2021 年度卒業生進路について
東京農業大学キャリアセンター

就職先一覧（企業等・教員・公務員）※区分別五十音順
【農学部】
＜農学科＞
秋田しんせい農業協同組合（ＪＡ秋田しんせい）,あきんどスシロー,アグリス,アグロカネショウ②,厚木市農業協同組合（ＪＡあつぎ）,アドバ
ンテック,アプリケーションスペース,アルプスアグリキャリア②,イオンリテール②,ヰセキ関東甲信越,伊藤園,エービーシー・マート,荏原実業,
小野田化学工業,開盛,カクイチ,上総環境調査センター,カネコ種苗,鴨志田産業,カレルチャペック,木の里工房 木薫,キャピタル,キユーピー,
金港青果,クラーチ,グリーンエンジニアリング,KURKKU FIELDS,クロスエイジ,コネクター・ジャパン,さかうえ,サトウ食品,さなる,サミット,ジ
ェイカムアグリ②,敷島製パン,清水清三郎商店,シャトレーゼ②,湘南農業協同組合（JA 湘南）②,沼南ファーム,信州諏訪農業協同組合（ＪＡ信州
諏訪）,ＳＵＵ・ＳＵＵ・ＣＨＡＩＹＯＯ,スタッフサービス②,スタッフサービス・ホールディングス,スピンプライド,西武造園,全国農業協同組
合連合会（ＪＡ全農）➃,ＳＯＭＰＯケア,第一屋製パン,高見（ＴＡＫＡＭＩ ＢＲＩＤＡＬ）,ＴＡＴＳＵＭＩ,田辺薬局,ちえんのうえん,ＴＤ
Ｃソフト,東京荏原青果②,東京シティ青果②,東京スマイル農業協同組合（ＪＡ東京スマイル）②,東京青果,東京豊島青果,東京南農業協同組合
（ＪＡ東京みなみ）,東武緑地,トウレイエンジニアリング,永田農園➂,西日本高速道路エンジニアリング関西,日曹商事,日総ブレイン,日本通信
サービス,ヌーヴェルテック,ネットフォース,ノーザンファーム,ノベルズ,ハイトカルチャ,はま寿司,原田,ピックルスコーポレーション,ピュア
ホームズ,ヒューマン・インタフェース,ヒューマンズ,平山,ファーマインド,富士伊豆農業協同組合,不二家,BRIDGE,ブルボン,プログデンス,ベジ
テック②,放送技術社,北興化学工業,松本ハイランド農業協同組合（ＪＡ松本ハイランド）,水戸農業協同組合（ＪＡ水戸）,南関東花き園芸卸売
市場,メロディアン,ヤオコー,ヤマザキ,山崎製パン➁,ユーハイム,和歌山県農業協同組合連合会,渡辺農事,自営⑨,教員（石川県教育委員会,香川
県教育委員会,静岡県教育委員会,千葉県教育委員会）,公務員(農林水産省②,茨城県庁,山形県庁,山梨県庁,高萩市役所)

＜動物科学科＞
アイピー通商,アウトソーシングテクノロジー,アクアフローラ,アスコ,阿蘇 J・H ファーム,ＡＤＩＸ,アミューズ,アルファシステムズ,アルプス
アグリキャリア,育宝進学塾,石田牧場,泉畜産,井出種畜牧場,犬のしつけ教室ＤＯＧＬＹ,岩井化学薬品,インターナショナル・トイレツリース,ウ
イルテック,ウェルネスダイニング,ＮＳＰ,オオゼキ,カインズ,きうち牧場,紀ノ國屋,キユーピータマゴ,鴻池組,コスメディア,後藤ファーム,五
の橋レディスクリニック,コロワイドＭＤ,社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団,埼玉ひびきの農業協同組合,一般財団法人蔵王酪農センター,坂田
酒販,３６１（クロス動物医療センターグループ）,三和畜産,ＪＰＲ②,ジェックス,シムコ,スーパーストリーム,スターゼン,スタジオアリス,生
活協同組合コープみらい,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,ダイヤル・サービス,タカノフーズ,武政建設,田辺薬局,谷口ファーム,東京食
肉市場,東北サファリーパーク,医療法人社団桐和会,社会福祉法人桐和会 特別養護老人ホーム三郷さくらの杜,トマル,巴包装,豊橋飼料,長坂養
蜂場,長島養豚,ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング,日研トータルソーシング,ニッシン・グルメビーフ,日本アクセス,公益社団法人日本
食肉格付協会,日本ノーベル,日本ペットフード,ネオ,ネポン,ＮＯＶＡホールディングス,農芸環理,バーデン,林牧場,ピーシーデポコーポレーシ
ョン,ＢｉｏｔｏｐＧｕｉｌｄ,ピットデザイン,ファニメディック アニファ動物病院お花茶屋病院,深川養鶏農業協同組合,フリーデン,平成動
物病院,ホクレン農業協同組合連合会,Ｍｏｕｎｔａｉｎ Ｂｕｌｌ,マリンフード,一般社団法人宮崎県家畜改良事業団,宮崎市フェニックス自然
動物園管理,八千代ポートリー,山崎製パン,山西牧場②,悠牧舎,ユーレックス,雪印種苗,夢みなみ農業協同組合（ＪＡ夢みなみ）,公益財団法人横
浜市緑の協会,リプロ,自営②,教員（学校法人菅生学園 東海大学菅生高等学校,東京都教育委員会）,公務員（財務省,農林水産省,警視庁）

＜生物資源開発学科＞
アイビーシステムズ,アクアフローラ,アドバンテック,ウェルファムフーズ,エス･ディー･シー,エス・ビー・システムズ,オーケー,オオスミ,ガー
デンセキネ,カネコ種苗,カルビーポテト,九州屋,キユーピー,京都農業協同組合（ＪＡ京都）,グランスケープ,一般財団法人公園財団,江東微生物
研究所,ココカラファインヘルスケア,コジマ,サラダコスモ,三共消毒,シーアイマテックス,静岡県農業協同組合中央会,JAPAN AGRI DESIGN,ジャ
ペル,JoyfulInvestment,白崎コーポレーション,ジンズホールディングス,シンポー情報システム,すかいらーくホールディングス,スズヤス,生態
計画研究所,西武緑化管理,清和肥料工業,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,千秋社,ＤＡＩＳＨＩＺＥＮ,ＷＤＢ エウレカ社,一般財団法人
千葉県環境財団,ＴＩＳシステムサービス 東京本社,デリア食品,東京シティ青果,東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央)②,道東あさひ農業協同
組合,東北緑化環境保全,トヨタネ,ニチレイフレッシュ,ネット,秦野市農業協同組合（ＪＡはだの）,服部興業,東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）,フ

