2020 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＞
ＩＳＯ総合研究所,秋本食品,アクアス,アクアフローラ,アグリ＆ケア,アグリコミュニケーションズ,アグリテクノ,朝霧ハイランド,浅田商事,味の素冷凍食品,厚木瓦斯,アドバンテック,アピ,アルファテックス,アンダーツリー,
イーサポートリンク,イオンリテール,イカリ消毒,ヰセキ関東甲信越,市の瀬牧場,市原山口動物病院,茨城県農業協同組合中央会(ＪＡ茨城県中央会),イワイ,岩井機械工業,岩間造園,WithGreen,ウォーターエージェンシー,エコス,
エスエスケイフーズ,エスプールプラス,榎本,ＭＳＫ,大田花き,オカモト,小国製麺,小野田化学工業②,カインズ,花王ロジスティクス,片倉コープアグリ,カンセキ,神田農園いちご屋,君津市農業協同組合,Q'sfix,クリエイト・エス
ディー,グリコマニュファクチャリングジャパン北本工場,幻冬舎メディアコンサルティング,コーンズ・エージー,コジマ コジマ動物病院,小橋農園,コメリ➄,コンサルティング・エムアンドエス,埼玉原種育成会,埼玉県立総合教
育センター江南市所,サカタのタネ②,さがみ農業協同組合（JA さがみ）②,サンジェルマン,サンベルクス,シー・アイ・シー,シーアイマテックス,ジェーピーエス製薬,敷島製パン,一般財団法人静岡県生活科学検査センター,島根
県農業協同組合,昭立造園,叙々苑,新宿高野,スーパーアルプス,世界鷹小山本家酒造,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）➃,セントラル・フルーツ②,ダイイチ,竹内園芸,ＴＩＣメンテナンス,テンアップファーム,東亜非破壊検
査,東一川崎中央青果,東果大阪,東京シティ青果②,東京青果③,東京ソイルリサーチ,東京多摩青果③,東和銀行,豊島屋,ドトールコーヒー,土木管理総合試験所,ナップス,日東エフシー,日本アクセス,日本通運,日本ホワイトファ
ーム,日本アルコール産業,日本農業新聞,ノベルズ,ハクサンインターナショナル,秦野市農業協同組合（ＪＡはだの）,BG パートナーズ,日比谷花壇,富士宮農業協同組合,フジパングループ本社,フレシード③,プレミアムウォータ
ー,ベイシア,ベルグアース,ボイス,ホームインプルーブメントひろせ,北越農事,北興化学工業,ホクト,北陸近畿クボタ,ホクレン農業協同組合連合会,マーコ,マザアス,丸杉,マルタ②,マルテ小林商店,みづほ郡山ライスセンター,
ミツハシ②,水戸工業,宮崎県経済農業協同組合連合会,宮田,ヤマザキ,ヤマザキビスケット,やまびこ,ヤンマーアグリジャパン,ユー・アイ・エス,ユニバーサル園芸社,夢みなみ農業協同組合（ＪＡ夢みなみ）,横浜農業協同組合（Ｊ
Ａ横浜）,横浜丸中青果,吉成種苗,社会福祉法人ルプリ,ローズコーポレーション,ロック・フィールド,渡辺パイプ,ワンダーテーブル,自営⑬,教員（愛知県立 稲沢高等学校,神奈川県教育委員会,熊本県教育委員会,学校法人ＫＴ
Ｃ学園 屋久島おおぞら高等学校,静岡県教育委員会,福島県教育委員会）,公務員（海上保安庁,農林水産省,茨城県庁,埼玉県庁,千葉県庁,栃木県庁,福島県庁,北海道庁,宮城県庁,青梅市役所,千代田区役所,港区役所）

＜畜産科＞
愛鶏園,公益財団法人アイメイト協会,アキタフーズ➃,味の素冷凍食品,渥美牛群管理サービス,イオンリテール,イマジネーションズ,いるま野農業協同組合,イワイ,インターファーム,魚喜,宇畑牧場,エス・エム・シー,ＳＢテクノ
ロジー,ＭＰアグロ,オーエムツーミート,オーケー,オオゼキ②,小野田化学工業,カトープレジャーグループ,医療法人社団生新会 木場公園クリニック,共立製薬,極東証券,グランドワンファーム,クリエイトエス・ディー,群馬県
食肉卸売市場,小岩井農牧,コーケンフード＆フレーバー,越川ファーム,五の橋レディスクリニック,ＪＡ全農ミートフーズ,敷島製パン③,システナ,シダックス,ジャパンファーム,獣医医療開発,十文字チキンカンパニー,商工組合
中央金庫,湘南技術センター,乗馬クラブクレイン,真栄測量,シン建工業,新日本科学②,生活協同組合コープみらい,一般社団法人全国肉用牛振興基金協会,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,全国酪農業協同組合連合会③,全農・
キユーピー・エツグステーシヨン,双日食料,第一屋製パン,畜産技術センター,ちば東葛農業協同組合（ＪＡちば東葛）,チャーム,中央製乳,つくば市農業協同組合（ＪＡつくば）,一般社団法人津野山畜産公社,ディーエイチシー,
ティーコム,寺島牧場,東洋ワークセキュリティ,ドコモ・サポート,鳥取いなば農業協同組合,トップファーム,鳥山牧場,ドンク,ニチバン,日本曹達,日本ピュアフード②,日本ホワイトファーム,公益社団法人日本食肉格付協会②,ネ
オシステム,社会福祉法人練馬区社会福祉事業団,独立行政法人農畜産業振興機構,特定非営利活動法人はぁもにぃ,八葉水産,浜中町酪農ヘルパー組合,林牧場,晴れの国岡山農業協同組合,ビー・アンド・ディー,東日本旅客鉄道（Ｊ
Ｒ東日本）,ビッグフィールド,ビバホーム,日山,フィード・ワン②,プライフーズ②,プリマハム,ベイシア,房総ファーム,保健科学研究所,財団法人マイコトキシン検査協会,マインズ農業協同組合（ＪＡマインズ）,マックスバリ
ュ東海,ミート・コンパニオン,瑞穂農場➃,みやけ食品,武蔵野,明治屋産業,森永乳業,山崎製パン,ヤンマーアグリジャパン②,雪印こどもの国牧場,雪印メグミルク,横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）,米久,渡辺パイプ,自営➄,教員
（岐阜県教育委員会,熊本県教育委員会,東京都教育委員会,兵庫県教育委員会,山梨県教育委員会）,公務員（厚生労働省,東京国税局,農林水産省,大分県庁,東京都庁,長野県庁,福井県庁）

