
2019 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＞ 

アイケイファーム余市、あいち知多農業協同組合（ＪＡあいち知多）、アイ・ティー・エックス、アグリ＆ケア、アグリテクノ、アサヒ飲料、アサヒ農園、アペックス（アペックスグループ）、ありあけ、イオンリテール、イノチオ

グループ③、栄光、エイム、ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ、ＡＮＡケータリングサービス、エクスドリーム不動産、ＦＴＧ Ｃｏｍｐａｎｙ、大嶋農場、オオゼキ、オプサス、カインズ、カクイチ、カネコ種苗、カバヤ食品、農業生産法人

河内営農、木曽農業協同組合、木村植物園、キャリアコンサルティング、京樽、グリーンロード、ＫＳＫ、コーナン商事、コーホクトーヨー住器、コジマ、コメリ⑥、さいたま農業協同組合（ＪＡさいたま）、サカタのタネ②、サ

ンデリカ、サンベルクスホールディングス、シーオーメディカル、ＪＡ全農青果センター、ＪＸアイティソリューション、ジェイカムアグリ、ＪＴＡ②、敷島製パン③、静岡銀行、島忠、ジャパン・テクノ、ジャパンミート、JAL 

Agriport、ジョイアス・フーズ、湘南農業協同組合（JA 湘南）、信州うえだ農業協同組合、生活協同組合コープみらい、誠和③、関彰商事（セキショウグループ）、セブン＆アイ・フードシステムズ、全国農業協同組合連合会（Ｊ

Ａ全農）⑤、仙波糖化工業、ＳＯＬＩＺＥ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ②、タイヘイ、タカキベーカリー、学校法人高宮学園 代々木ゼミナール、たねや、ＷＤＢ エウレカ社、タリーズコーヒージャパン、ちば東葛農業協同組合

②、ちばみどり農業協同組合、中外テクノス、月島食品工業、つくば市農業協同組合、ＤＣＭホールディングス、テクノ・セブン、デリア食品、東海旅客鉄道 東京本社、東京シティ青果③、東京千住青果、東京多摩青果③、東京

都立瑞穂農芸高等学校、東都水産、東洋ビューティ、トーホー、豊島屋、ドトール・日レスホールディングス、トヨタネ、虎屋、長野県連合青果②、中村屋、ナリコマエンタープライズ、新潟クボタ、日研トータルソーシング、日

産化学、日清フーズ、日成共益、日展、日東ベスト、日本システムランド、日本農産工業、日本農薬②、ネクス・ソリューションズ、ネスレ日本、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、野村證券、長谷川香

料、パソナグループ、浜中、東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）、日立社会情報サービス、ビューティ花壇、ファームシップ、福花園種苗、富士通九州システムズ、ベジテック、ベストブライダル、ホクレン農業協同組合連合会、毎日

広告社、マクシスエンジニアリング、松井ピ・テ・オ・印刷、丸西産業、三澤牧場、みちのくクボタ、南東北クボタ、ミヨシグループ、明治座舞台、メーカーズシャツ鎌倉、山崎製パン②、ヤマダイ食品、生活協同組合ユーコープ、

ユニバーサル園芸社、ヨークマート、横浜植木、横浜丸中青果③、ライフコーポレーション 東京本社、リコーテクノロジーズ、リンガーハット、臨海、リンク情報システム、レソリューション、渡辺パイプ②、自営⑩、教員（岡

山県教育委員会、滋賀県立 八日市南高等学校、千葉県教育委員会、栃木県教育委員会、福島県教育委員会）、公務員（農林水産省②、防衛省 陸上自衛隊、茨城県庁、大分県庁、埼玉県庁③、千葉県警察本部、千葉県庁、徳島県

庁、富山県庁、長野県庁②、兵庫県庁、鴻巣市役所、相模原市役所、下野市役所） 

＜畜産科＞ 

愛鶏園、医療法人社団愛慈会 松本レディースクリニック、アイ･メデックス、アウトソーシングテクノロジー、アサヒサンクリーン、アピ、イオンリテール、伊藤忠飼料、イワタニ・ケンボロー、岩手ファーム、インクルーブ、

インターナショナルエクスプレス、ウェルファムフーズ、エーコープ関東、ＳＫＢ、エスフーズ、オカモト、沖縄明治乳業、オハヨー乳業、カーリットホールディングス、花王ロジスティクス、鹿児島銀行、カスミ②、カトープレ

ジャーグループ、キヤノン IT ソリューションズ、久兵衛、クラウン・パッケージ、クラシエホームプロダクツ、グリムス、クレスト（クレストグループ）、グローバルジュネティクス、KSK、小泉アフリカ・ライオン・サファリ、

小岩井農牧、廣貫堂、高座豚手造りハム、神戸屋、コメリ、三共消毒、三協ラボサービス、三恵クリエス、ＪＡ東日本くみあい飼料、敷島製パン、静岡県経済農業協同組合連合会、資生堂プロフェッショナル、公益財団法人下関海

洋科学アカデミー、シャトレーゼ、医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック、食環境衛生研究所、新東電算、新東日本製糖、水産タイムズ社、すかいらーくホールディングス、スクロール、スターゼン②、スプーン、

成城石井、西武バス、セブン－イレブン・ジャパン、全国農協食品、全国酪農業協同組合連合会、全日本食品、全農パールライス、創健社、曽我の屋農興、ソフィーナビューティカウンセリング、Soft House Concierge、第一屋製

パン、ＷＤＢ エウレカ社、チュチュアンナ、筑波乳業、宗教法人鶴岡八幡宮、ＤＴＳ、とうかつ中央農業協同組合、東京エコール、東京めいらく（スジャータ）、トカプチ、土木管理総合試験所、トマル、仲田園、農事組合法人

中山牧場、ニコニコのり、日本デイリーネット、日本ホワイトファーム②、日本郵便、日本クレア、日本コープ共済生活協同組合連合会、公益社団法人日本食肉格付協会②、ニュー・オータニ、国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構、一般社団法人農山漁村文化協会、ハーベスト、公益財団法人ハーモニィセンター、林牧場、ピックルスコーポレーション②、広島ガス、ファロスファーム、フジパングループ本社、冨士森永乳業、プライフーズ、