ジアルテ,ベジテック,ベネッセスタイルケア,北海道クボタ,マルテ小林商店,丸美屋食品工業,みかど造園,三菱総研ＤＣＳ,武蔵野,メイテック,
山崎製パン,山手冷蔵,雪国まいたけ,雪印種苗,和真,教員（神奈川県教育委員会,学校法人関東国際学園 関東国際高等学校,埼玉県立いずみ高等
学校,福島県教育委員会）,公務員（皇宮警察本部,国土交通省,防衛省 航空自衛隊,那須塩原市役所）

＜デザイン農学科＞
アウトソーシングテクノロジー,アキタフーズ,味の素コミュニケーションズ,アルテア技研,アルプスアグリキャリア,社会福祉法人一廣会 特別
養護老人ホーム金井原苑,伊藤ハム,ウィルグループ,AI field,社会福祉法人永春会,ＮＴＴデータフロンティア,MPS,オオゼキ,社会福祉法人大田
幸陽会,大宮糧食工業,Ｏｌｙｍｐｉｃ,垣崎醤油店,学研プラス,カッパ・クリエイト,鎌倉ハム富岡商会,キンドリルジャパン,クラウン・パッケー
ジ,グリーン長野農業協同組合（ＪＡグリーン長野）,グリーンハウス,クリエイトエス・ディー➂,国土緑化,ココカラファイングループ,コロワイ
ドＭＤ,三幸食品,敷島製パン,旬菜デリ,医療法人盡誠会 宮本病院,鈴廣蒲鉾本店,スタッフサービス,生活協同組合コープみらい,成城石井,西友,
セブン－イレブン・ジャパン,大気社,大北農業協同組合（ＪＡ大北）,ＷＤＢ エウレカ社,ダルトン,ツクイ,筑波銀行,常盤薬品工業,トヨタモビ
リティパーツ,中村屋,日本ハム惣菜,日本キャスト,日本ケイテム,日本生活協同組合連合会,一般社団法人農山漁村文化協会,野澤組,博報堂プロ
ダクツ,パブリック・キッチン,ピー・アール・オー,日立ＩＣＴビジネスサービス,ビビッドガーデン,ヒラタ,フジパングループ本社②,プライム
デリカ,フリーデン,プレジィール,ポタジェガーデン,松屋,ミート・コンパニオン,瑞穂農場,三菱食品,緑川化成工業,武蔵野,明治安田生命保険,
森永乳業,森永酪農販売,やげん堀グループ,ヤマダコーポレーション,山畜,社会福祉法人悠和会 銀河の里,レプラスデザイン,ロピア②,自営,教
員（神奈川県教育委員会,静岡県教育委員会,千葉県教育委員会,福岡県教育委員会）

＜畜産学科＞
えちご上越農業協同組合（ＪＡえちご上越）,チームトドロキ,公益社団法人日本食肉格付協会,日本レストランシステム,武蔵野,森孵卵場

＜バイオセラピー学科＞
教員（品川区立戸越台中学校）

【応用生物科学部】
＜農芸化学科＞
青木商店,アクシアエージェンシー,アサヌマコーポレーション,朝日アグリア,アルビス,アンテスグループ,イカリ消毒,一番食品,ウェーブロッ
ク・アドバンスト・テクノロジー,上原園,エスフーズ,ＮＳソリューションズ東京,ＮＴＴアドバンステクノロジ,ＭＨＩファシリティーサービス,
エムシー・ファーティコム,エルビー,大木製薬,大宮糧食工業,カゴメ,片倉コープアグリ,カネコ種苗,カバヤ食品,きのした,協同乳業,グッドライ
フ,クラシエフーズ,グリコマニュファクチャリングジャパン,クリップハウジング,クレスト（クレストグループ）,グローバルテクノロジーサー
ビス,群馬農協電算センター,ケンミン食品,コカ・コーラボトラーズジャパン,国分グループ本社,ココカラファインヘルスケア,産業振興,参天製
薬,システナ,シノテスト,シャトレーゼ,湘南ゼミナール,昭和産業,神明,国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター,Ｓｋｙ 東京
本社,スタッフサービス②,セブン－イレブン・ジャパン,セレサ川崎農業協同組合（ＪＡセレサ川崎）,一般財団法人全国調味料・野菜飲料検査協
会,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,ゼンショーホールディングス,第一工芸社,太陽肥料,高梨乳業,ＷＤＢ,千葉製粉,中央化学,Dirbato,デ
ータ・アプリケーション,デリア食品,東京水道,堂本食品,友桝飲料,ナリコマグループ,日本年金機構,日本エマルジョン,日本システム開発,パー
ソルプロセス＆テクノロジー,ハイポネックスジャパン,ＰＵＢＬＩＣ ＤＩＮＥＲ,パラカ,ＢＭＬフード・サイエンス,ヒュービシステム研究所,
フジシールインターナショナル,富士電機,フジパングループ本社,富士パン粉工業,プライムデリカ,ホームライフ管理,マルハニチロ,一般財団法
人三重県環境保全事業団,三井物産プラントシステム,明星食品,明治,明治安田生命保険,桃屋,モランボン,やまう,ヤマザキビスケット②,ヤマダ
フーズ,ユー花園,ユーハイム,夢テクノロジー,吉田プラ工業,よしや,ライト工業,リーヴライフトゥエンティーワン,ワールドインテック,ＷＯＷ
ＯＷエンタテインメント,教員（学校法人安房家政学院 千葉県安房西高等学校）,公務員（厚生労働省②,防衛省 陸上自衛隊,愛媛県庁,岐阜県
庁,北海道庁,千代田区役所,福岡市役所）

＜醸造科学科＞
アクアパルス,浅野さく泉管工,アサヒホールディングス,アドバンテック,飯田グループ（飯田）,いなば食品,イノアックコーポレーション,ヴイ・
ディー・エフ・サンロイヤル,梅乃宿酒造,ＮＩＤ・ＭＩ,エフピコ,オーケー,大髙醤油,カゴメ,加藤産業,上川大雪酒造,軽井沢蒸留酒製造②,紀文
西日本,経堂こうづき眼科,協和キリン,国太楼,栗原医療器械店,クルークダイニング,古田土経営（古田土公認会計士・税理士事務所）,小山本家
酒造（世界鷹小山家グループ）②,一般社団法人埼玉県環境検査研究協会,サン.フーズ,ＪＡ全農たまご,ＪＴＡ,柴田屋酒店,昭和産業,白岩,シル