＜バイオセラピー学科＞
アース環境サービス,アイズテクノロジー,アイペット損害保険②,アインファーマシーズ,アインホールディングス,アウトソーシングテクノロジー,アキタフーズ,アグリ＆ケア,ASTRANS,アニコム損害保険,アルス,アルビオン,イ
オンペット,社会福祉法人いわみ福祉会,ヴァイタル・インフォメーション,エコス,エッジ・インターナショナル,圓陣,オオイテック,大原牧場,大宮中央青果市場,岡谷エレクトロニクス,カインズ,ガレージ,関空ペット,キャン,共
立ホールディングス,金融情報サービス,グランツリー武蔵小杉,京王ウェルシィステージ,ゲイン,御殿場農業協同組合,コムチュア,コモディイイダ,サイゼリヤ,相模電創,さがみ農業協同組合（JA さがみ）,サクセス観光 ノースサ
ファリサッポロ,三共消毒,ジェイエイライフ千葉,JEC インターナショナル,システム設計事務所,島忠,ジャペル,城南信用金庫,乗馬クラブエルミオーレ,ショクリュー,スターゼン,隅田冷凍工業,セラフ榎本②,セレサ川崎農業協同
組合（ＪＡセレサ川崎）②,ダイレックス,タカチホ,ツルハ,ＤＳファーマアニマルヘルス,ＤＦＥ,テーブルマーク,東京あおば農業協同組合（ＪＡ東京あおば）,東京青果,東都,東武ビルマネジメント,徳寿工業,栃本天海堂,ドン・
キホーテ,なかじま動物病院,南駿農業協同組合,にしけい②,ニチイケアパレス,ニチモウ,日研トータルソーシング,日本クッカリー ,日本全薬工業,ニホンターフメンテナンス,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,
バイオフィリア,はま寿司,日比谷花壇,ファミリー庭園,フェレットワールドみなとみらい店,福山ホースクラブ,ブレーンバンク,ベネッセスタイルケア➃,三ツ輪産業,メガネトップ,モスフードサービス,山口獣医科病院,夢真,ラ
イオン菓子,臨海,ロクシタングループ,ロピア②,渡辺パイプ,自営,教員（学校法人翔英学園 米子北高等学校）,公務員（神奈川県庁,警視庁,厚木市役所②,甲斐市役所,秦野市役所）

【応用生物科学部】
＜バイオサイエンス学科＞
オークネット,オオツメディカル,オプティム,ニチモウ,日本ハム冷凍食品

＜生物応用化学科＞
アース環境サービス,アールディーシー,秋本食品,安曇野食品工房,ＡｄｖａｎＣＥ Ｊａｐａｎ,アドバンテック②,荒井商事,イカリ消毒②,市進,伊那食品工業,インフォテック・サービス,栄研化学,ＡＧＣプライブリコ,エーザ
イ,ＭＸモバイリング,オハヨー乳業,関東日本フード,紀ノ國屋,キユーピー,キユーピー醸造,清田工業,クラシエ製薬②,コーナン商事,小久保製氷冷蔵,相模フレッシュ,参天製薬,サントリービバレッジサービス,サンフレッセ,Ｊ
Ａ全農たまご,ジェイ・クリエイション,シジシージャパン,シュクレイ,ジョイアス・フーズ,スイフトコミュニケーションズ,住商アグリビジネス,スリーエス,積水メディカル,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,全農ビジネスサポート,ダイセキ,タカミヤ,千葉みらい農業協同組合（ＪＡ千葉みらい）,中央システム,チョコレートデザイン,帝人ヘルスケア,データプロセス,東海漬物,東京スマイル農業協同組合（ＪＡ東京
スマイル）,東京豊島青果,東京みどり農業協同組合,東ハト,東洋水産,中原,ナリコマグループ,ナリコマフード②,ニコンシステム,ニチレイフーズ,日清丸紅飼料,ニッセイコム,ニッセーデリカ,日本ハム,一般財団法人日本食品分
析センター,八州,林原,光アルファクス,ファーマインド,フォーカスシステムズ,ふかや農業協同組合,富士通Ｊａｐａｎソリューションズ東京,富士平工業,フジフーズ,船橋屋,プライムデリカ,プロラボホールディングス,保健科
学研究所,ミスターマックス・ホールディングス,Ｍｉｚｋａｎ J ｐｌｕｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ,ミツハシ,武蔵野,メディセオ,ヤマキ,山崎製パン③,横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）②,Ｌｉｖｅ Ｓｙｍｐａｔｈｙ,理研香料ホー
ルディングス,りゅうせき,ルミカ,レイス,渡辺オイスター研究所,自営,教員（千葉県教育委員会,長野県更級農業高等学校,横浜市立城郷中学校）,公務員（市川市役所）

