 ツムラ ＴＢＭ テイコク テンヨ武田 東京海上日動コミュニケーションズ 東京ガス 東京ガスリビングライン② 東京食肉市場 東京青果 東京

デリカフーズ 凸版印刷 ドトールコーヒー 長野県信用農業協同組合連合会 中村屋 ナムコ 日研トータルソーシング 日鋼ＹＰＫ商事 日本通運 ニホンターフメンテナンス 能登わかば農業協同組合 ハイブリッドサービス 早坂園芸 原田 ビームス ビズリーチ ビッグ

フィッシュ ファースト 福岡トヨタ自動車 富士通トータル保険サービス 船井総合研究所 プレコホールディングス マルサヤ 三井農林 山本食品工業 ＵＣＣ上島珈琲 ユーシーシーフーヅ 農業生産法人ユナイテッド・ファームズ ようてい農業協同組合 ヨコソー 横浜環

境デザイン 横浜丸中青果 ライターズ・オフィス ロクシタンジャポン ワイピーテック 自営② 教員（沖縄県教育委員会 東京都教育委員会② 新潟県教育委員会 福島県立相馬農業高等学校 富津市天羽中学校 横浜市立洋光台第二中学校） 公務員（群馬県警察本部 警視庁 

千葉県警察本部 宮城県庁 川崎市消防局 飯能市役所） 

＜食料環境経済学科＞ 

ＩＷＡ ＪＡＰＡＮ 会津よつば農業協同組合 アイリスオーヤマ あきお アクシアルリテイリンググループ（原信・ﾅﾙｽ） アグリゲートテクノロジー アズジェント アルインコ アルカイク アルゴグラフィックス アルファ アルプス物流 アンデルセングループ イーサポー

トリンク イオンリテール 井田産業 市川市農業協同組合 伊藤ハム いなげや いなば食品 いるま野農業協同組合 イワキ② 一般社団法人ＩＷＡ ＪＡＰＡＮ ウィンクルム 内海産業 ウム・ヴェルト Ａｉｍｉｎｇ ＡＮＡエアポートサービス エー・ピーカンパニー Ａ

ＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ エコス ＳＪＩ 愛媛県森林組合連合会 遠州夢咲農業協同組合 大崎電気システムズ 一般財団法人大原綜合病院 オールフロンティア 荻原設備 オダケイジダンスアカデミー ガイア 開仁産業 片倉コープアグリ 金谷鉄工所 ガリバ

ーインターナショナル 川徳 キャリアデザインセンター キューブシステム 近鉄ロジスティクス・システムズ クラウンフーヅ くらしの友 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン 群馬日野自動車 京王電鉄 国際航業 国分首都圏 コジマ ゴディバ ジャパン コロワ

イドＭＤ サダマツ 佐藤食品工業 佐藤長八商事（山形屋） 社会福祉法人三樹会 サンドラッグ サンフレックス永谷園 三和交通 ＪＡ全農ミートフーズ JA あだち野農業協同組合 静岡銀行 静岡県信用保証協会 島忠 正栄食品工業 常陽銀行 昭和産業 新電元工業 シン

トーコー 新保哲也アトリエ スターゼン スノーピーク 住友林業 セレサ川崎農業協同組合 全国農業協同組合中央会 全国農業協同組合連合会④ 全農チキンフーズ 全農物流 ソラスト 第一カッター興業 第一生命保険 太樹苑 台東第一興商 大東建物管理 髙山 ダス

キンくりはら タリーズコーヒージャパン 千葉県酒類販売 ちば東葛農業協同組合 長印船橋青果 千代田牧場 筑波物流 ツツミ ＤＫＳＨジャパン 農業生産法人ＴＫＦ テーブルマーク デリア食品 電縁 東京新宿ベジフル 東京青果 東京セキスイハイム 東京中央農業

協同組合 東京美装興業 東京みどり農業協同組合 東京ヤクルト販売 社会福祉法人東京老人ホーム 東芝三菱電機産業システム 東邦銀行 トーエネック とぴあ浜松農業協同組合 トヨタカローラ高崎 中沢情報 長野県信用農業協同組合連合会 南彩農業協同組合 新潟みら