バーライフ,スタッフサービス,西都ヤクルト販売,関谷醸造,セブン銀行,創味食品②,高田香料,宝製菓,千葉製粉,月島機械,デリカフーズ,東京か
ねふく,東京青果,東京空色,東プレ,十勝農業協同組合連合会,凸版印刷,西原環境,ニチレイフーズ,日産車体,日清シスコ,日本クッカリー,日本ハ
ム,日本ピュアフード,日本アルコール販売,日本コーンスターチ,日本システムコンサルタント,一般財団法人日本醤油技術センター,一般財団法
人日本食品分析センター➂,野口食品,パーソルキャリア,はごろもフーズ②,長谷川化学工業,蜂蜜工房②,八海醸造,ＢＭＬフード・サイエンス②,
ピーシーデポコーポレーション,ビバホーム,フジ地中情報,フジパングループ本社,フジフーズ②,不二家,ブルドックソース,フンドーキン醤油,
北陸ガス,星野リゾート,本坊酒造,マイナビワークス,マルコメ,マルサンアイ,丸善,マルタ,マルナマ食品,宮坂醸造,ミヨシ油脂②,明治,メリー
チョコレートカムパニー②,ヤーマン,ヤクルト本社,ヤマキ,山崎製パン,山と渓谷社,横浜油脂工業,ヨシケイ開発,ＬＩＸＩＬトータルサービス,
臨海,レインズインターナショナル,ワールドインテック,ワキュウトレーディング,教員（愛知県教育委員会）,公務員（防衛省 陸上自衛隊,神奈
川県警察本部,千葉県庁,蓮田市役所）

＜食品安全健康学科＞
アイングループ,アヴァンザ,アドバンテック,アペックス（アペックスグループ）,イオンフードサプライ,イオンリテール,伊藤ハム,茨城県市町
村職員共済組合,イング,インフォテック,ウオロク,内田洋行ＩＴソリューションズ,エスエスケイフーズ,エムケーチーズ,小川畜産食品,おびな
た,角産,春日井製菓,神奈川県保険医協会,カバヤ食品,関東化学,キーウェアソリューションズ,希松,キッセイ薬品工業,紀文食品,キャメル珈琲,
キューブシステム,協同乳業,旭東化学産業,窪田味噌醤油,クラシエフーズ,グリコマニュファクチャリングジャパン,栗山米菓,グレープストーン,
クレオ,ＫＳＫ,気仙沼ほてい,神戸化成,ゴードー,コカ・コーラボトラーズジャパン,さがみ農業協同組合（JA さがみ）,三栄源エフ・エフ・アイ,
清水食品,ジョイアス・フーズ,正栄デリシィ,医療法人湘美会 湘南美容クリニック,食環境衛生研究所,新進,神明,スガノ農機,鈴廣蒲鉾本店,生
活協同組合コープみらい②,生活品質科学研究所,セキ薬品,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,全農チキンフーズ,総合食品エスイー,ダイショ
ー,タイヘイ,太陽油脂,タカキベーカリー,タカヨシ,千葉銀行,千葉製粉,デル・テクノロジーズ,東急ストア,東京多摩青果,公益財団法人東京都保
健医療公社,学校法人東京農業大学,ＴＯＨＯシネマズ,虎昭産業,なかしま,長田産業,ニチイ学館,ニチレイフーズ,日研トータルソーシング,ニッ
コー,日新化工,日清ヨーク,日本水産,日本ハムマーケティング,日本ピュアフード,ニプロ医工,日本コーンスターチ,日本表面化学,ネポン,国立
研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,ノジマ,パイオネット・ソフト,長谷工シニアウェルデザイン,ハナマルキ,BUB,ヒガシマル,日立プ
ラントサービス,ピップ,富士パン粉工業,フジフーズ,Brickny Europe,ベジテック,ポンパドウル,マキタ,松田産業,松谷化学工業,マルコメ,三菱
食品,宮田,明治屋②,名糖産業,メディセオ,メリーチョコレートカムパニー,モスフードサービス,モンテール,山崎製パン,山安,ヤヨイサンフー
ズ,ＹＯＵテレビ,ユニクロ,ユニバース,良品計画,ロック・フィールド,ロッテ,ワールドインテック,教員（埼玉県教育委員会）,公務員（墨田区
役所,水戸市役所）

＜栄養科学科＞
アーバン・コーポレーション,旭電業,足柄乳業,イオンリテール,イトウ製菓,イワイ,エームサービス➂,エバラ食品工業,大河プロダクション,オ
リンピア,社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院,学研ココファン・ナーサリー,加藤産業,河合楽器製作所,キャメル珈琲,キユー
ピー,協同乳業,くすりの福太郎,グランディック,ケンコーマヨネーズ,医療法人社団宏礼会 塚原デンタルクリニック,独立行政法人国立病院機
構 埼玉病院,ココカラファインヘルスケア,CO-CO Start,医療法人五星会 菊名記念病院,医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院,さく
らさくみらい,サンデリカ,サンハルク,シダックス,シマダヤ,しまむら,医療法人財団順和会 山王病院,ジョイアス・フーズ,鈴廣蒲鉾本店,全国
農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,染谷クリニック,大東カカオ,ダイナックホールディングス,タイヘイ,医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院,
ツルハ,デリア食品,テルモ,東華軒,東京天竜,東京都情報サービス産業健康保険組合,ドクタートラスト,ドラムカン,西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃグ
ループ,日研トータルソーシング②,日清医療食品,ニフス,一般財団法人日本食品分析センター,日本ベストミート,日本保育サービス（ＪＰホール
ディングスグループ）②,ニュールック,ノムラ薬局②,ハウス食品,パオホッタ,パソナフォスター,ハチ食品,パルシステム生活協同組合連合会,フ
ジパングループ本社,不二家,フジランド,プライムデリカ,ベリサーブ,ポッカサッポロフード＆ビバレッジ,マルイチ産商,マルサンアイ②,まろ
ん,美高商事,ミツハシ,ｍｉｒａｔｅ,明治,医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院(ＩＭＳグループ),モード・プランニング・ジャパン,有楽
製菓,医療法人社団ユニメディコ,横浜森永乳業,ヨシケイ開発,ライフコーポレーション 東京本社,らいむ,リヴトラスト,リンツ＆シュプルング
リージャパン,レパスト,社会福祉法人若竹大寿会,公務員（東京都庁,成田市役所,藤沢市役所,横浜市役所）