＜醸造科学科＞
アース環境サービス②,アクト,旭酒造,味の浜藤,安曇野食品工房,阿部興業,イーサポートリンク,伊藤ハム,ＩＤＯＭ,ヴィルゴビール③,エクサ,ＳＴＩフードホールディングス,ヱスビー食品,ＮＨＫテクノロジーズ,エヌエス環境,
エノテカ,榎本,エフ・エム,FCE holdings,ＦＰサービス,エレファントストーン,オージーフーズ,農業生産法人 奥利根自然菜園,オリエンタル酵母工業,一般財団法人カケンテストセンター,カジノヤ,かどや製油,神奈川県市町村
職員共済組合,カネカサンスパイス②,軽井沢蒸留酒製造,河合塾進学研究社,環境総合研究所,キッコーマン食品,キユーピー醸造,キユーピータマゴ②,麒麟麦酒,キリンホールディングス②,キング醸造,クボタ化水,窪田味噌醤油,
クラシエフーズ,江東微生物研究所,公立学校共済組合,コーケンフード＆フレーバー,ココ・ファーム・ワイナリー,コメリ,五洋食品産業,一般社団法人埼玉県環境検査研究協会,サミット,三機工業,三和酒類,シーボン,JR 東日本ク
ロスステーション,ＧＥＮＯＶＡ,柴沼醤油醸造,鈴木酒造店長井蔵,Ｓｐｅｅｅ,聖徳銘醸,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,仙台味噌醤油,タイヘイ,タカノフーズ,東京青果,東京フード,東京めい
らく（スジャータ）,東新システム,東レ・メディカル,ドール,内藤環境管理,中西製作所,南部美人,ニチバン,日東ベスト,日本デイリーネット,日本放送協会（ＮＨＫ）,日本海水,一般財団法人日本食品分析センター,一般社団法人
日本農林規格協会,人形町今半,ハイモ,長谷川香料,ＢＭＬフード・サイエンス,東日本フード,ひかり味噌,ひぐち歯科医院,平山製作所,ファミリーマート,富士ソフト,不二家,ブルー・バイオマスフューエル,プロラボホールディン
グス,ベルク,方正,ホーチキ,本田商店,マルコメ,丸善,丸藤,みすずコーポレーション,みたけ食品工業,三越伊勢丹,三菱化工機アドバンス,三菱商事ライフサイエンス,三菱食品,三ツ和,南アルプスワインアンドビバレッジ,ムソー,
守山乳業,ヤッホーブルーイング,山崎製パン,やまむらや,ＵＣＣ上島珈琲,ユナイテッド&コレクティブ,ヨコオデイリーフーズ,ルミエール,ワークスアプリケーションズ,自営②,教員（山梨県教育委員会）,公務員（東京消防庁,さ
いたま市役所,大和市役所,横浜市役所）

＜食品安全健康学科＞
アインホールディングス,アウトソーシングテクノロジー,アサヒグループ食品,味の素冷凍食品,アルビオン,ｅｂｓ,井田コーポレーション,伊藤ハム,岩塚製菓,ヴィックスコミュニケーションズ,エー・アール・シー,エーザイ,Ａ
Ｐパートナーズ,エームサービス,エス・アイ・エス,大木,オクトエル,オリエンタル酵母工業,オリジン東秀,ガモウ,キユーピー醸造,崎陽軒,麒麟麦酒,ケンコーマヨネーズ,コスモス薬品,相模屋食料,サンデリカ,シーピー化成,Ｊ

Ａ全農たまご,ジェーピーエス製薬,敷島製パン,シジシージャパン,Ｓｈｉｎｅプロ,旬菜デリ,医療法人湘美会 湘南美容クリニック,叙々苑,白子,新生銀行,神明,生活協同組合パルシステム千葉,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全
農）,セントラルフーズ,創味食品,損保ジャパンパートナーズ,太平洋クラブ,タカキベーカリー,髙山,ＷＤＢ エウレカ社,チェスコ,中部飼料,デリア食品,デリカシェフ,東京多摩青果,東京めいらく（スジャータ）,常磐植物化学
研究所,友栄食品興業,トモズ,中村屋,日研トータルソーシング,日新化工,日清ヨーク,日東富士製粉,日本クッカリー,日本ピュアフード,日本システムテクノロジー,日本食研,日本赤十字社,日本ベストミート,にんべん,熱研プラ
ント工業,ハイデイ日高,ハウス食品,はま寿司,ＢＭＬフード・サイエンス,フードリンク,冨士森永乳業,農事組合法人船橋農産物供給センター,プライムデリカ,ブルドックソース,ベネッセコーポレーション,ほけんの窓口グルー
プ,北海道労働金庫,ホットマン,ホルス,丸大食品②,マルハニチロ,丸紅紙パルプ販売,三菱電機ＩＴソリューションズ,ミニストップ,武蔵野,明治屋,明治安田生命保険②,メフォス,メルヘン,桃屋,モランボン,森永乳業,山崎製パ
ン➃,ユニバーサル製缶,横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）,横浜油脂工業,米久②,ライズテック,ラキール,リコージャパン,和光,自営,公務員（厚生労働省,防衛省 航空自衛隊,警視庁,東京都庁,福岡県警察本部,足立区役所,杉並区
役所,世田谷区役所,中野区役所,浜松市役所,船橋市役所,三鷹市役所,目黒区役所,横浜市役所）

＜栄養科学科＞
アクアグローバルサポート,味の素,アスザックフーズ,Antway,いつ和,イントワークス,ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ,エームサービス⑧,ヱスビー食品,オレンジライフ,学研ココファン・ナーサリー,カネ美食品,キュー
ビック,社会福祉法人共生会 児童養護施設 江戸川つむぎの家,グラツィア,グランディック,クリアム＆カンパニー,グリーンヘルスケアサービス,クリエイトエス・ディー,ｇｌｏｂａｌ ｃｈｉｌｄ ｃａｒｅ,ｇｌｏｂａｌ
ｂｒｉｄｇｅ ＨＯＬＤＩＮＧＳ,公立学校共済組合 関東中央病院,ココカラファイン,国家公務員共済組合連合会 虎の門病院,コンパスグループ・ジャパン,学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学国際医療センター,学校法人三
幸学園,サンドラッグ,学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院,シノブフーズ,スターズ スターキッズ保育園,生活協同組合パルシステム東京,セブン＆アイ・フードシステムズ,創味食品,ダイショー 東京本社,タイヘ
イ,医療法人社団明法会高山歯科医院,社会福祉法人調布白雲福祉会,ツルハ②,ティー・ケー・ジー,テクノロジーOne,医療法人鉄蕉会 亀田総合病院,デリア食品,学校法人東海大学 東海大学医学部付属病院,ＴＯＫＹＯ ＫＯＳ
ＡＮ Ｉｎｃ．,トウ・ソリューションズ,十勝大福本舗 東京工場・営業所,トモズ,鳥居製缶,医療法人健清会 那珂記念クリニック,ナリコマエンタープライズ,日清医療食品,日本保育サービス（ＪＰホールディングスグループ）,
ニューアート・ヘルス＆ビューティー,俄,ノムラシステムコーポレーション,ハウス食品,ハガクレフード,はくばく,はま寿司,ピー・エス・コープ,ピーエスシー,ヒガシマル醤油,ピックルスコーポレーション,ＨＩＴＯＷＡキッズ
ライフ,富士産業,フジフーズ,フジマック,プライムデリカ,社会福祉法人フレンドこども園,ベストリハ,ポピンズ②,マリンフード,マルハニチロ物流,三菱食品,三穂デンタルクリニック,明治②,モード・プランニング・ジャパン,
物語コーポレーション,ヤオコー,柳屋本店,社会福祉法人大和会 特別養護老人ホーム愛生苑,ユーハイム,ユナイテッド&コレクティブ,ユニマットリタイアメント・コミュニティ,ライクアカデミー,ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ,ＬＥＯＣ⑩,ロック・フィールド②,公務員（防衛省 陸上自衛隊,東京都庁,川崎市役所,君津中央病院企業団,相模原市役所,町田市役所,横浜市役所,六戸町役場）