フリーデン②、プロシップ、別海町酪農研修牧場②、ボードルア、ホクレン農業協同組合連合会、ホシザキ関東、北海道旅客鉄道（ＪＲ北海道）、マルイチ産商、マルタケ、丸紅食料、マルミファーム、丸山製作所、瑞穂農場、三

井農林、ミヤリサン製薬、ＭＥＩ ＦＡＲＭ②、メロディアン、モンテール、山崎製パン、ヤマト徽章、雪国まいたけ、雪印メグミルク、横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）、横山牧場、吉澤畜産、ライクケア、リクロー、リプロ、リン

ツ＆シュプルングリージャパン、レインボーオプチカル研究所、ロマンチックデーリィーファーム、ワールドインテック、ワタナベ、自営③、教員（神奈川県立大井高等学校、千葉県立茂原樟陽高等学校）公務員（農林水産省、東

京都交通局、栃木県警察本部、福島県人事委員会、福島県庁、厚木市役所②、中央区役所、横須賀市役所） 

＜バイオセラピー学科＞ 

アイメイト協会、医療法人蜻蛉会、あきんどスシロー、アペックス（アペックスグループ）、アルファシステムズ、アンダンテ、池の平ホテル＆リゾーツ、犬の学園 ファミリーナガーデン、イノベイションオブメディカルサービ

ス、インフィニティテクノロジー、ウェザーニューズ、ウェルカム、ウェルビー、うかい、栄世、エスアイイー、エス・ティー・ワールド、ＥＮＥＯＳウイング、エムケイジェイ、ＭＰアグロ、宗教法人 大山寺、小田急フィナン

シャルセンター、オリエンタル技研工業、カードラボ、カインズ、カネコ種苗、一般財団法人休暇村協会②、近畿日本ツーリストコーポレートビジネス、グリーンディスプレイ、グリーンライフ産業、社会福祉法人県央福祉会、コ

カ・コーラボトラーズジャパン、国土防災技術、こだわりや、駒形どぜう、埼玉動物医療センター、さいたま農業協同組合（ＪＡさいたま）、さがみ農業協同組合（JA さがみ）、サザビーリーグ アイビーカンパニー、国立研究開

発法人産業技術総合研究所、サンプラネット、三和物産、ジーピーエス、ジェイ・エス・エス、ジェーピーエス製薬、島忠、シュクレイ、旬菜デリ、根津 焼鳥 照隅、湘南造園、社会福祉法人進和学園、住友林業緑化、生活協同

組合コープながの、生活協同組合コープみらい②、社会医療法人正光会 松ヶ丘病院、正和商事、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、ＳＯＭＰＯケア、第一園芸、タカギセイコー、社会福祉法

人中部盲導犬協会、デリア食品、デリカフーズ、東京荏原青果、東京多摩青果、公益財団法人東京動物園協会、東京南農業協同組合②、東京むさし農業協同組合、ドトールコーヒー、中北薬品、中日本バンリース、南駿農業協同組

合、ニチイ学館、日本コムシス、日本クレア、日本ペットフード、日本緑茶センター、ネスレ日本、野沢園、白楽花園、ハチオウ、林、阪神園芸、Heal The Garden、日山、社会福祉法人平野の里 障害者支援施設あやめ寮、ファ

ーマインド②、ファニメディック アニファ埼玉動物医療センター、笛木醤油、社会福祉法人デンマーク牧場福祉会、ふくしま未来農業協同組合（ＪＡふくしま未来）②、フジホーム②、ブライト動物病院、ベジテック、ベネッセ

スタイルケア、星野リゾートグループ、マインズ農業協同組合（ＪＡマインズ）、宮城県農業共済組合、村上農園、杢目金屋、モンベル、ユー花園、ユニマットリック、公益財団法人横浜市緑の協会、米久、ライクス、臨海、ロク

シタンジャポン、ロック・フィールド、ロッテ、ロピア、ワイズテーブルコーポレーション、わかば、ワタナベエンターテインメント、自営①、教員（学校法人越生学園 武蔵越生高等学校、千葉県教育委員会、東京都立日本橋高

等学校、学校法人安田学園）、公務員（経済産業省、神奈川県庁、千葉県庁、川崎市役所、葉山町役場、横浜市役所） 

 

【応用生物科学部】 

＜バイオサイエンス学科＞ 

医療法人社団愛慈会 松本レディースクリニック、アクロクレイン、アサヒグループ食品、アズワン、アデランス、アドバンテック 東京本社、イセ食品、インテックソリューションパワー、インテリム②、ウィズ・ワン、ｴｲﾁ・

ｱﾝﾄﾞ・ｴﾑﾍﾈｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｳﾘｯﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ＨＣＣソフト、エイリム、エバラ食品工業②、エレメント、おおたかの森ＡＲＴクリニック、大塚商会、カインズ、角上魚類ホールディングス、ギミック、キユーピー、京樽、クスリのアオキ、

クロスシステムサービス、ケア２１ 東京本社、ケンコーマヨネーズ、廣記商行、コウシン化学工業、合同酒精、神戸屋、コーナン商事、コンピュータネットワーク、サザビーリーグ アイビーカンパニー、三軒茶屋 ART レディー

スクリニック、参天製薬、三友プラントサービス、ＣＡＣマルハニチロシステムズ、シーボン②、ＪＲ東日本サービスクリエーション、シジシージャパン、システナ、システムファクトリ、シノテスト、正栄食品工業②、湘南ゼミ

ナール、城北信用金庫、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、第一生命情報システム、タウ、竹田理化工業、ＷＤＢ エウレカ社、中外製薬工業、ＤＳＰ五協フード＆ケミカル、デリア食品、東京

神田青果市場、学校法人東邦大学、トーアエイヨー、トオカツフーズ、トーモク、利根エンジニア、ナリコマフード、日通・ＮＰロジスティクス、日邦薬品工業、日本ハム、日本製薬、日本マスタートラスト信託銀行、ネオキャリ

ア、バイタルエリア、はくばく、久光製薬、日立グローバルライフソリューションズ、フォーカスシステムズ、藤倉コンポジット、富士通システムズウェブテクノロジー、フジパングループ本社、ベイシア、ベリサーブ、ホギメデ