＜バイオサイエンス学科＞
津南醸造

＜生物応用化学科＞
窪田味噌醤油, 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,日本テキサス・インスツルメンツ,松屋フーズホールディングス

【生命科学部】
＜バイオサイエンス学科＞
アイソニーフーズ,アイ･ティー･ワン,旭国際テクネイオン,アドバンテック,アンビションＤＸホールディングス,イオンリテール,池袋えざきレ
ディースクリニック,伊藤製パン,ＩＤＯＭ,いなば食品,入江,ヴィ・ド・フランス,エヴァーグリーン・エンタテイメント,エクセル・システムプ
ロダクト,ＮＴＴコムウェア,ＮＢＣメッシュテック,ＯＤＫソリューションズ,カツシカ,カツデンアーキテック,キッコーマン食品,キリンホール
ディングス,近鉄エクスプレス,グローブライド,鴻池メディカル,河野特許事務所,国分フードクリエイト,シークス,ジェイエスピー,シジシージ
ャパン,湘南ゼミナール,学校法人城北学園 城北中学･高等学校,スタッフサービス,住友生命保険 東京本社,スリーアイ,全国農業協同組合連合
会（ＪＡ全農）,ソルト,第一三共ケミカルファーマ,DAice Promotion,大東カカオ,高砂香料工業,ＷＤＢ エウレカ社,チャンスメーカー,月星商
事,東亜薬品,東京あおば農業協同組合（ＪＡ東京あおば）,東京動力,公益財団法人東京ＹＭＣＡ 芝浦学童クラブ,東芝ビジネスエキスパート,東
都水産,東ハト,東邦システムサイエンス,巴工業,トヨテック,中村屋,ナリコマフード,ナレッジスイート,ニチレイフーズ,日総工産,パナソニッ
ク産機システムズ,ピックルスコーポレーション,富士ソフト,フジパングループ本社,フジフーズ②,フタバ食品,フルーツ山梨農業協同組合（ＪＡ
フルーツ山梨）,ベルク,ホーチキ②,三井住友信託銀行 東京本社,ミニマル,森永乳業,山本工機,国立研究開発法人理化学研究所,リクルートメデ
ィカルキャリア,ＬａｉｎＺ,R o a d,WATOWA,INC.,自営,教員（国立大学法人筑波大学 筑波大学附属聴覚特別支援学校）,公務員（国土交通省,
東京税関,農林水産省,埼玉県警察本部,東京都庁➂,御殿場市役所,杉並区役所,世田谷区役所）

＜分子生命化学科＞
アウトソーシングテクノロジー②,アエナ,アジュバンコスメジャパン,アドバンテック,アプライドマテリアルズジャパン,あわしま堂,出光ユニ
テック,イノメディックス,エービーシー・マート,NTT データ・イントラマート,ＬＳＩメディエンス,ＯＡＴアグリオ,ＯＳＫ,ＯＫＩクロステッ
ク,加藤化学,カネコ種苗,ＫＩＳＣＯ,キヤノンＩＴソリューションズ,社会福祉法人キングス・ガーデン東京,小太郎漢方製薬,サンドラッグ,ＣＳ
Ｓクレセント,Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ,システナ,ジャステック,叙々苑,シンエイ東部,スイート・ピア,ステップ,ソフトバンク,
髙山,ＷＤＢ エウレカ社,テクノスジャパン,デリア食品,デロイトトーマツアクト,東急リバブル東北,東京ガスｉネット,東京個別指導学院,ト
ウ・ソリューションズ,トップ,ニチレキ,日研トータルソーシング,日商グラビア,日本ハムシステムソリューションズ,日本ピグメント,博報堂プ
ロダクツ,パシフィックシステム,ファンケル,福栄肥料,フクダライフテック東京,富士ソフト,富士フイルム和光純薬,フジモトＨＤ,Ｆｕｔｕｒ
ｅＯｎｅ,ホロンシステム,三井化学,三菱総研ＤＣＳ,三菱電機インフォメーションネットワーク,ミリオナ化粧品,メディサイエンスプラニング,
メルテックス,Ｍｏｄｉｓ,山崎製パン,吉田プラ工業,吉野工業所,自営,教員（埼玉県教育委員会）,公務員（気象庁,経済産業省,独立行政法人製
品評価技術基盤機構）

＜分子微生物学科＞
アース環境サービス,アウトソーシングテクノロジー,アサンテ,アズビルトレーディング,アプリス,アペックス（アペックスグループ）,イカリ消
毒,エスエスアイ,エフ・ディー・シー,大紀商事,オーケー,オオゼキ,大林道路,小川畜産食品,オルトメディコ,花王,片倉コープアグリ,極東貿易,
栗山米菓,コロンバン,コンフェックス,サニーフーズ,サントリー知多蒸溜所,サンネット,サンベルクスホールディングス,ＪＦＥ環境テクノロジ
ー,Ｓｏｏｇｏｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ,スターゼン,スタッフサービス,生活協同組合パルシステム東京,生産技術パートナーズ,セイシン企業,
ゼンショーホールディングス,全農・キユーピー・エツグステーシヨン,宗教法人創価学会,ダイキンＨＶＡＣソリューション東京,ダイダン,太陽
化学,高崎森永,高梨乳業,タカノフーズ,ＷＤＢ エウレカ社,千葉みらい農業協同組合（ＪＡ千葉みらい）,東海澱粉,東機貿,東京中央農業協同組
合(ＪＡ東京中央),東京めいらく（スジャータ）,東京理化器械,東ハト,東邦システムサイエンス,東洋ビューティ,ナリコマフード,日研トータル
ソーシング,日新製糖,日清ヨーク,日本システムウエア（ＮＳＷ）,日本ハム,一般財団法人日本食品分析センター,日本総合住生活,日本ダスト,ハ
イビー,八海山,ＢＭＬフード・サイエンス,久光製薬,ピックルスコーポレーション,ファーストフーズ,ファンリード,船橋屋,プラネット,ポテト
デリカ,まいばすけっと,明星食品②,ミヨシグループ,武蔵野,明治安田システム・テクノロジー,森永乳業,矢崎総業,陽進堂,米久かがやき,公務員
（国土交通省,独立行政法人製品評価技術基盤機構②,福島県庁,印西市役所,牛久市役所）