【生命科学部】
＜バイオサイエンス学科＞
アールピーエム,アウトソーシングテクノロジー,アクティオ,上尾中央医科グループ,アドバンテック,ＥＡファーマ,池下レディースクリニック吉祥寺,イトーヨーカ堂,茨城県国民健康保険団体連合会,オージス総研,関東日本フー
ド②,京セラＳＯＣ,キリンエンジニアリング,クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン,ＫＳＫ,湖池屋,サミット,三幸,社会福祉法人三幸福祉会,サンワ,システム計画研究所,旬菜デリ,新日本科学ＰＰＤ,Ｓｋｙ 東京本社,ス
タッフサービス,スナーク,静光産業,全国酪農業協同組合連合会,ソースネクスト,ソフトブレーン,ダイアナ,第一生命情報システム,タケショー,立川ＡＲＴレディースクリニック②,ＷＤＢ エウレカ社③,千葉みらい農業協同組
合（ＪＡ千葉みらい）,中央コンピュータシステム,中部飼料,テクノスジャパン,東京ハートクリニック,日清シスコ,日本香堂,日本酒造組合中央会,日本通信サービス,日本非破壊検査,一般社団法人農山漁村文化協会,ノジマ,Ｂ－
Ｒ サーティワンアイスクリーム,ビックカメラ,フォーカスシステムズ,ベネフィットジャパン,宝幸,保健科学研究所,三笠製薬,山崎製パン②,ＵＴエイム,横河ソリューションサービス,米久,リアステージ,Ｗｉｚ,ワイド情報開
発,自営②,教員（学校法人明の星学園 浦和明の星女子中学・高等学校,千葉県教育委員会）,公務員（葛飾区役所,東村山市役所）

＜分子生命化学科＞
アイア,アイアグリ,アウトソーシングテクノロジー,アドソル日進,イーピーエス,井田コーポレーション,ＯＳＫ,オオゼキ,落合,科学飼料研究所,化学同人,関西酵素,杏林製薬,クライル,コサウェル,コモディイイダ,さいたま農業
協同組合（ＪＡさいたま）,サティス製薬,シーエックスアール,Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ,静岡銀行,シモハナ物流,ジャステック,スタイル,住商アグリビジネス,ＳＡＬＥＳ ＲＯＢＯＴＩＣＳ,セントラヴィ,太陽
誘電,ＷＤＢ エウレカ社,多摩化学工業,中央化学,築野食品工業,デル・テクノロジーズ,東京スマイル農業協同組合（ＪＡ東京スマイル）,東京めいらく（スジャータ）,東京レコードマネジメント,東芝テック,中本パックス,鍋林,
パーカー加工,パイロットコーポレーション,フォーカスシステムズ,藤森工業,プライムデリカ,ホープス,前川製作所,メイテック,メディセオ,八重椿本舖,ヤマザキビスケット,ＵＴエイム,ライオン菓子,ワークス,ｙｔｓ,湧永製
薬,教員（学校法人日本大学 日本大学豊山高等学校・中学校）,公務員（東京税関,千葉県庁）

＜分子微生物学科＞
会津電業,アグロカネショウ,石原産業②,ヰセキ関東甲信越,韋駄天,ウィル,ウエスト,栄研化学,ＳＲＡ,エスケー化研,ＬＳＩメディエンス,小田原機器,川瀬電気工業所,キユーピー醸造,クスリのアオキ,群栄化学工業,シー・アイ・
シー,シノテスト,正栄商会,昭和石材工業所,鈴与シンワート,スミス・アンド・ネフュー,成城石井,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,総合資格,ＷＤＢ エウレカ社②,テクノプロ テクノプロ・デザイン社,一般財団法人東
京顕微鏡院,ニチイ学館,一般財団法人日本食品分析センター,日本ステリ,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,ピックルスコーポレーション,ＦＩＴＥＣ,ファルコン,フジフーズ,宝幸,朋和産業,マツモトキヨシ,ミ
ヨシ油脂,未来,ミロク情報サービス,山崎製パン,夕張ツムラ,ユニバーサル園芸社②,養老乃瀧,YOJO Technologies,横浜植木,横浜森永乳業,ライクスタッフィング 東京本社,ライフコーポレーション 東京本社,リスクモンスタ
ー,自営