い農業協同組合 西原商会 日仏商事 ニチレキ ニッコウトラベル 日清オイリオグループ 日清食品ホールディングス 日清丸紅飼料 日本アクセス 日本アイ・ビー・エム 日本エナジーバンク 日本工営 一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 野村證券 ハイ

パー 梅林堂 パナソニックカーエレクトロニクス 羽田旅客サービス ビークリエイティブエージェンシー 東日本旅客鉄道 ビッグホリデー 表示灯 ヒロコンフーズ ファミリーマート 福井県民生活協同組合 富士重工業 フジパングループ本社 物産ロジスティクスソリュ

ーションズ 船橋屋 フラヒルソリューションズ プリマハム プリンスホテル プレコホールディングス プレミアファイナンシャルサービス 文化産業信用組合 文化堂 平果 ホーチキ ホクレン農業協同組合連合会 ポケットカード 保険見直し本舗 ホットランド ホンダ

ロック 松富士食品 マミーマート② マルイチ産商 丸三証券 マルマテクニカ 三井食品 三井住友銀行③ 三菱食品 三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 ミヤコ化学 ミヨシ油脂 明治安田生命保険相互会社 明治ロジテック モランボン ヤグチ 安川

情報システム 八千代市農業協同組合 山崎製パン ヤマザキ・ナビスコ ヤマタネ ＵＣＣ上島珈琲 ＵＨＡ味覚糖 雪印種苗 雪印メグミルク 横浜農業協同組合 横浜丸中青果 理創 りそな銀行 ルペイドレスト ロジスティクスウェーブジャパン ロピア 和心システム 自

営⑤ 教員（青森県教育委員会 北海道立大野農業高等学校 宮城県小牛田農林高等学校 山梨県教育委員会） 公務員（東京税関 防衛省 陸上自衛隊② 群馬県警察本部 警視庁② 埼玉県庁② 千葉県庁 鎌ヶ谷市中央消防署 上里町役場 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 戸

沢村役場 三春町役場 毛呂山町役場） 

＜国際バイオビジネス学科＞ 

R・D アイグローブ アイネット アウトソーシングテクノロジー Ａｐｐｌｅ Ｊａｐａｎ アドヴァン アニコム損害保険 アフロ 一般社団法人家の光協会 一冨士フードサービス 伊藤園 伊藤忠食品 いなげや 今中 岩塚製菓 インターファーム ウッドワン エイチアー

ルワン エイチ・エム・グループ ＡＮＡエアポートサービス ＡＮＡシステムズ エスアイプロダクト 大戸屋 鬼澤食菌センター 小野田化学工業 おやつカンパニー オリジン東秀 オルドスカシミヤファッションジャパン 角弘 加藤産業 ガリバーインターナショナル 環境

地質 キーコーヒー② 学校法人北里研究所 北村化学産業 久世 クボタアグリサービス 熊本銀行 クリエイトエス・ディー 栗山米菓 クレスコ・イー・ソリューション クレディセゾン ケイズグループ 神戸屋 コスモネット コロンバン 西部ガス興商 サカタのタネ サ

タケ サミット② サミット製油 シー・アイ・シー ジーユー ＪＢＳテクノロジー ジャストトレーディング ＪＡＬＵＸ ジャルパック シュテルン 新晃アトモス 信州ハム スリープログループ スリーボンド 生活協同組合コープみらい 成城風月堂 社会福祉法人清和会 

積水ハウス 世田谷信用金庫 セブン－イレブン・ジャパン 全国健康保険協会 全国農業協同組合連合会 全農物流 ソフトクリエイトホールディングス タイムズ２４ 大和証券 タリーズコーヒージャパン② 千葉製粉 ツタエル デルマール 東京スマイル農業協同組合 東京

青果 東京地下鉄 東京デリカフーズ 東京都農業会議 東都生活協同組合 医療法人社団同友会 東横化学 中島董商店 新潟サンリン 饒田 西本貿易 日本コムシス ニトリ 日本交通 日本電機工業 ノジマ 原田 バンズシティ ＢＢソフトサービス 東日本旅客鉄道 光