ィカル、マウンテンスタジオ、マルホ、みずほ情報総研、ミツハシ、ミヨシ油脂、武蔵野化学研究所、武蔵野フーズ、ヤナセ、米久、理研香料ホールディングス、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高輪、自営、公務員

（東京都庁、江東区役所、鴻巣市役所、中野区役所、横浜市消防局） 

＜生物応用化学科＞ 

アイエスアール、アイ・ケイ・ケイ、アグリコミュニケーションズ、味の素冷凍食品、アピ、アルフレッサファーマ、イオンフードサプライ、イニシオフーズ、栄研化学、ＮＨジャパンフード、ＮＴＴデータウェーブ、ＮＴＴロジ

スコ、Ｆ－ＬＩＮＥ、エムシー・ファーティコム、大塚製薬、かどや製油、カルビー、キユーピー、クミアイ化学工業、グリーンメッセージ、クリタス、ＫＳＫ、ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング、ケンコーマヨネーズ、コカ・

コーラボトラーズジャパン、ココルポート、壽食品工業、サカタのタネ、サティス製薬、サミット製油、三幸製菓、サントリービバレッジサービス、ＪＡ全農青果センター、敷島製パン、柴田屋酒店、シマダヤ、ジャルロイヤルケ

ータリング、昭和産業、昭和測量、神明ホールディングス、すかいらーくホールディングス②、スターバックスコーヒージャパン、セブン－イレブン・ジャパン、セル、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・キユーピー・エツグステーシヨン、学校法人大乗淑徳学園 淑徳小学校、タカラ食品工業、ＷＤＢ エウレカ社、ＷＤＢココ、チョコレートデザイン、ツムラ、ディスペンパックジャパン、東京化成工業、一般財

団法人東京顕微鏡院、東京スパリア商社、東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央)、東京むさし農業協同組合、東洋水産、ドン・キホーテ、ナイカイ商事、日研トータルソーシング、日清フーズ、ニッセーデリカ、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③、日本電算企画、にんべん、ネッツトヨタ群馬、原田、ファインライフ、ＦＥＥＬ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ、フォーバル、フジパングループ本社、フジフーズ②、ブルボン、平和食

品工業、ベジテック、ベルシステム２４、ポンパドウル、マルコメ、ミス・パリ（ミス・パリ・グループ）、三井食品、三井住友トラスト・システム＆サービス、三菱食品、武蔵野、森永製菓、山崎製パン③、良品計画、ロック・

フィールド、自営①、教員（さいたま市教育委員会、学校法人東京農業大学 東京農業大学第二高等学校）、公務員（防衛省 海上自衛隊、東京消防庁②、北海道庁、杉並区役所、松田町役場） 

＜醸造科学科＞ 

アートコーヒー、ＩＨＩ検査計測、アイ・ケイ・ケイ、ＩＴ ＢＰＯ、あいや、アクアパルス、アクトインフォメーションサービス、朝日広告、アサヒビジネスソリューションズ、味の素冷凍食品、アレフ、ＥＰ綜合、イオン保険



サービス、イオンモール、イカリ消毒、伊藤ハムウエスト、伊那貿易商会、ヴィ・ド・フランス、ウィルウェイ、内池醸造、宇都宮農業協同組合（JA うつのみや）、榮太樓總本鋪、エクシオモバイル、M・アヴァンス、大塚商会、

岡永、小倉ホールディングス、オリエンタル酵母工業、オリオンビール、オルガノ、カクヤス、かどや製油、神奈川環境研究所、キッコーマン食品、キッコーマンソイフーズ、ＱＶＣジャパン、キユーソー流通システム、キユーピ

ー醸造、近畿エコサイエンス、クリタ分析センター、栗山米菓、桑山、ケンコーマヨネーズ、検査開発、国分グループ本社、小山本家酒造（世界鷹小山家グループ）②、ザ・テラスホテルズ、サンエックス、サントリー知多蒸溜所、

三美印刷、シーナッツ、柴田屋酒店②、車多酒造、シャトレーゼ、シュガーレディ本社、ジョイアス・フーズ、正田醤油、ジンマー・バイオメット合同会社、水道機工、鈴与、大気社、大東通商、タイヘイ、太平環境科学センター、

宝ホールディングス、ちば醤油、千葉みらい農業協同組合、中興化成工業、長印船橋青果、デリア食品、デリカフーズ、東海漬物、東京めいらく（スジャータ）、東洋濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣグループ）、戸上電機製作所、トキハソ

ース、豊島屋、トリケミカル研究所、Number One Drinks、二軒茶屋餅角屋本店、日清食品ホールディングス、日清製粉、日辰、日通ファーム、日本クッカリー、日本年金機構、日本サンガリアベバレッジカンパニー、日本色材工

業研究所、公益社団法人日本食品衛生協会、一般財団法人日本食品分析センター②、日本炭酸瓦斯、野澤組、パーソルテンプスタッフ、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム、東日本酒造協業組合、ビックカメラ、兵殖、ファイン

フーズ、ファミリーマート、フジ日本精糖、プリマハム、ブルボン、プレミアムウォーター、ベジテック、ペッパーフードサービス、ベルシステム２４、ホクレン農業協同組合連合会、前澤化成工業、マルヰ醤油、マルイチ産商、

マルコメ、マンナンライフ、三井食品、三菱商事ライフサイエンス、三菱食品、ミヤリサン製薬、盛田、森永乳業、山崎製パン、ヤマザキビスケット、山田養蜂場、ヤマモリ、ユーハイム、ユニオンソース、横井醸造工業②、横浜

君嶋屋、横浜商工会議所、理究、ロピア、教員（桑名市立陵成中学校、大和市立南林間中学校）、公務員（調布市役所） 

＜食品安全健康学科＞ 

アース製薬、アイル 東京本社、アウトソーシングテクノロジー、赤城乳業、旭食品、アドバンスドシステムテクノロジー、アドバンテック、アルビオン、アヲハタ、イオンリテール、石竹、井筒まい泉、イトーヨーカ堂、ヴァル

ディア・ジャパン、栄研化学、エーデルワイス、ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ、ＮＥＣプラットフォームズ、ＮＪＳ、ＮＴＴコミュニケーションズ、エフピコみやこひも、エンカレッジ・テクノロジ、大塚製薬工場、小