【地域環境科学部】
＜森林総合科学科＞
アウトソーシングテクノロジー,アコーディア・ゴルフ,アジア航測,アルヒ,アルプスアグリキャリア,石井スポーツ,イビデングリーンテック,ウ
ェルズベルモニーグループ,ウッディーコイケ,ウッドワン,ＳＭＢ建材,江間忠ホールディングス,大須賀,雄勝広域森林組合,オギノ,カインズ,鹿
島道路,環境未来,木下の介護（木下グループ）,岐阜県森林組合連合会,キャッツ,共栄セキュリティーサービス,共和化工,キリンホールディング

ス,ケミカルグラウト,コアネットインタナショナル,コシイプレザービング,後藤木材,シーデーピージャパン,ＪＫホールディングス,j.union,シ
ステナ,シモジマ,昭立造園,昭和西川,須賀工業,杉本林業,住友林業フォレストサービス,西友,積水ハウス,丹野設備工業所,地域環境計画,社団法
人千葉衛生福祉協会 千葉診療所,中部土木,テクニカル・ジィ,東海旅客鉄道（ＪＲ東海）,東京クリアセンター,東京水道,公益財団法人東京都環
境公社,東京都森林組合,トリニティ,中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京,日研コンサル,日健総本社,日研トータルソーシング,日特建設,日
本通運,日本道路,日本ノッズル精機,ニトリホールディングス,日本ガス開発,日本交通,日本表面化学,ねむの木動物病院,ノダ,パナソニックホー
ムズ,BUB,日比谷アメニス,藤丸建設 ,フラワーオークションジャパン,Maimia,前田建設工業,丸山製作所,ヤシマ工業,山一興産,雪国まいたけ,ユ
ニアデックス,リグノマテリア,ロック・フィールド,自営,教員（東京都教育委員会）,公務員（環境省,国土交通省,林野庁➂,神奈川県庁,警視庁,
千葉県庁,新潟県庁,福島県庁,山梨県庁,船橋市消防局,横浜市役所）

＜生産環境工学科＞
愛しとーと,アイレット,荒井商事,ＡＬＳＯＫ介護,アルテニカ,ANLOOP,ＥＴＳホールディングス,イオンリテール,ＩＤＯＭ,エスビック,ＮＥＣ
フィールディング,エヌ・イー・ティ,ＮＴＣコンサルタンツ,エム・シーネットワークスジャパン,大林道路,カイカイキキ,KickOff,クリエイトエ
ス・ディー,クリタス,クレアビジョン,京王建設,鴻池組,こまちソフトウェア,埼玉県農業共済組合,サムシングホールディングス,サラダクラ
ブ,C-clamp,システムクエスト,ジャスコエンジニアリング,翔栄,スガノ農機,スターティア,世紀東急工業②,センコー商事,全国農業協同組合連
合会（ＪＡ全農）,全農パールライス,大気社,大成建設②,ダイナテック,タイヘイ,高砂熱学工業,髙山,竹中土木②,テクニカル・ジィ,テクノプロ
テクノプロ・デザイン社,デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム,鉄建建設,東京設計事務所,東京パワーテクノロジー②,東鉄工業,西松建
設,日特建設②,ＮＩＰＰＯ➂,日本道路➄,日本国土開発,農中情報システム,パシフィックコンサルタンツ,日立社会情報サービス②,日立ソリュ
ーションズ・クリエイト,日立プラントサービス,富士ソフト,フジヤマ,前田道路②,独立行政法人水資源機構,ミュゼプラチナム,ＵＴエイム,教員
（群馬県教育委員会,千葉県教育委員会,浜松市立入野中学校,宮城県教育委員会）,公務員（経済産業省,国土交通省②,愛知県庁,秋田県庁,茨城県
庁,神奈川県庁➂,岐阜県庁,埼玉県庁,千葉県庁,東京都庁,新潟県庁,福岡県庁,福島県庁,上尾市消防本部,川口市役所,川崎市役所,熊谷市役所,甲
州市役所,杉並区役所,福生市役所,米原市役所,横浜市役所②）

＜造園科学科＞
アイ・ユニットコーポレーション,アルファテック,Ｅストアー,生駒植木,石井造園,石勝エクステリア②,稲治造園工務所,イビデングリーンテッ
ク②,岩城,植島植木,植藤造園,内山緑地建設,ＡＪＥＸ,映像センター,エステム建築事務所,ＮＲＩシステムテクノ,エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット,鹿児島相互信用金庫,加勢造園,かたばみ興業,カネコ種苗,川崎みらい緑化,北本グリーンセンター,京樽,グリーンアンドアーツ④,グリー
ンワイズ,ケリングジャパン,小杉造園,作庭志稲田,サントリーロジスティクス,サンベルクス,ＣＳＳ技術開発,ジョンソンコントロールズ,鈴与
建設,スピードリンクジャパン,住友林業緑化②,西武信用金庫,西武造園➄,相合家具製作所,大成ロテック,大日本土木,ダイレックス,高崎松風園,
医療法人滝田会 丸山荘病院,中央開発,東京水道②,東京鋪装工業②,東光園緑化,東鉄工業②,ＴＯＴＯアクアエンジ,戸田芳樹風景計画,トップ
ファーム,富山興業,トレッタキャッツ,ナテックス,日特建設,ネクスコ・エンジニアリング新潟,根本造園,箱根植木,阪神園芸,東日本総合計画,一
ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団,日比谷アメニス②,ヒマラヤ,福田造園土木,プラネット,前田道路,武蔵野種苗園,メデイ,柳島寿々喜園,山本
建設,ＵＲリンケージ,ユキオー,ユニバーサル園芸社,ヨコソー,公益財団法人横浜市緑の協会,ランドフローラ,緑演舎,自営②,公務員（国土交通
省,埼玉県庁,大田区役所,鎌倉市役所,亀岡市役所,川口市役所,神戸市役所,千葉市役所②,八千代市役所）