通信 飛騨産業 ビックカメラ ビッグモーター 広島信用金庫 ファイブ ファイブフォックス 福西電機 ブシロード プレコホールディングス 平和食品工業 ベーシック ベルク ベルパーク ホクト 北陸銀行 ホロンシステム ホンダカーズ静岡 マーキュリー マルハ

ニチロ 三井ホーム 武蔵野種苗園 ヤマダイ食品 米久 ライフコーポレーション 東京本社 ローソン 自営③ 教員（東京都教育委員会 福島県立岩瀬農業高等学校） 公務員（防衛省 陸上自衛隊 大阪府警察本部 警視庁 静岡県庁 東京消防庁 新潟県庁 足利市消防本部 

安中市役所 長野市役所） 

 

【生物産業学部】 
＜生物生産学科＞ 

アイ･イー･シー あさひ アドキットインフォケーション アムズ イオンアグリ創造 一正蒲鉾 インターファーム エースコック エー・ピーカンパニー エービーシー・マート Ｎ．Ｇ．Ｃ 大畠種苗 金港青果 グッド・クルー くまがや農業協同組合 グランビスタホテル＆

リゾート 江東微生物研究所 鴻池組 東京本店 ＫＯＫＡＤＯ コジマ サザビーリーグ アイビーカンパニー 笹谷農産 サンリツ 品川牧場 士幌町農業協同組合 ジャパンフーズ 常総ひかり農業協同組合 新あきた農業協同組合 スターゼンミートプロセッサー セキチュ

ー ゼビオ セラヴィリゾート泉郷 全国農業協同組合連合会 セントベビークリニック 大東カカオ 高橋ウィメンズクリニック 鷹山ファミリー牧場 田中食品 谷口ファーム 竹風堂 津軽みらい農業協同組合 ツルヤ ＴＪＫリゾート デリア食品 電縁 道央農業協同組合 

東京青果 ドトールコーヒー とんでん 長野八ヶ岳農業協同組合 農業生産法人ナガホリ ナカムラ農産 ニシヤマ 西山製麺 日研トータルソーシング 日本ホワイトファーム 日本キャタピラー 日本ニューホランド 日本ルナ 根本造園 野田自然共生ファーム ノベルズ 

長谷川ホールディングス ピアブランカ 平山牧場 フクザワコーポレーション 社会福祉法人福祉楽団② プライムべーカリー フレッセイ ホクレン肥料 保険医療福祉協同組合グループ 星野リゾート・マネジメント 牧歌コーポレーション 前川試験機製作所 瑞穂農場 ムー

ビック 村田塗料店 ヤオコー 山形パック 横浜丸中青果 レディースクリニック北浜 医療法人社団ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ京野 京野ｱｰﾄｸﾘﾆｯｸ 自営⑤ 教員（福島県立 福島明成高等学校 北海道大野農業高等学校） 公務員（青森県庁 福島県庁 北海道庁② せたな町役場） 

＜アクアバイオ学科＞ 

アサヒレジャー アドバンテック 石巻青果 イハラ建成工業 インディアンカヌークラフト 魚力 女川魚市場 カインズ 角上魚類② 技研製作所 岐阜県しょうゆ協業組合 窪田建設 くらコーポレーション グンエイ 工房 ザメディアジョン 猿払村漁業協同組合 静鉄ス

トア センコー 宗谷漁業協同組合 大日産商 ＷＤＢエウレカ 津軽海峡フェリー 鶴見製紙 ツルヤ 天龍造園建設 21 東京一番フーズ トッカコーポレーション トヨタカローラ福島 なとり ニチイケアパレス 浜中町酪農ヘルパー組合 美幌農業協同組合 ファイブグル

ープ ブロンコビリー ベイシア 平成観光 ヘルセ 蓬莱 ポオトデリカトオカツ 北海道信用漁業協同組合連合会 北海道糖業 ホテル網走湖荘 益村測量設計③ マルエツ 水野屋商店 ムーヴ 紋別漁業協同組合 山形県漁業協同組合 夢真ホールディングス ヨドバシカメ