野薬品工業、オハヨー乳業、カゴメ、かどや製油、亀田製菓②、キッコーマンソイフーズ、崎陽軒、協同油脂、学校法人杏林学園、グレープストーン、ＫＳＫ、ケイエス冷凍食品、KM バイオロジクス、ケンコーマヨネーズ②、湖

池屋、コーケンフード&フレーバー、サイゼリヤ、学校法人埼玉医科大学、栄屋乳業、相模屋食料、サニープロダクツ、サラダクラブ、サンヨー食品、シー・アイ・シー、ジーニー、Ｊ－オイルミルズ、敷島製パン③、システナ、

湘建、一般財団法人食品環境検査協会、白子、新和コンピュータサービス、スイフトコミュニケーションズ、スタッフサービス・エンジニアリング、社会福祉法人聖隷福祉事業団、セブン－イレブン・ジャパン、ゼリア新薬工業、

ソリトンシステムズ、ソントン食品工業、タイヘイ、大和地所レジデンス、高梨乳業、タカラ食品工業、タケショー、中外製薬工業、ツムラ、ＴＴＣ、出前館、デリカエース、テンヨ武田、学校法人東京農業大学、東京めいらく（ス

ジャータ）、トオカツフーズ②、十勝大福本舗 東京工場・営業所、ドトールコーヒー、ドンク、日研フード、ニッコクソフト、日新化工、日清食品、日新製糖、ニッセーデリカ、日本通信サービス、日本ハム、日本ハムマーケテ

ィング、日本アルコール販売、日本システム技術、日本食品化工、一般財団法人日本食品分析センター、日本パリソン、日本ピグメント、にんべん、白十字、八天堂きさらづ、バローホールディングス、阪急クオリティーサポー

ト、ピアス、広島駅弁当、ファミリーマート、富士通エフサス、フジパングループ本社、ブルドックソース、ブルボン、プレコエムユニット、プレジィール、ベイシア、ベル・データ、朋和産業、ほづみ、マエダ薬品商事グループ、

マテリアル、マンナンライフ、ミス・パリ（ミス・パリ・グループ）、三井食品、三菱商事ライフサイエンス②、三菱食品、メリーチョコレートカムパニー、モランボン、森永乳業九州、山崎製パン②、山芳製菓、ユウキ食品、ユ

ーハイム、雪印メグミルク、ユニマットキャラバン、ヨックモック、ＲＩＺＡＰグループ、ライフサポート・エガワ、リクルートスタッフィング、理研ビタミン、良品計画、ローソン、ロッテ、渡辺オイスター研究所、渡辺パイプ、 

公務員（厚生労働省、防衛省 航空自衛隊、千代田区役所、横浜市役所②） 

＜栄養科学科＞ 

Ｉ＆Ｈ、医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院、アヤベ洋菓子、アルファコーポレーション、アンデルセン、ＥＰ綜合、イオレ、いなげや、岩塚製菓、ウェルパーク、ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ、エームサービス

③、エームサービスジャパン②、ＳＴＩフードホールディングス、ヱスビー食品、オリックス・ホテルマネジメント、学研ココファン・ナーサリー、カレルチャペック、キッコーマンソイフーズ③、CAPS、キャン、麒麟麦酒、くら

こんホールディングス、グリーンハウス、グリフィン、ｇｌｏｂａｌ ｃｈｉｌｄ ｃａｒｅ、社会福祉法人敬愛学園、ＫＳＫ、興和、学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学三田病院、ココカラファインヘルスケア②、さ

くらさくみらい②、サクラ食品工業、サラダクラブ、ＪＡＣ Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ、ＪＡ全農青果センター、ＪＡ全農ミートフーズ、学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院、シダックス③、学校法人自治医科大学 

自治医科大学附属病院、ジャパンファーム、ジャルロイヤルケータリング、一般財団法人食品環境検査協会、社会福祉法人星槎 ティンクル上野川保育園、生産者直売のれん会、西洋フード・コンパスグループ、セブン＆アイ・フ

ードシステムズ、ゼンショーホールディングス、仙波糖化工業、タイヘイ、椿本興業、東京サラヤ、トモズ③、ともにあーる、日清医療食品、日本新薬、日本ルナ、ピックルスコーポレーション、ヒューマンサポート、フジ産業、

富士産業、フタバ、ベネミール、社会福祉法人マザアス 特別養護老人ホームマザアス日野、馬渕商事、美高商事、明治、明治屋、医療法人財団明理会 明理会中央総合病院、山崎製パン②、ヤマザキビスケット、ヤマダイ食品、

公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院、横浜冷凍、吉野家、淀川食品②、ライクアカデミー、リクルートゼクシィなび、良品計画、ＬＥＯＣ⑤、レバレジーズ、ロイヤルホールディングス、ローソン、六曜社、自営①、

教員（さいたま市教育委員会）、公務員（東京都庁②、鴻巣市役所、相模原市役所、千葉市役所） 

 

【地域環境科学部】 

＜森林総合科学科＞ 

アクティオ、アストロン、足立成和信用金庫、アド・コマーシャル、アリス、内山緑地建設、エイブル、ＡＧＳ、SOD クリエイト、ＮＳＴ、応用地質、オーラルケア、岡山県森林組合連合会、片山ナルコ、賀茂地方森林組合、川崎

地質、君津信用組合、一般財団法人休暇村協会、九州技術開発、グラフィック、社会福祉法人グリーン、グロウ、ケイアイスター不動産、ケージーエム、兼六土地建物、国際航業、佐藤木材工業、三栄建築設計、サン・エム・シス

テム、シースリー、ＪＫホールディングス、ジオプランニング、静岡県森林組合連合会、篠原商店、柴田工事調査、清水銀行、就職先詳細不明、信興テクノミスト、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター、森林

テクニクス、水ｉｎｇ、杉本林業、住友林業クレスト③、住友林業緑化②、西武鉄道、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）、仙台味噌醤油、ダイヤコンサルタント、ＷＤＢ エウレカ社、多摩ケーブルネットワーク、タマホーム、