【地域環境科学部】
＜森林総合科学科＞
ＩＨＩインフラ建設,あい造園建設,愛総合福祉,アイ・ビー・テクノス,アクティオ,アジア航測,アレフ,アンド,ＩＤＯＭ,イビデングリーンテック,内山緑地建設,ＡＭＡＣ,ＮＨジャパンフード,江間忠ホールディングス,大泉製作
所,大塚商会,大林組,岡部,小田原市森林組合,カインズ,岳南建設,ＫＩＣＨＩＲＩ,九州屋,九州林産,佐久浅間農業協同組合,三研ソイル,十一房印刷工業,ジューテックホールディングス,森林テクニクス③,住友林業緑化,西武鉄道,
生和コーポレーショングループ 東日本本社,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,綜合地質コンサルタント,ダイエー,公益社団法人大日本山林会,たかはら森林組合, 高見林業,タケエイ,秩父広域
森林組合,東京水道②,中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京,ニチノー緑化,日健総本社,日進木工,日特建設②,日本貨物鉄道（ＪＲ貨物）,日本電気航空宇宙システム（ＮＥＣ航空宇宙システム）,日本紙パルプ商事,一般社団
法人日本森林技術協会,ノダ,バイク王＆カンパニー,パスコ,ファーマインド,風憩セコロ,富士植木,古河林業,松本広域森林組合,松屋フーズホールディングス,ミリアルリゾートホテルズ,メイク,メガネトップ,諸岡,山岡石材工業,
ユニバーサル園芸社②,ユニリタ,吉村造園,リクルートオフィスサポート,六甲山観光,ワット・コンサルティング,教員（愛知県教育委員会,群馬県教育委員会,佐賀県教育委員会,筑西市立明野中学校）,公務員（経済産業省,国土交
通省,法務省,林野庁③,青森県庁,茨城県庁,群馬県庁,埼玉県庁,東京都庁②,徳島県庁,長崎県庁,長野県庁②,兵庫県庁,広島県庁,北海道庁,山梨県庁,日高市役所）

＜生産環境工学科＞
アーバンリサーチ,アイビーシステムズ,アウトソーシングテクノロジー,秋田海陸運送,アミック,ウム・ヴェルト,ＮＥＣソリューションイノベータ,ＮＪＳ,荏原製作所,エフティコミュニケーションズ,エム・エス・ケー農業機械,
大塚商会,大盛工業,カネコ種苗,一般財団法人関東電気保安協会,関東日本フード,クボタ建設,京王建設,郡リース,五洋建設,坂田建設,サコス,佐田建設,サミット,サラダクラブ,三光エンジニアリング,シーイーシー,ＣＳＳ技術開
発,ＪＲ東日本ビルテック,島根県土地改良事業団体連合会,住宅情報館,新日本グラウト工業,新菱冷熱工業,水ｉｎｇ,住友セメントシステム開発,ソルト,第一テクノ,大輝,大成ロテック,竹中土木,テイクス,テクニカル・ジィ,東京
ガスエコモ,東京水道,学校法人東京農業大学,東光コンサルタンツ,東鉄工業③,長野県土地改良事業団体連合会,中村屋,日研トータルソーシング,日建リース工業,ＮＩＰＰＯ,日本ケーブル,日本システムウエア（ＮＳＷ）,日本電
設工業,日本道路②,日本水工コンサルタント,日本ニューホランド②,ニュージェック,東日本コンクリート,東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）,日立建機日本,ビック・ライズ,Ｂｌｕｅｓｈｉｐ,ブルボン,プロシップ,豊和工業,星山商
店,前田建設工業②,前田道路,三菱電機照明,三菱電機ビルテクノサービス,三菱農機販売,見沼代用水土地改良区,八越し,やまびこ,よみうりランド,ラディックス,ワールドインテック,自営,教員（栃木県立栃木農業高等学校）,公
務員（国土交通省,青森県庁②,茨城県庁,岩手県庁,愛媛県庁,神奈川県庁②,警視庁,静岡県庁,千葉県庁,東京都庁③,栃木県庁②,福島県庁,三重県庁,足立区役所,青梅市役所,小山市役所,相模原市役所,高岡市役所,練馬区役所,八幡
市役所）

＜造園科学科＞
アイ・エス・エス,アイテックコンサルタント,アウトソーシングテクノロジー,赤福,あさやホテル,アドヴァン,石勝エクステリア,和泉園,一条工務店,岩城,インターネットインフィニティー,植藤造園,植彌加藤造園,植芳造園,エ
スビック,エヌ・エス・シー・エンジニアリング,エノテカ,オザキフラワーパーク,オフィスショウ,かたばみ興業,かめや釣具,グリーンアンドアーツ,グリーン産業,グリーン・ワイズ,グンゼ,一般財団法人公園財団,コーセツコン
サルタント,国際航業,Copain de garden,コムウェル,五洋建設,三共消毒,紫水園,島忠,松濤スタジオ,昭和造園,シリウスライティングオフィス,ステージプランナー,住友林業緑化②,精研 大阪本社,宗教法人世界平和統一家庭連
合,ゾフ,第一テクノ,拓匠開発,タケウチ,農事組合法人チバナーセリー,東急グリーンシステム,ニッコクソフト,日特建設,日本総合住生活,日本創発グループ,日本ノーベル,ノジマ,パーソルテンプスタッフ,一建設,花正,花満,ビ
ッツ,日比谷アメニス②,フォワイエグループ,富士植木②,フジソフトウェアーサービス,富士古河Ｅ＆Ｃ,フレッシュファクトリー,ベジテック,ボックスウッド,松本塗装,メイフラワー,山屋青果市場,リベルテ,自営②,教員（学校
法人伊東学園テクノ・ホルティ園芸専門学校）,公務員（水産庁,防衛省 陸上自衛隊,神奈川県庁,埼玉県庁③,千葉県庁,東京都庁,福島県庁,足立区役所,小鹿野町役場,岡山市役所,越谷市役所,狭山市役所,宝塚市役所,千葉市役所,
豊島区役所,三鷹市役所,横浜市役所）