＜地域創成科学科＞
ＩＨＩインフラ建設,アジア航測➂,アズパートナーズ,アットホーム,飯田産業,イビデングリーンテック,ＡＧＳ,エスプール,エバークリーン,環
境プロデュース,共同通信テクノスタッツ,グリーンデイズ,グリーン長野農業協同組合（ＪＡグリーン長野）,グリーンハウス,コスモス薬品,ＧＭ
Ｋ,首都高メンテナンス神奈川,湘南農業協同組合（JA 湘南）,スガノ農機,生活協同組合コープみらい,西武造園,生物科学研究所,大輝,中部測量,
ＤＹＭ,寺岡精工,東京パワーテクノロジー,トゥモローランド,冨田農園,なかはた農園,ナラサキ産業,西日本高速道路エンジニアリング中国,西
原ネオ,ニチモウ,日特建設②,日本道路,日本総合住生活,ネクストエナジー・アンド・リソース,箱根植木,東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）,ファー
ムあめりぃ,福栄肥料,Blue star,フルハウス,プロテックエンジニアリング,星野リゾート・マネジメント,マーキュリー,独立行政法人水資源機構,
三井共同建設コンサルタント,宮本工業所,Ｍｏｄｉｓ,矢代ボクシングフィットネスクラブ,山口組,ヤンマーアグリジャパン,生活協同組合ユー
コープ②,ライクケア,渡辺組,教員（栃木県立小山北桜高等学校,長野県教育委員会）,公務員（気象庁,厚生労働省,国土交通省②,東京国税局,茨
城県庁,神奈川県庁,警視庁,埼玉県庁,千葉県庁,富山県庁,岡山市役所,葛飾区立中央図書館,川崎市役所,相模原市役所,前橋市役所,水上村役場）

【国際食料情報学部】

＜国際農業開発学科＞
アークランドサカモト,アグリゲート,アグロカネショウ,アルペン,イオンリテール,伊豆太陽農業協同組合（ＪＡ伊豆太陽）,伊東園ホテルズ,伊
藤ハム,イノベイションオブメディカルサービス,茨城トヨタ自動車,イビソク,ウィルオブ・ワーク,エプソン販売,農業生産法人大嶺ファーム,オ
スミックアグリ千葉,片倉コープアグリ,カメガヤ,カルビー,関西,木野物産,キユーピータマゴ,共和化工②,グリーンアンドアーツ,農業生産法人
グリンリーフ,コメリ,コンピュータ技研②,さかうえ,佐川急便,三幸食品,サンベルクスホールディングス,ＪＡ全農たまご,ＪＡ東日本くみあい
飼料,島田掛川信用金庫,シンジェンタジャパン,スリースター,生活クラブ生活協同組合,ゼニアス,全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）,
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,ソニービズネットワークス,タカキベーカリー,地域おこし協力隊,テラル,デリカフーズ②,テリロジー,東
京スバル,東京青果,東京多摩青果,東邦化学工業,東和実業,トーイン,土木管理総合試験所,Tregion,長野八ヶ岳農業協同組合（ＪＡ長野八ヶ岳）,
日研トータルソーシング,日清医療食品,公益財団法人日本相撲協会,日本たばこ産業（ＪＴ）,一般社団法人農山漁村文化協会,野村ビジネスサー
ビス,ビッグモーター（ビッグモーターグループ）②,平山製作所,ファーマインド,フォーラムエイト,プレイス＆アビリティ,プログレス・テクノ
ロジーズ,ベネッセスタイルケア,ベルク,ベンチャーウイスキー,星野リゾートグループ,前田牧場,松孝,マネジメント・シェルパ・クリエイト,マ
ルマテクニカ,道の駅根占,三ヶ日町農業協同組合,緑川化成工業,Ｍｏｄｉｓ,ヤンマーアグリジャパン,ユーシーシーフードサービスシステムズ,
ユニオン,ユニバーサル園芸社,横山食品,ライクス,リエイ,利久,良品計画,臨海,自営,教員（秋田県教育委員会,京都府教育委員会,千葉県教育委
員会,長野県教育委員会,福島県教育委員会,山口県立田部高等学校,山梨県立農林高等学校）,公務員（皇宮警察本部,群馬県庁,兵庫県庁,山形県庁）

＜食料環境経済学科＞
アーキビルド,アイ・エス・エス,旭化成リフォーム,アベルコ②,イー・ギャランティ②,EY 税理士法人,イオンリテール②,伊藤忠飼料,イノチオグ
ループ,茨城ヨコハマタイヤ販売,いるま野農業協同組合（ＪＡいるま野）,イワタ,インテックソリューションパワー,ウィルオブ・ワーク,A.Z.R,
エクストリンク,エス・ビー・エス,エスフーズ,ＮＳホールディングス,ＮＸキャリアロード,エフピコ,エムアイフードスタイル,エルトラスト,大
阪ガス,大田花き,小田急ビルサービス,オリエンタル酵母工業,カナカン,カネコ種苗,カラフルカンパニー,カワチ薬品,関東マツダ,甘楽富岡農業
協同組合,木村,協同乳業,京都中央信用金庫,クスリのアオキ,クミアイ化学工業,群馬銀行,ケイアイスター不動産,京葉瓦斯,ケーホス,合同酒精,
ＫＯＹＯ証券,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,コスメテックスローランド,コダマコーポレーション,小松マテーレ,コメリ②,コン
フェックス,サイゼリヤ,埼玉縣信用金庫,埼玉ひびきの農業協同組合,サイトー,サカタのタネ②,さがみ農業協同組合（JA さがみ）②,サンデン・
リテールシステム,サンベルクス,サンベルクスホールディングス,シー・エス・エス,ＪＡ全農ミートフーズ,ＪＳＯＬ,島津理化,ジューテックホ
ールディングス,十八親和銀行,寿がきや食品,杉山製作所,住友化学,生活協同組合コープみらい,生活協同組合パルシステム埼玉,成城石井➂,セ
ブン－イレブン・ジャパン,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,ゼンショーホールディングス,全日本食品,全農パールライス②,タイガー魔
法瓶,ダイショー,タカキベーカリー,高崎市農業協同組合（ＪＡたかさき）,田辺薬品,Cheese Entertainment,ディーエムエス,ＤＹＭ,デイジイ,
デリア食品,東海漬物,東急テックソリューションズ,東京システム開発,東京豊島青果,東京むさし農業協同組合（ＪＡ東京むさし）②,東ソー・ク
ォーツ,トヨタモビリティ東京,ナイス,なとり,成田デンタル,新潟県農協電算センター,日本アクセス,日本コムシス,日本酒類販売,日本ユニシス,
ネクス・ソリューションズ,next one,ネッツトヨタ群馬,パーソルキャリア②,晴れの国岡山農業協同組合,東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）②,ヒガ
シマル醤油,ファーマインド,ファミリー物産,ファンケル,福留ハム,富国生命保険,フジコー,富士通フロンテック,富士フイルムメディカル,ＦＲ
ＥＥＤｉＶＥ,プレコヴィユニット,プレコフーズ,プレミアムキッチン,ベルク,ヘルスベイシス,穂海農耕,ホーク・ワン,ホクチク,マルエツ,丸和
通運,みずほ銀行,三菱食品②,むらせ,明治屋,モスフードサービス,桃屋,ヤオコー,大和インフィリンク,山梨交通,横浜冷凍,米久,ラーニングエ
ージェンシー,ラコステジャパン,ラディックス,ルーシー,ローソン,六甲バター,ロピア,自営,教員（和歌山県立紀北農芸高等学校）,公務員（経
済産業省,農林水産省,防衛省 海上自衛隊,秋田県庁,警視庁,福島県警察本部,我孫子市役所,小千谷市消防本部,富士宮市役所,本庄市役所,蕨市
役所）