地域おこし協力隊、地域環境計画、中越パルプ工業、中国木材、つむぐむすぶカンパニー、鶴屋吉信、ＴＳＯｎｅ、ディーフレックス、東京パワーテクノロジー、東洋建設、藤和那須リゾート、トキハソース、図書館流通センター、

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、長野県信用組合、中林建設、奈良造園土木、西川広域森林組合、日健総本社、日特建設、日本製紙木材②、日本綜合建設、日本林業調査会、パーソルキャリア、八戸市森林組合、光、美

十（おたべグループ）、ファーストキャビン（202004 倒産）、ファイブイズホーム、フジアルテ、富士グリーンテック、物林②、プライフーズ、フリー工業③、ベネッセスタイルケア、ベルカディア、ホテルはまのゆ、ポラス、前

田工繊、マサル、松本コンサルタント、丸宇木材市売、みうら、ミスターマックス・ホールディングス、三井ホーム、三菱製紙、銘建工業、モンベル、山一林業、山崎製パン、ライト工業②、ライフランド、リックキッズ、レイス、

レンタルのニッケン、渡辺パイプ、自営①、教員（茨城県教育委員会、神奈川県教育委員会、佐賀県立中原特別支援学校、学校法人三幸学園、静岡県立天竜高校、千葉県教育委員会、東京都教育委員会②、山梨県教育委員会、横浜

市教育委員会）、公務員（林野庁③、神奈川県庁、群馬県庁、埼玉県庁②、静岡県庁、千葉県庁、山梨県庁②、伊勢原市役所、川崎市役所、佐久市役所、名古屋市役所、にかほ市役所、福生市役所） 

＜生産環境工学科＞ 

アイア、秋田銀行、井関農機、ウェルファムフーズ、エアポートメンテナンスサービス、永興電機工業、エイチフロンティア、エスイーアーキテクト、エヌ・エス・シー・エンジニアリング、ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ、Ｎ

ＴＴファシリティーズ中央、岡野造園、学情、関東建設工業、技研コンサル、協振技建、極東技工コンサルタント 東京本社、草野産業、グリーンメッセージ、ケーズブレインズ、さいたま農業協同組合（ＪＡさいたま）、サンワ

ーク、ＣＩＪ、ＣＩＪネクスト、敷島製パン②、ジャパン・コンピュータ・テクノロジー、就職先詳細不明、ＴＨＩＮＫフィットネス、スガノ農機、ストリーム、住友不動産販売、住友林業、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

②、全保連、宗教法人創価学会、第一テクノ、大和ハウス工業、タカキタ、高砂、都筑製作所、テイクス、テクニカル・ジィ、東亜建設工業、東海旅客鉄道（ＪＲ東海）、東京アライドコーヒーロースターズ、東京ガスパイプネッ

トワーク、東京水道サービス②、東京パワーテクノロジー、東鉄工業、トップ、トヨタホーム東京、ナカ工業、株式会ナビ設計、新澤醸造店、ニチレキ、日研トータルソーシング③、日東テクノブレーン、ＮＩＰＰＯ、日本工営、

日本国土開発、ネクスコ東日本エンジニアリング、農中情報システム、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、八州建機、早野組、東日本高速道路、日立ＩＣＴビジネスサービス、日立空調関東、日の丸交通、フクザワコー

ポレーション、フジタ、フジパングループ本社、フラワーオークションジャパン、古河林業、平成建設、前田建設工業、前橋市農業協同組合、丸和運輸機関、独立行政法人水資源機構、メタウォーター、雪印メグミルク、ユニカフ

ェ、夢みなみ農業協同組合、ランウェイ・エージェンシー、りんかい日産建設、ルートイングループ、ＬＥＯＣ、ＹＫＫＡＰ、自営①、教員（青森県立青森商業高等学校、熊谷市立妻沼東中学校、埼玉県教育委員会、相模原市立内

出中学校）、公務員（経済産業省、国土交通省、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、法務省 矯正局 佐賀少年刑務所、茨城県庁、神奈川県庁③、埼玉県庁②、静岡県庁②、千葉県庁②、新潟県庁、北海道庁、山

梨県庁、秋田市消防本部、足立区役所、厚木市役所、板橋区役所②、入間市役所、いわき市役所、江戸川区役所、大田区役所、鹿嶋市役所、坂戸市役所②、三条市役所、渋谷区役所、世田谷区役所、秦野市役所、武蔵野市役所、目

黒区役所、四日市市役所） 

＜造園科学科＞ 

アース環境サービス、愛植物設計事務所、アイダ設計、アイピー２１、淺川組、旭川生花市場、厚木市農業協同組合（ＪＡあつぎ）、あとらす二十一、AEVIC、有山造園、石勝エクステリア、井田千樹園、市川造園②、井上誠耕園、

茨城セキスイハイム、イビデングリーンテック、岩城、植彌加藤造園、ウスイホーム、内田緑化興業、内山緑地建設④、ＡＪＥＸ、エプソン販売、大田花き、花恋人、環境設計研究室、一般財団法人休暇村協会、共立メンテナンス、

グリーンアンドアーツ②、医療法人社団慶成会 よみうりランド慶友病院、越路ガーデン、小杉タイヤ販売、五洋建設、サザビーリーグ、サンコー、サンベルクスホールディングス、ＧＥＮＥＳＩＳ、島忠、就職先詳細不明、合資

会社春光園本社卸部、昭和造園土木、住商アグリビジネス、住友林業緑化③、西武造園②、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）、創建、そら植物園、大成ロテック②、太平洋クラブ、大和リース、タカショー、多野藤岡農業協同

組合、中電不動産、ディアーズ・ブレイン、DXC テクノロジー・ジャパン、東海旅客鉄道（ＪＲ東海）、東武緑地②、トランジェットジェネラルオフィス、ナテックス②、ニーズウェル、西東京農業協同組合（ＪＡ西東京）、日本道

路、日本総合住生活②、庭茂造園土木、ネオシステム、ネクスコ東日本エンジニアリング、箱根植木、パシコン技術管理、パシフィックゴルフマネージメント（ＰＧＭ）②、パスコ②、長谷川体育施設、長谷工リアルエステート、

長谷工リフォーム、八州、パルコスペースシステムズ、ＰＵＣ、ヒキダ、日比谷アメニス、日比谷花壇、ビューティ花壇、ヒロセホールディングス、福田造園土木、フジヤマ、プリンスホテル、古河林業、プレック研究所、文化環