＜地域創成科学科＞
アウトソーシングテクノロジー,アジア航測②,石勝エクステリア,ＩＤＯＭ,いなげや,イビデングリーンテック,インフォマティクス,オオバ,小田急電鉄,カタヤマ②,基礎地盤コンサルタンツ,一般財団法人休暇村協会,杏林堂薬局,
群馬県土地改良事業団体連合会,一般財団法人公園財団,コスモス薬品,コメリ,佐川急便,ジュピターテレコム,常陽銀行,シン・エナジー,スズキ,世紀東急工業,正光建設,太平洋プレコン工業,大陽日酸システムソリューション,田中
商事,テイコク,東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央),東北日本ハム,国立研究開発法人土木研究所,ニチレキ,日特建設,ＮＩＰＰＯ,日本フードパッカー,日本瓦斯（ニチガス）,日本コンピューター技術,日本ニューホランド,国立
研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,ビッグ・エー,まち環境エンジニアリング,三菱食品,武蔵野種苗園,めいほう高原開発,モテギ洋蘭園,諸岡,ユードム,ランデック,レイス,ＬＥＯＣ,若鈴コンサルタンツ,自営,教員（茨
城県教育委員会）,公務員（経済産業省,国土交通省,農林水産省,茨城県庁,山形県庁,厚木市役所,鎌倉市役所,江東区役所,相模原市役所）

【国際食料情報学部】
＜国際農業開発学科＞
アース環境サービス,アウトソーシングテクノロジー,アレフ,イーエム通信,インフォネット,ヴォークス・トレーディング,エー・フレーム,エームサービス,エス・アンド・ピー,ＳＫ②,ＮＳＴ② ,エフピコ②,王将フードサービス,
岡林農園,オプティム,オリジン東秀,オン・ザ・プラネット,カインズ,環境プロデュース,キユーピー,協同乳業,クリエイトエス・ディー,ケーオーデンタル,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,さいたま農業協同組合（Ｊ
Ａさいたま）,ザウルス全力ストレッチ,那須南森林組合,サミット,サラダクラブ,三和農林,ＪＲ東日本ステーションサービス,志澤牧場,ジャパンクラブ,スクロール,スタッフサービス・エンジニアリング,生活協同組合コープぎふ,
社会福祉法人聖隷福祉事業団,ゼニアス,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,センチュリーライフ,総合資格,第一工業,大半商店,タキイ種苗,立花商店,ＤＨＬサプライチェーン,東海溶材,東急ストア,トレジャー・ファクトリー,
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃグループ,日本システムウエア（ＮＳＷ）,日本トーター,日本管材センター,日本たばこ産業（ＪＴ）,パーク・コーポレーション,東日本高速道路,ビジュアル・プロセッシング・ジャパン,ピックルスコーポ
レーション,Farm MoWG,フィールドアンドデバイス,福岡大同青果,ブリングアップ史,ブロンコビリー,平和食品工業,ベネッセスタイルケア,ホクレン農業協同組合連合会,丸西産業,丸和運輸機関,丸和バイオケミカル,三井化学ア
グロ,村上農園,明光電子,明治安田生命保険,社会福祉法人明伸会 けやき保育園,メルシーフラワー,メンバーズ,森田建設,ヤオコー,ヤマダイ,ＵＴエイム,雪印種苗,養命酒製造,社会福祉法人横浜市社会福祉協議会,ヨコハマ地所,
ライフコーポレーション 東京本社,リコージャパン,ロック・フィールド,教員（愛媛県教育委員会,岐阜県立西濃高等特別支援学校,学校法人千葉黎明学園 千葉黎明高等学校,奈良県立山辺高等学校,東京都立晴海総合高等学校,
横浜市教育委員会）,公務員（防衛省 航空自衛隊,法務省,栃木県庁,富山県庁,長野市役所）

＜食料環境経済学科＞
RDC ホールディングス,ＩＮＥ,ＩＭＣ,アエナ,アクアライン,アクシアルリテイリンググループ（原信・ﾅﾙｽ）,アシスト,アダストリア,アド・イーグル,イオンリテール,ヰセキ関東甲信越,伊藤園,伊藤忠食品,いなば農業協同組合
（ＪＡいなば）,immuraise,ウチダエスコ,ウム・ヴェルト,エスケーホーム,ＳＴＩフードホールディングス,エス・ビー・システムズ,ＮＳＳホールディングス,ＮＴＴデータシステム技術,海老正,エフピコ,エラン,エル・ティー・
エス,邑楽館林農業協同組合,オーケー,大塚製薬工場,オープンハウス,オープンハウス・アーキテクト,岡山市農業協同組合（ＪＡ岡山）,尾道市農業協同組合,オンデーズ,カスミ②,勝浦漁業協同組合,金沢市農業協同組合（ＪＡ金
沢市）,カネカ食品,カラック,関東日本フード,九州三菱自動車販売,九州屋,キユーソー流通システム,クスリのアオキ②,クボタ建機ジャパン,月桂冠,江東微生物研究所,甲羅,コメリ,コモディイイダ,サカタのタネ,さがみ協同開
発,サンベルクスホールディングス,さんれいフーズ,ＪＡ全農ミートフーズ,ＪＦＥスチール,ＪＫホールディングス,シジシージャパン,静岡県経済農業協同組合連合会,静岡県農業共済組合連合会,しののめ信用金庫,シマダヤ,社
会保険診療報酬支払基金,ジャパンビバレッジホールディングス,ＪＡＬＵＸ保険サービス,正栄食品工業,新宿高野,成城石井②,西友,セゾン自動車火災保険,セブン＆アイ・ネットメディア,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,
全農パールライス,ゼンリン,双日食料,第四北越フィナンシャルグループ,大成ロテック,高橋ソース,ちば東葛農業協同組合（ＪＡちば東葛）,千葉みらい農業協同組合（ＪＡ千葉みらい）,東海三菱自動車販売,東京海上日動コミュ
ニケーションズ,東京京装コンピュータ,東京青果,学校法人東京農業大学,東京むさし農業協同組合,東京めいらく（スジャータ）,東武トップツアーズ,東洋冷蔵,ＴＯＫＡＩグループ,ドーバー洋酒貿易,栃木サッカークラブ,外岡商
店,豊通食料,長野県連合青果,中村屋,ニーズウェル,西日本鉄道,ニチレイフーズ,日和サービス,日本コムシス,バーチャレクス・コンサルティング,八戸中央青果,パナソニック電材ソリューションズ,ハネダ防設,浜中町農業協同組
合（ＪＡ浜中町）,飯能信用金庫,東日本フード,東日本高速道路,東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）,ヒューテックノオリン,福岡大同青果,富士フイルムビジネスイノベーションジャパン,フジフーズ,不二家,ブロンコビリー,ホソヤ
コーポレーション,マイナビ,まいばすけっと,マルコメ,マルゼン,丸二,マルハニチロ物流,瑞穂農場,三井化学アグロ,三ヶ日町農業協同組合,三菱重工業,水戸証券,明星食品,学校法人ものつくり大学,ヤオコー,ヤクルトヘルスフ
ーズ,ヤナセ,山崎製パン②,ヤマザワ,ＵＨＭ,雪印メグミルク,楽天農業,ラストワンマイル,ロジスティクス・ネットワーク,六甲バター,ワールドインテック,ワールドコーポレーション,ＹＪＫ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ,自営③,教員
（相川学園静清高等学校,成美学園）,公務員（防衛省 陸上自衛隊,法務省 矯正局 岡山刑務所,群馬県警察本部,静岡県庁,東京消防庁,粕屋町役場,川場村役場,松戸市役所）