＜国際バイオビジネス学科＞
アイエックス・ナレッジ,アイディホーム,秋田比内や,ACROVE,アンリミテッド,イカリ消毒,ヰセキ関東甲信越,一正蒲鉾,伊藤ハム,エスフーズ,Ｎ
ＥＣネッツエスアイ,NTT データルウィーブ,ＮＴＴデータＣＣＳ②,オオゼキ,岡山市農業協同組合（ＪＡ岡山）,オン・ザ・プラネット,加藤産業,
神奈川スバル,川口信用金庫,キーコーヒー,キヤノンＩＴソリューションズ,キューブシステム,ギンビス,ＧＲＡＳグループ,クロスキャット,ケ
イアイスター不動産,高速,コスモス薬品,コメリ,コンテンツブレイン,埼玉中央農業協同組合（ＪＡ埼玉中央）,サミット②,サンエスコーポレー
ション,サンエツ,三協立山,社会福祉法人三幸福祉会,サンユー,三洋食品,シー・アイ・シー,ＣＴＣテクノロジー,ＪＫホールディングス,しのの
め信用金庫,社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所,ジャパンフード（ニッポンハムグループ）,シンプレクス,すかいらーくホールディング
ス,西華産業,生活協同組合コープやまぐち,セブン－イレブン・ジャパン②,セラク,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,ゼンショーホールデ

ィングス,全農パールライス,ダイショー,高見澤,千葉薬品,つくば市谷田部農業協同組合,筑波乳業,つなひろワールド,ＴＩＳ,ＴＤＫ,ディップ,
ＤＴＳ,テクバン,デルミド,東京かねふく,東京シティ青果,東京食肉市場,東京地下鉄（東京メトロ）,学校法人東京農業大学,東芝テック,鳥取県
農業共済組合,とぴあ浜松農業協同組合（ＪＡとぴあ浜松）,トライトグループ,日本アクティ・システムズ,日本貨物鉄道（ＪＲ貨物）,学校法人日
本体育大学 日本体育大学,日本生活協同組合連合会,日本農業新聞,独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）,日本マタイ,パーソルテンプス
タッフ,八十二銀行,パリミキ,パル,フジパングループ本社,船昌,プリマシステム開発,プロサッカー選手②,ベネッセスタイルケア,ポタジェガー
デン,マキヤ,松山,丸西産業,三菱食品,明光電子,明和地所②,山崎製パン➃,山星屋,ＵＣＣ上島珈琲,ＵＴグループ,ユニマットリック,横河レン
タ・リース,よこすか葉山農業協同組合（JA よこすか葉山）,リジョイスカンパニー,リボルブ・シス,ロック・フィールド,自営⑥,教員（学校法人
沼津学園 桐陽高等学校）,公務員（防衛省 海上自衛隊,防衛省 陸上自衛隊,警視庁,埼玉県庁,宇都宮市役所,羽村市役所）

＜国際食農科学科＞
アウトソーシングテクノロジー,青木商店,イーサポートリンク,ｅＢＡＳＥ,イオンフードサプライ,イオンプロダクトファイナンス,伊藤園,いな
げや,ウェブスター,エース,エーデルワイス,オーケー②,大里綜合管理,大島椿本舗,カカクコム,カクイチ,カタヤマ,キーコーヒー②,きちりホー
ルディングス,キャピタル,九建設計,キユーピー,餃子計画,銀座コージーコーナー,GLUG,栗原園,ケーピーエス,小岩井乳業,国土緑化,コンテンツ
３,サウンズグッド,SANTACALA,三和②,ジューテックホールディングス,旬菜デリ,正栄食品工業,スズキ自販埼玉,スタッフサービス,スリーエス
リンク,セラク,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,全農パールライス,創味食品,大松,大和観光自動車,髙山,タキイ種苗,たくみの里,ＴＡＧ－
１,ダブルエー,司食品工業,ＴＴＣ②,手紙社,デリア食品,デリカフーズ,東京ガスネットワーク,東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央),東京都農
林漁業団体健康保険組合,学校法人東京農業大学,東京むさし農業協同組合（ＪＡ東京むさし）,東邦銀行,栃本天海堂,トナミ運輸,ナリコマエンタ
ープライズ,西日本シティ銀行,ニッポ電工,日本ハムシステムソリューションズ,日本ピュアフード,一般財団法人日本モーターボート競走会,星
野リゾートグループ,マルイ,三菱食品,むらせ,明治屋,ヤオコー,ヤタロー,ヤマエ久野,山崎製パン,夢みなみ農業協同組合（ＪＡ夢みなみ）,横浜
農業協同組合（ＪＡ横浜）,ロック・フィールド②,ワタミ,自営②,教員（千葉県教育委員会,山梨県教育委員会）,公務員（さいたま市役所,飯能市
役所,丸亀市役所）