境設計研究所、ボディセラピストエージェンシー、マネージビジネス、三井不動産リアルティ、メイテック、柳島寿々喜園、ヤマト科学、ＵＲコミュニティ、ＵＲリンケージ②、ユー花園③、ユニバーサル園芸社、横浜建設、公益

財団法人横浜市体育協会、ランドスケープハウス、ランドフローラ、理研グリーン、緑演舎、ワールドストアパートナーズ、自営④、公務員（林野庁、磐田市役所、大田区役所、小山市役所、金沢市役所、鎌倉市役所②、川崎市役

所、坂戸市役所、札幌市役所、世田谷区役所③、多摩市役所、千葉市役所、中央区役所、成田市役所、町田市役所） 

 

【国際食料情報学部】 



＜国際農業開発学科＞ 

アーク、ｉＤＡ、アクシージア、アクティオ、アマイ、一般社団法人家の光協会、一条工務店、イトウ製菓、いなとり荘、うかい、ＳＴＩフードホールディングス、エスパシオコンサルタント、エヌ・ティ・ティ・データ・フィナ

ンシャル・ソリューションズ、MK コーポレーション、大田花き、尾鈴農業協同組合、小田急電鉄②、鹿児島銀行、関東日本フード、ギークピクチュアズ、木徳神糧、ギャバン、キユーピー、共栄フード、協友アグリ、共和化工、

キリングループロジスティクス、近鉄ビルサービス、グッドグリーン、グリーンハウスグループ、神戸物産、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）③、御用聞き、サカタのタネ②、ザガット、シーユーシー、ジェイアール東海ツ

アーズ、ＪＡ全農ミートフーズ、資生堂プロフェッショナル、シャトレーゼ、ジャパンフード（ニッポンハムグループ）、ＪＡＬスカイ、ジョイックスコーポレーション、STAR CAREER、スターツホテル開発、スタッフサービス・エ

ンジニアリング、住友不動産販売、生活協同組合コープみらい、世田谷花き、セブン＆アイ・ホールディングス、セブン－イレブン・ジャパン、ゼンショーホールディングス、セントラル・フルーツ、綜合キャリアオプション、第

一生命保険、大和化成、大和ハウス工業、地域おこし協力隊、ＴＴＣ、電響社、東京あおば農業協同組合（ＪＡ東京あおば）、東京商会、東京食肉市場、ＴＯＫＹＯフレッシュ、東京ほくと医療生活協同組合、東京みどり農業協同

組合、東京みらい農業協同組合、東京ヤクルト販売、東洋冷蔵、凸版印刷、富山環境整備、長野県協同電算、新潟市農業協同組合、日新化工、日本ビジネスシステムズ、ネオキャリア②、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構、ハーベス、バッファロー、ハピラ、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム、ピカソ美化学研究所、ピックルスコーポレーション、兵庫六甲農業協同組合、ファーマインド、ファームドゥホールディングス、不二熱学工

業、フジパングループ本社、Fruitful sun vesta、ベジテック、ベネッセスタイルケア、本川牧場、まつおか、マリンフーズ、丸西産業②、ミツハシ、緑川化成工業、三好鉄工所、ヤオコー、大和川ファーム、ヤンマーアグリジャ

パン、ヤンマーアグリジャパン 関東甲信越支社、ＵＮＩＴＥＤ ＦＯＯＤＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ、よこすか葉山農業協同組合、横浜丸中青果、菱熱工業、ワークマン、ワイズテーブルコーポレーション、渡辺パイプ、

自営②、教員（東京都教育委員会②、福島県立相馬農業高等学校、ふじみ野市立大井西中学校）、公務員（東京税関、農林水産省、秋田県警察本部、神奈川県警察本部、長野県警察本部、山梨県庁、岡谷市役所、横浜市役所） 

＜食料環境経済学科＞ 

アウトソーシングテクノロジー、アドマップス、天野エンザイム、淡路日の出農業協同組合（ＪＡ淡路日の出）、イーストランドクリエイト、イーソル、イヴ・コーポレーション WORM TOKYO、一般社団法人家の光協会、いえらぶ

ＧＲＯＵＰ、イオンイーハート、イオンリテール②、ＩＸＩＯ、一菱製茶、いちよし証券、いつも．、イディアライズコーポレーション、伊予銀行②、ウェルファムフーズ、ＡＮＡ沖縄空港、ＡＮＡテレマート、ＡＬＨ、エノテカ、

ＦＴＧ Ｃｏｍｐａｎｙ、エルムジャパン、オオゼキ②、大塚化学、岡谷建材、オタフクソース、カクヤス、カネボウビューティカウンセリング、キスコフーズ、北日本新聞社、紀ノ國屋、キユーピー②、串カツ田中、クラウン・

パッケージ、栗原医療器械店、群馬銀行②、群馬トヨタ自動車、京急アドエンタープライズ、京葉銀行、ケーオー産業、ＧａｍｅＷｉｔｈ、神戸屋、コカ・コーラボトラーズジャパン、コグニビジョン、国分関信越、国分グループ

本社③、コニシ、学校法人埼玉医科大学、さかうえ、サザビーリーグアイビーカンパニー、サッポロライオン、三徳、サンドラッグ、三陽物産、シー・アイ・シー、ＪＲ東日本サービスクリエーション、七十七銀行、シマダヤ、Ｊ

ＡＬグランドサービス、庄内みどり農業協同組合、すかいらーくホールディングス、スズキ自販神奈川、スターティアラボ、スノーピーク、住友林業、生活協同組合コープみらい、成城石井、セブン＆アイ・フードシステムズ、セ

ラク、全国農業協同組合連合会 山梨県本部（ＪＡ全農山梨）、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）⑦、全日本食品、全農サイロ、全農チキンフーズ、全農パールライス、ＳＯＬＩＳ ｐｒｏｄｕｃｅ、第一生命保険、タイカ、

ダイショー 東京本社、大成ロテック、ダイドードリンコ、ダイフレックス、大和ハウス工業、中央化学、Ｄ２Ｃ、ＴＴＣ、ＴＤＣソフト、ＴＢＣ、デイリーはやしや、デリカフーズ、電光列車、天満屋、東京商工リサーチ、東京