＜国際バイオビジネス学科＞
アイスコ,OUTSTANDING,アウトソーシングテクノロジー,農事組合法人アグリスターオナガ,あさか野農業協同組合（ＪＡあさか野）,旭化成ホームズ,アドヴァン,アドキャスト,ALIVE（アライブ）総合格闘技道場,アルビオン,アン
ダーツリー東京,イオンペット,一条工務店,イデアル,伊藤忠食品,ヴァンドームヤマダ,ＳＫ②,Est+,ＳＢ Ｃ＆Ｓ,ヱスビー食品,エヌ・ティ・ティ・インフラネット,エバラ食品工業,大塚商会,大西商事,オープンハウス,オープン
ハウスグループ,オプト,カインズ,亀井通産,キヤノンＩＴソリューションズ,キャメル珈琲,共同コンピュータ,協同乳業,キリングループロジスティクス,グラハム,クレイス,クレスコ,ケアリッツ・アンド・パートナーズ,ケーピー
エス,ケーユーホールディングス②,高速,御殿場農業協同組合,サカイ引越センター,サラダクラブ,社会福祉法人三幸福祉会,ジーユー・ライフ,Ｊ－オイルミルズ,JR 東日本クロスステーション,システナ,シマダヤ,正栄食品工業,
庄内みどり農業協同組合,昭和産業,スガキコシステムズ,宣研ロジエ,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）,ダイヤモンドファンタジー,宝製菓,たちばな,タリーズコーヒージャパン,ｃｈｉｐｐｅｒ,千葉銀行,中央システム,デジ
タルデータソリューション,テックスエンジソリューションズ,東急ストア,東京シティ青果,東京青果,東京多摩青果,東京南農業協同組合,東洋食品,トーホー,中村屋,日新②,日本コムシス,日本紙通商,日本酒類販売,はせがわ酒店,
ピーエスシー②,ビジネスコンサルタント,百姓亭,ＨＵＧＥ,平山,平山製作所,富士ソフト②,富士通エフサス,船井総研コーポレートリレーションズ,ブレイン,フローラ,プロサッカー選手,ベルク②,ホーク・ワン,北海道 NS ソリュ
ーションズ,マツモトキヨシ,まつもと電機,マルエツ,丸和バイオケミカル,みちのく銀行,三井不動産商業マネジメント,ＭＩＲＡＩｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄｅｓｉｇｎ,武蔵野銀行,桃屋,山崎製パン,ＵＨＡ味覚糖,横浜植木,ラマ
デービーケイ,レールテック,ロピア,自営③,公務員（古河市役所,富山市消防局,深谷市消防本部）

＜国際食農科学科＞
アース環境サービス,曙酒造,石光商事,いなげや,WithGreen,エムケーチーズ,オーネスト,小山農業協同組合（ＪＡおやま）,香川県農業協同組合（ＪＡ香川県）,カメガヤ,キーウェアソリューションズ,キャメル珈琲,Ｑ’ｓｆｉｘ
②,熊谷商工信用組合,ぐるなび,合食,コーケンフード＆フレーバー,kokorobox,駒形どぜう,コンピューターサイエンス,相模屋食料,サザビーリーグ アイビーカンパニー,資生堂,旬菜デリ,スターアニス,スドージャム,住友生命
保険,成城石井,ゼリア新薬工業,全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②,綜合警備保障,ダイオーズ,タジマヤ,丹波ささやま農業協同組合,デビフペット,デリア食品,東海澱粉,東京シティ青果,東京スマイル農業協同組合（ＪＡ東
京スマイル）,東京多摩青果,東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央),学校法人東京農業大学,ドーバー洋酒貿易,ドトールコーヒー,トヨタカローラ山口,トヨタレンタリース新千葉,ＴＲＵＳＴ,なとり,西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃグル
ープ,日経印刷,日研トータルソーシング,日清食品ホールディングス,のぞみ,原田,ビジョナリーホールディングス,ファンケル,松屋フーズ,丸紅食料,三菱食品,明治フレッシュネットワーク,明治屋,明治安田生命保険,メディロム,
ヤーマン,ヤマザキ,山崎製パン,山年園,やまびこ,山星屋,山本食品工業,ユーハイム,横浜丸中青果,ライフコーポレーション 東京本社,リヴトラスト,ローズコーポレーション,ロック・フィールド,自営②,教員（山梨県教育委員
会）