ラ ワールドスポーツ 自営② 教員（宇治市立西宇治中学校 帯広北高等学校 学校法人鶴岡学園 北海道文教大学明清高等学校 日立市立泉丘中学校） 公務員（防衛省 海上自衛隊 防衛省 陸上自衛隊② 北海道警察本部 北海道庁②） 

＜食品香粧学科＞ 

青木商店 旭酒造 旭物産② アサヒブロイラー あじかん あすか製薬 アルビオン イオンリテール イカリ消毒 伊藤忠食品 稲吉種苗 うすい エームサービス エバラ食品工業 大曽根商事 おびなた オランダ家② オルトメディコ カインドテクノストラクチャー 花

王カスタマーマーケティング かどや製油 カナエフーズ かましん 北菓楼 北関東ペプシコーラ販売 共栄火災海上保険 金港青果 金印 金印アグリ 三幸 サンマルコ食品 三立製菓 資生ケミカル 庄内たがわ農業協同組合 スターゼンミートプロセッサー② スタイラ 

社会福祉法人清和会 医療法人社団善仁会 SOLIZE products タイショーテクノス ＷＤＢエウレカ 田村屋 千葉製粉 デイリーはやしや ドトールコーヒー とぴあ浜松農業協同組合 豊富牛乳公社 ドンク 日新蜂蜜 新田みどり農業協同組合 日本アクセス 一般財団法人日

本食品分析センター 日本食研ホールディングス 日本スタンゲ 日本レストランシステム ノーリーズ ノベルズデーリィーファーム ハイサイド・コーポレーション バイタル 花園万頭 美十 フォーデイズ 福岡ソフトバンクホークス 富士観光開発 放電精密加工研究所 ホ

ーライ ホットランド ポテトデリカ 真面目 緑川化成工業 明治屋産業 明利酒類 モリタン ヤマキ ＵＣＣ上島珈琲 ヨドバシカメラ 理研香料ホールディングス ルピシア ローズコーポレーション ローソン わらべや日洋 公務員（防衛省 陸上自衛隊） 

＜地域産業経営学科（産業経営学科含む）＞ 

成城石井 東京荏原青果 東京青果 東京豊島青果 ICT アウトステージ 108 秋川農業協同組合 あさかの Fresh アペックス 飯島畜産 井筒まい泉 いなげや いるま野サービス 梅の花 エヌ・ティ・ティエムイー ＭＣプロデュース 大潟村農業協同組合 オオゼキ 大田花

き オホーツク網走農業協同組合 カネカ食品② 北日本銀行 九州三菱自動車販売 きらやか銀行 群馬銀行 こまち農業協同組合 サラダクラブ 澤光青果 三晃印刷 サンリツ シモダ ジャガー東京 ジャパンフード（ニッポンハムグループ） 生活協同組合コープみらい 積

水ハウス 世田谷信用金庫 全国農業協同組合連合会② セントラルフーズ 全農物流 鷹巣町農業協同組合 タナカ理研 タナベ経営 ティーピーパック 東京あおば農業協同組合 東京スマイル農業協同組合 東京千住青果 学校法人東京農業大学 道水 東邦銀行 東鳳マネジ

メント 栃木銀行 とぴあ浜松農業協同組合 とりせん ナリカ 日産サティオ湘南 日東エネルギーグループ 日本郵政グループ（日本郵便） 日本テクノ 日本ニューホランド 白馬観光開発 パナソニック 浜松青果 東日本フード 光通信 ファームドゥ ファミリーマート 



フォーミュレーションＩ．Ｔ．Ｓ． 福島県民球団福島ホープス 福島さくら農業協同組合 フジマック 二葉 フルーツ山梨農業協同組合 ホクレン肥料 星野リゾート・マネジメント② 北海道産直センター 北海道糖業 北海道日本ハムファイターズ 北幸農園 松山 室蘭信用

金庫 森のいちご ヤシカ車体 山口電機工業 山崎製パン② 米沢信用金庫 ロッテリア ロピア 自営① 公務員（防衛省 陸上自衛隊 愛媛県庁 神奈川県警察本部 北見市役所 西川町役場） 