青果②、東京青果貿易、東京中央農業協同組合(ＪＡ東京中央)③、東京都農業協同組合中央会、東洋、ＴＯＴＯ、ドクターシーラボ、ドコモＣＳ、外松、トモヱ乳業、内藤証券、永谷園、長野興農、ニコル、西原商会、日京クリエ

イト、日清商事、日本アクセス、日本製粉、日本ピュアフード、日本郵便、日本エクス・クロン、日本赤十字社 古河赤十字病院、日本調剤、日本ニューホランド、日本ハウスホールディングス、日本ビジネスデータープロセシン

グセンター、日本ユニカ・システムズ、ニューアート・シーマ、にんべん、農協観光、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、農林中央金庫、野口食品、バーチャレクス・コンサルティング、公益財団法人ハーモニィ

センター、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、ハニューフーズ、浜松ホトニクス、浜屋、林牧場、阪急交通社、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム、東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）②、ピックルスコーポレーション、

ファーストリテイリング、ファームドゥホールディングス、富士食品工業、藤田テクノ、フジパングループ本社、富士フイルムメディカル、フジフーズ、不二家、Ｐｌａｎ･Ｄｏ･Ｓｅｅ、ブルボン、プレビ、フロンティアインター

ナショナル、ベイクルーズ、ベジテック、北陸ガス、星野リゾート・マネジメント、北海道信用農業協同組合連合会（ＪＡバンク北海道信連）、ホビージャパン、ポラス、堀川産業、本多農園、マイナビ②、マミーマート、マルコ

メ、マルハチ村松、万田発酵、三菱食品②、ミヨシグループ、明治安田生命保険相互会社、メッセ・ゴー、メディセオ、桃屋、ヤオコー、ヤマダイ食品、山梨県民信用組合、山星屋、ユー花園、生活協同組合ユーコープ、横浜農業

協同組合（ＪＡ横浜）②、ライフコーポレーション 東京本社③、リクルートスタッフィング②、リコージャパン、リジョイスカンパニー、リゾートコスチューミングサービス、りそなホールディングス 東京本社、リンツ＆シュ

プルングリージャパン、ロイヤルダイニング、ワールドコーポレーション、ワールドリゾートオペレーション、自営⑥、教員（秋田県教育委員会）、公務員（林野庁、群馬県警察本部、警視庁、木祖村役場、世田谷区役所、田子町

役場、平塚市役所、美濃加茂市役所、山形市消防本部） 

＜国際バイオビジネス学科＞ 

アドバンサー、アベルコ、アライヴ、アルク、イオンリテール②、イグナイトアイ、井関農機、井田コーポレーション、イトーヨーカ堂、岩瀬歯科商会、インター・ベル、ウェブリオ、ＡＮＡケータリングサービス②、エヌ・ティ・

ティ・ビジネスアソシエ東日本、エラン、小田急商事、貝印、カストマシステム、カスミ、紀文食品、キユーピータマゴ、共立印刷、グローリー、廣記商行、国際産業技術、国分関信越②、国分グループ本社、小太郎漢方製薬、サ

カタのタネ②、相模屋食料、ザ・キャピトルホテル東急、サミット、三機化工建設、サントリービバレッジサービス、ジーエフシー、Ｊ．フロント リテイリング、シグマロジスティクス、静岡ガス、静岡銀行、ジャスミンタイレ

ストラン、就職先詳細不明②、昭産商事、地方公共団体情報システム機構、水郷つくば農業協同組合、スターゼン、ステージプランナー、StoryCrew、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）、ゼンショ

ーホールディングス②、仙台銘板、全農チキンフーズ、全農パールライス、全農ビジネスサポート、総合食品エスイー、ソフトウエア技術、第一生命保険、大和コンピューター、タケナカ、たちばな信用金庫、田村屋、チノー、千

葉みらい農業協同組合、ＣＨＩＮＴＡＩ、ディ・ポップス②、テクノ・セブン、デリカフーズ②、トゥインクル、東海澱粉、東罐興業、東京荏原青果、東京ガスリックリビング、東京スター銀行、東京青果②、東京玉子本舗、東京

むさし農業協同組合、東上ガス、ドーバー洋酒貿易、トキタ種苗、トラジ、トリドールホールディングス、ナカデン、名古屋青果、西尾レントオール、西原商会、ニチレイフレッシュ、日新、日本コムシス、日本オフィス・システ

ム、日本サンガリアベバレッジカンパニー、公益財団法人日本食肉流通センター、日本食研ホールディングス②、日本マタイ、ニュールック②、ネクステージ、野村證券、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、馬車道、パ

ワーソリューションズ、ビジネスブレイン太田昭和、ビッグモーター（ビッグモーターグループ）、日比谷花壇、ファーストリテイリング、二葉、物産フードサイエンス、FreeAirJapan、ブルボン、プレコフーズ、ベジテック、ベ

ルパーク、ポート、北海道乳業、マイナビ、マルイ、マルエツ、丸紅食料、三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス②、水戸農業協同組合（ＪＡ水戸）、宮崎県森林組合連合会、ヤマイシ、ヤマサ醤油、やまびこ、ユアサ商事、

ユーシーシーフーヅ、横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）、ライフコーポレーション 東京本社、レンティック中部、ローソン②、自営③、公務員（警視庁②、長野県警察本部） 

 

【生産産業学部】 

＜生物生産学科＞ 

秋葉牧場、あづみ農業協同組合（ＪＡあづみ）、アレフ、イオン北海道、石屋製菓、イワタニ・ケンボロー、一般社団法人上野村産業情報センター、エアウィーヴ、エー・エム・エル農業経営研究所、ＡＨＢ、ＡＮＡエアポートサ

ービス、エスアイシステム、遠藤農園、おとうふ工房いしかわ、オホーツク網走農業協同組合②、柿安本店、カナメ、グリーンズ北見、グレープストーン、建設環境研究所、コクサク、さかうえ、サン・エム・システム、三協ラボ

サービス、サンデリカ、三和、シムコ、新おたる農業協同組合、新東日本製糖、住田フーズ、住友林業、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）、駄菓子屋こまち、中国木材、DSS、出羽桜酒造、東京ガスパイプネットワーク、東京青