【生産産業学部】
＜生物生産学科＞
あきよしファーム,昱,あさひ（サイクルベースあさひ）,アズパートナーズ,アドバンテック,アニホスフォレスト ＰｅｔＣｌｉｎｉｃアニホス,イオン北海道,伊徳,岩手県農業共済組合,社会福祉法人印旛福祉会,うすだレディー
スクリニック,ウッドワン,医療法人社団栄賢会 梅ヶ丘産婦人科,越後中央農業協同組合,Ｎ．Ｇ．Ｃ,エムシー・ファーティコム,オーケー,オートバックス関西販売,オホーツク網走農業協同組合,香川県農業協同組合（ＪＡ香川
県）,笠岡レディースクリニック,ケミカル工事,建設環境研究所,神戸 ART レディスクリニック,コクサク,小清水町農業協同組合（JA こしみず）,コメリ,三商,三和缶詰,農事組合法人Ｊリード,ジェリービーンズ,シブヤテレビジョ
ングループ,新岩手農業協同組合（ＪＡ新いわて）,神州一味噌,新千歳動物病院,全国共済農業協同組合連合会 千葉県本部（ＪＡ共済連千葉）,太平電業,田子の月,ツムラ,ツルヤ,ＤＣＭホールディングス,東京電力ホールディン
グス,東洋熱工業,特種東海フォレスト,トップファーム,利根沼田農業協同組合,長野県連合青果,長野都市ガス,永渕ファームリンク,日本甜菜製糖,医療法人ＮＥＷ ＷＡＶＥＳ 堤レディースクリニック,ノジマ,ハーフ・センチュ
リー・モア,林牧場,東日本フード,東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）,兵庫西農業協同組合,ベネッセスタイルケア,ホームセンターバロー,ホクレン農業協同組合連合会,マルテ小林商店,水戸農業協同組合（ＪＡ水戸）,ヤオコー②,ヤ
マタネ,リーフラス,理研ビタミン,渡辺サービスセンター,渡辺パイプ,自営➄,教員（福島県教育委員会）,公務員（防衛省 陸上自衛隊,静岡県警察本部,千葉県警察本部,北海道庁,八丈町役場）

＜アクアバイオ学科＞
アクアリンク,アクアワールド茨城県大洗水族館,イオン北海道,市原市農業協同組合（ＪＡ市原市）,伊藤ハムミート販売東,愛媛ソフトウェア・サービス,エンチョー,カインズ,角上魚類ホールディングス,カネシメ高橋水産②,ク
マインシュレーション,クリエイティブプレイス,駒井水産,サイゼリヤ,さいたま農業協同組合（ＪＡさいたま）,サイバーエージェント,佐政水産,札幌副都心開発公社,佐藤水産,三和化学研究所, ＪＡ水戸アグリサポート,システ
ナ,常洋水産,新明工業,スープカレー 木多郎,スシローグローバルホールディングス,全国漁業協同組合連合会,全国酪農業協同組合連合会,築地魚市場,東海漬物,東京ガスパイプネットワーク,東京多摩青果,東都水産,東洋信号通
信社,東洋水産②,永田水産,林兼産業,深澤冷蔵,ホクモウ,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,公益財団法人北海道農業公社,マックスバリュ東海,マルハニチロ北日本,丸水札幌中央水産,丸千千代田水産,マ
ルハニチロリテールサービス,モランボン,モンベル,ようてい農業協同組合（ＪＡようてい）,横浜食品サービス,横浜丸中青果②,横浜冷凍,自営②,公務員（海上保安庁,北海道庁③）

＜食品香粧学科＞
アイアイ,青木油脂工業,旭物産,アペックス（アペックスグループ）,アルビオン,アレフ,伊予銀行,エイエムジー,エイチ・エル・シー,ＡＣＥ,ＮＳファーファ・ジャパン,オオゼキ,Karch,ガイアフローディスティリング,角上魚類
ホールディングス,カスミ②,カリタ,菊池食品工業②,北山ラベス,クスリのアオキ,グッドタイムリビング,久原本家グループ,ケイシイシイ,ＫＤＤＩエボルバ,佐呂間町農業協同組合,ＣＢグループマネジメント,シャトレーゼ,ジ
ャパンファーム,白松がモナカ本舗,信州ハム,杉田エース,セキ薬品,セノン,ソフトサービス,テラソフト,デリカフーズ,道東アークス,東ハト②,東洋ビューティ,長野興農,南駿農業協同組合,ニッセーデリカ,日本食研ホールディ
ングス,ピアス,ピックルスコーポレーション,プレミアムウォーター,ベネッセスタイルケア,ホクレン農業協同組合連合会,堀川,ホロンシステム,マルコメ,マルハニチロ,マルマンストア,ミート・コンパニオン,三越伊勢丹ヒュー
マン・ソリューションズ,三菱食品,ミヨシ油脂,メイワスカイサポート,やまひろ②,ユナイテッド&コレクティブ,よつ葉乳業,米屋,リスカ,自営,公務員（群馬県警察本部,北海道庁）

＜地域産業経営学科＞
アイアグリ,アグリテクノ,イオンディライト,イオンビッグ,石井スポーツ②,イワイ,いわて生活協同組合,ＮＨジャパンフード,オギノ,オセアンスリーマネジメント,オプティム,オホーツク網走農業協同組合,オリジン東秀,柿安
本店,カナフレックスコーポレーション,カネカ食品,兼松コミュニケーションズ,ギオン,きたみらい農業協同組合②,紀の里農業協同組合（ＪＡ紀の里）,九電工,キユーピータマゴ,グッドライフ,くまがや農業協同組合（ＪＡくま
がや）,グリーンズ北見,佐藤渡辺,サニーマート,サラダクラブ,三条土地改良区,シェラトン都ホテル東京,シジシージャパン,しまむら,ジュピターテレコム,ショーケース,スズキ,鈴木酒造店長井蔵,学校法人成蹊学園,西武ライオ
ンズ,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,全農グリーンリソース,ソウユウ社,タナカ理研,寺岡システム,東京新宿ベジフル,東都水産,中標津町農業協同組合,ＮＩＰＰＯ,ニトリ,農家バル,ハイチッ
ク,白洋舎,パシフィックゴルフマネージメント（ＰＧＭ）,ハスコムモバイル,福島県南酒販,ホクシンメディカル,細川造園開発,北海道クボタ,北海道ブブ,マックスバリュ東海,丸水長野県水,丸田組,三田農林,三菱マヒンドラ農機,
宮崎梅田学園,一般財団法人めまんべつ産業開発公社,ヤンマーアグリジャパン 北海道支社,ヨドバシカメラ,ﾗﾝﾄﾞｽｷｯﾌﾟ,琉球ダイハツ販売,ロイヤルハウジング,自営④,公務員（防衛省 陸上自衛隊,千葉県警察本部,北海道庁,網
走市役所,木島平村役場）