【生産産業学部】
＜北方圏農学科＞
アークランドサカモト,アイアグリ,青山商事,あきんどスシロー,アゴラ造園,市原市農業協同組合（ＪＡ市原市）,伊藤園,いながきレディースク
リニック,ヴェルジェ,エー・シー・トランスポート,オホーツク網走農業協同組合（ＪＡオホーツク網走）,角上魚類ホールディングス,金光味噌,
医療法人社団生新会 木場公園クリニック,清里町農業協同組合,ゲンキー,コクサク,コジマ,コメリ,特定非営利活動法人サロベツ・エコ・ネット
ワーク②,医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院,サンベルクスホールディングス,庄内食肉公社,しれとこ斜里農業協同組合,白ハト食品工業,
関彰商事（セキショウグループ）,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,ゼンショーホールディングス,ソマウッド,谷口ファーム,TEN Green Factory,
天竜森林組合,医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院,トミーランド,長野県森林組合連合会,中野ファーム,日神管財,日本ニューホランド,ネッツト
ヨタ帯広,白山農業協同組合（ＪＡ白山）, 花の店 花時計,兵庫西農業協同組合（ＪＡ兵庫西）,プレグリップエナジー,星野リゾート・マネジメ
ント,地方独立行政法人北海道立総合研究機構,北海道旅客鉄道（ＪＲ北海道）,北光興産,農事組合法人ほのか,ポモナファーム,前田農産食品,マ
ルシメおぬき,丸善,瑞穂農場,リーフ,リロバケーションズ,渡辺食品,自営④,教員（岐阜県教育委員会,北海道教育委員会）,公務員（防衛省 航
空自衛隊,防衛省自衛隊,防衛省 陸上自衛隊②,千葉県警察本部,千葉県庁,北海道庁,相模原市消防局,美深町役場）

＜海洋水産学科＞
アイエックス・ナレッジ,アウトソーシングテクノロジー,青木フルーツホールディングス,アグリミライズ,アドバンテック,一番食品,岩井コスモ
証券,ウイン・コンサル,内海産業,うみたび,江尻潜水工業,ＳＴＩフードホールディングス②,エスビック,エヌ・アイ・シー,オホーツク網走農業
協同組合（ＪＡオホーツク網走）,角上魚類ホールディングス, カネサ漁業,北一食品,清里町農業協同組合,群馬鶏卵,検査開発,小清水町農業協同
組合（JA こしみず）②,コメリ,さがみ農業協同組合（JA さがみ）,サミット,サンエー緑化,JF ウトロ漁業協同組合,一般財団法人静岡県生活科学
検査センター,渋谷潜水工業,生活協同組合コープぎふ,全国酪農業協同組合連合会,総合食品エスイー,高崎クエイル,ちよだ鮨,Dirbato,東京ガス
ファシリティサービス,東都水産,豊頃町農業協同組合,日本甜菜製糖,日本海洋生物研究所,日本基礎技術,一般社団法人根室管内さけ・ます増殖事
業協会,ビーマップ,別海漁業協同組合②,ホクレン農業協同組合連合会,北海道漁業協同組合連合会,北海道日紅,前田牧場,丸勘山形青果市場,三
国屋建設,盛岡水産,森実運輸, ワールドスポーツ,自営,教員（北海道教育委員会）,公務員（防衛省 航空自衛隊,北海道警察本部）

＜食香粧化学科＞

Ｉ－ｎｅ,赤城乳業,イオンリテール,イカリ消毒,彩資生,ウォーターウィッシュ,エージーエーコーポレーション,エスエーフーズ,ｎｍｓエンジ
ニアリング,ＮＴＴデータアイ,エフティグループ,エムケーチーズ,エンライズコーポレーション,太堀,片倉コープアグリ,上伊那農業協同組合
（ＪＡ上伊那）,きたそらち農業協同組合（ＪＡきたそらち）,木村石鹸工業,キユーピー,クーネルワーク,グッドコムアセット,グラセル,グロー
バル・サイバーネット・システム,ケーオーデンタル,堅展実業,コーケンフード＆フレーバー,コスモス薬品,コメダ,剤盛堂薬品,サングリン太陽
園,医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック,新進,医療法人社団相生会グループ スマートリンク,スリーエステック,全国農業協同
組合連合会（ＪＡ全農）,タウンズ,一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター,ＴＢＣグループ,テンポスホールディングス,日本アルコール販売,
日本コルマー,日本丸天醤油,ノベルズデーリィーファーム,八海醸造,パナソニックテクノサービス,濱田酒造,プレミアムウォーター,マルテ小林
商店,三谷バルブ,三井金属エンジニアリング,南商事,医療社団法人両角レディースクリニック,山星屋,夢みなみ農業協同組合（ＪＡ夢みなみ）,
横浜森永乳業,よしひろウィメンズクリニック,ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ,ロバパン,ワムケアサービス,自営,教員（埼玉県教育委員
会）

＜自然資源経営学科＞
アーネストワン,秋田県能代地区土地改良区,アグロカネショウ,阿部農機,イズミ（ゆめタウン・ゆめマート）,茨城県大同青果,岩田地崎建設,Ｎ
Ｈジャパンフード②,エヌ・エス・ケイ,エム・エス・ケー農業機械,遠州夢咲農業協同組合（ＪＡ遠州夢咲）,カナフレックスコーポレーション,カ
ネカ食品②,きたみらい農業協同組合,熊本市農業協同組合,グリーンデイズ,ケイセイ,コーナン商事,国分フードクリエイト,サラダクラブ,三幸
グループ（学校法人三幸学園・日本教育クリエイト）, JA エネルギー埼玉,四国旅客鉄道（ＪＲ四国）,首都圏ＷＭＳ,鈴生②,スタッフサービス,
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,たいせつ,大東建託パートナーズ,東京シティ青果,東京多摩青果,富山中央青果,西日本電信電話（ＮＴＴ西
日本）,日本キャタピラーグループ,日本トレッキング,能取湖荘,ノベルズ➂,はなまる,ハローデイ,First Drop,ファーマインド,フォーバル,医療
法人社団 爽緑会 ふたば在宅クリニック,北海道漁業協同組合連合会,北海道農業共済組合連合会,マイファーム,マルコ小林産業,丸促,瑞穂農
場,みなみ魚沼農業協同組合, 山梅,山形ミートランド,山梨さえき,ヤンマーアグリジャパン,湧別漁業協同組合,自営②,公務員（環境省,広島県警
察本部）

＜生物生産学科＞
アルプスアグリキャリア,けーあいファーム,サンデー

＜アクアバイオ学科＞
公益財団法人北海道農業公社,丸サチ松永水産,明豊,土屋工業,横浜魚類

＜地域産業経営学科＞
いばらきコープ生活協同組合,合通,リジョイスカンパニー