果、道路建設、トータリゼータエンジニアリング、常呂町農業協同組合、トミヤコーヒー、虎屋、西印旛農業協同組合、日穀製粉、日清食品、日清丸紅飼料、日本コンサルタンツ、日本ホワイトファーム、火の魂カンパニー、ヒュ

ーマンアカデミー、ファーマインド②、ファームドゥホールディングス、ファーム富田、農業法人深作農園、フルーツいしい、ブロードリーフ、穂海農耕、北開水工コンサルタント、北海道ハニューフーズ、堀川、マルイチ産商、

南東北クボタ、メイテック、盛岡日産モーター、ヤクルト本社、ﾔﾏｲﾉｳエﾝ、ヤマコ、ヤマダフーズ、ユー花園、雪国まいたけ、横浜丸中青果、ワークマン、ワイビィー、渡辺パイプ、自営⑤、公務員（防衛省 陸上自衛隊、北海道

庁③、横浜市役所） 

＜アクアバイオ学科＞ 

あがつま農業協同組合、アソウ・アルファ、イオンフォレスト、イオン北海道、イオンリテール、伊豆太陽農業協同組合（ＪＡ伊豆太陽）、ウィルオブ・ワーク、ウォーターエージェンシー、ＳＢＳリコーロジスティクス、オータ

ニ、おぎの農園、小津産業、角上魚類ホールディングス、京樽、グリーン近江農業協同組合、コーチョー、埼玉スバル、坂本飼料、サッポロドラッグストアー、サミット②、サングリン太陽園、シー・エス・エス、渋谷潜水工業、

スコープ、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さっぽろ、西武商事、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、仙台水産、大都魚類②、立川ブラインド工業、ＴＴＣ、テルモ、

東京ガスパイプネットワーク、東京めいらく（スジャータ）、東都水産④、常呂漁業協同組合、戸田フーズ、巴商会、日清丸紅飼料、一般財団法人日本モーターボート競走会、ハートランドフェリー、兵庫県漁業協同組合連合会、

兵殖、別海漁業協同組合、ホクモウ、北海道クボタ②、公益社団法人北海道栽培漁業振興公社、北海道信用漁業協同組合連合会、マルエツ、丸大サクラヰ薬局、マルハニチロ物流、陸奥テックコンサルタント、明豊、ヤクルト北北

海道、山本牧場、ヤヨイサンフーズ、米久、ローソン、自営①、公務員（防衛省 海上自衛隊、防衛省 陸上自衛隊、北海道庁） 

＜食品香粧学科＞ 

アイオス、アルプス、アレフ、あわしま堂、イービーエム、イカリ消毒、ＩＤＯＭ、ヴァーナル、ＳＳＫセールス、ＮＳファーファ・ジャパン、花王コスメプロダクツ小田原、カクヤス、ギャバン②、クオレ、クレアビジョン、ケ

イシイシイ、湖池屋、合食、コーケンフード&フレーバー②、コープ食品、コネクシオ、コメダ、相模屋食料、サプリメントジャパン②、四国明治、資生堂③、知床グランドホテル、シンジェンタジャパン、全国農業協同組合連合

会（ＪＡ全農）、タリーズコーヒージャパン、デリカシェフ、東京エーワン、東邦化学工業、東和フードサービス、トオカツフーズ、トキワ、長岡香料、長野日本ソフトウエア、学校法人中村学園 第二幸手幼稚園、ナチュラルガ

ーデン、ナックス、日本色材工業研究所、日本酒類販売、日本食研ホールディングス、日本表面化学、ノエビア、ファミリークッキングスクール、フィグラ、フジパン、物産フードサイエンス、プライムデリカ③、ホクト、ホシノ

天然酵母パン種、牧家②、北海道銀行、ホッカンホールディングス、真板学園、マリンフード、万田発酵、マンナンライフ、明利酒類、メッセ・ゴー、ヤクルト北北海道、ヤマザキビスケット、ユースキン製薬、雪印メグミルク、

陽進堂、横浜ポンパドウル、よつ葉乳業、ラッシュジャパン、リスの森、ロイヤルエンタープライズ、ローゼン、ロック・フィールド 

＜地域産業経営学科＞ 

旭川トヨタ自動車、アマゾンラテルナ、いすゞライネックス、ＩＺＵＭＩＹＡ、一条工務店、岩澤建設、ＡＩＲＤＯ、エイト、ＡＮＡ福岡空港、ＳＭＢＣ日興証券、大森淡水、オホーツク網走農業協同組合、カスミ、カナフレック

スコーポレーション、カネカ食品②、社会福祉法人欣彰会、クスリのアオキ、ＫＳＰ、ゲンキー、札幌映像プロダクション、サッポロドラッグストアー、サラダクラブ②、税理士法人シー・エス・エス会計、ＪＲ東日本フーズ、斜

里町農業協同組合、湘南信用金庫②、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）②、全国酪農業協同組合連合会、十河サービス、第四北越フィナンシャルグループ、ダイユーエイト、大和ハウス工業、地域おこし協力隊②、千葉信用金



庫、筑波銀行、津田商店、ディーピーティー、東光鉄工、道東アークス、ＴＯＴＯエムテック、富田薬品、中標津町農業協同組合、長野県連合青果、中山商事、西原商会、日本ホワイトファーム、日本郵便、日本通信サービス、ネ

クスコ東日本トラスティ、パクテラ・コンサルティング・ジャパン、はま寿司、東日本三菱自動車販売、ＢｉｚＰｌａｔｆｏｒｍ、ビッグモーター（ビッグモーターグループ）、備後漬物、笛吹農業協同組合、ベクトル、ホクサン、

北海道漁業協同組合連合会、北海道ハニューフーズ、Marvy Jack、マーキュリー、丸小青果、メイク、山崎製パン②、山津水産、ヤンマーアグリジャパン 関東甲信越支社、ユニバース、リジョイスカンパニー②、リテールシステ

ムサービス、ルネサンス、六花亭製菓、Ｙ．Ｗ．Ｃ．、自営②、公務員（防衛省 航空自衛隊、兵庫県庁、川口市役所） 


