2018 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＞
アイアグリ、赤城乳業、旭化成、旭化成アミダス、あづみ農業協同組合、彩ファーム、アルファイノベーション、アンテスグループ、伊藤園、伊藤ハム、いなげや、いるま野農業協同組合、インフォメーションサービスフォース、
ウエニ貿易、ウェブアイエックス、宇都宮農業協同組合、エア・ウォーター・ゾル、エーツー、エー・ピーカンパニー、エクスウェア、ＮＴＴ東日本－南関東、ＮＰＯ法人おいらせサポートハウス K の家、王将フードサービス、
大井川農業協同組合、オーバル、小田急電鉄、貝印、花郷園、カスミ、片倉コープアグリ、カネコ種苗②、上伊那農業協同組合、軽井沢サラダファーム、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、関東甲信クボタ、共同エンジニア
リング、公益財団法人京都市環境保全活動推進協会、清田工業、近畿日本ツーリスト首都圏、京浜急行電鉄、ケーオー産業、ケーヨー、ケンジ、小池勝次郎商店、甲羅、コナカ、コメリ、コンセプトアンドデザイン、埼玉県農業
協同組合中央会、佐賀県農業協同組合、さくら情報システム、サザビーリーグアイビーカンパニー、サラダクラブ、サンイン技術コンサルタント、三英食品販売、三誠、シー・アイ・シー、ＪＡ全農たまご、JA 高崎ハム、ＪＡ全
農青果センター、ジェイカムアグリ、ジェーピーエス製薬、敷島製パン、静岡市農業協同組合、掲載不要②、正栄食品工業、白崎コーポレーション、白山ａｉファーム、白ハト食品工業②、新宿高野、新世、スギ薬局、スターゼ
ン、住商アグリビジネス、住友林業クレスト、正和商事、有限会社 石葉、セブン＆アイ・フードシステムズ、全国農業協同組合連合会⑤、ゼンショーホールディングス、全農パールライス、ソラマス・ソフトウェア・サービス、
損保ジャパン日本興亜、太子食品工業、ダイユーエイト、大和、タカミヤ、タカヤマケミカル、タカラ・エムシー、ＷＤＢ、千葉窯業、中外製薬工業、長印、翼工業、ＴＯＳＩファーム、テイケイワークス東京、デイリーフーズ、
テヅカ、公益財団法人鉄道弘済会、デリカフーズ、東一川崎中央青果、東京神田青果市場、東京青果②、東京千住青果②、東京特殊電線、学校法人東京農業大学、東京不動産管理、東京むさし農業協同組合、東京めいらく、東都
生活協同組合、トーホー、栃木プロジェクトプロ、トライアングル、長野県連合青果、新潟クボタ、日研トータルソーシング、日本アクセス、日本データサービス、野沢園、パーソルキャリア、ピー・エス・コープ、農事組合法
人ひがし、美十、日立自動車交通、ＶＳＮ、福岡大同青果、富士植木、フジコー、船昌、プライムデリカ、フロンテック、ベイシア、ベジテック、ベルフラワー、医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院、マクロミル、マハタ、ま
るか食品②、丸西産業、丸山製作所、ミキモト、ミツバ、三菱マヒンドラ農機、三ツ和、ミヨシグループ、ミヨシ油脂、メットライフ生命保険、メルスモン製薬、有限会社山梨フルーツライン、ヤヨイサンフーズ、ヤンマー、ヤ
ンマーアグリジャパン②、ユー花園、生活協同組合ユーコープ、ＵＣＣ上島珈琲②、横浜植木②、横浜ポンパドウル、横浜丸中青果④、横山香料、リカー・イノベーション 、理研ビタミン、農業生産法人リコペル、レジェンド・
アプリケーションズ、ロック・フィールド、渡辺パイプ、自営⑪、教員（岐阜県教育委員会、群馬県教育委員会、島根県教育委員会、栃木県教育委員会、和歌山県教育委員会）、公務員（農林水産省③、大分県庁、警視庁、埼玉県
警察本部、埼玉県庁②、東京消防庁、徳島県庁、新潟県庁、福島県庁、和歌山県庁、愛西市役所、成田市消防本部、南相馬市役所）

いだ与勝、美らイチゴ、パラダイスプラン、ビリーバー、星野リゾートグループ、真嘉牧場、まさひろ酒造、宮平乳業、ワタリ、自営⑦、教員（沖縄県教育委員会）、公務員（農林水産省、沖縄県庁、宮古島市役所）

＜畜産科＞
赤城乳業、朝霧メイプルファーム有限会社、アスコ、アニコム損害保険、アマイ、アミーゴ②、イシダ、イセファーム、伊藤忠飼料、イトーヨーカ堂、イワタニ・ケンボロー、インターファーム、ウェルファムフーズ、榮太樓總
本鋪、エームサービス、エスフーズ、江田商会、エフェクトプラン、ＭＴＧ、おうみ冨士農業協同組合、オハヨー乳業、独立行政法人家畜改良センター、兼松アグリテック、ＮＰＯ法人カビ相談センター、鎌倉ハム富岡商会、関
東日本フード、北宗谷農業協同組合、北見酪農ヘルパー利用組合、キユーピー②、キユーピータマゴ、共立製薬、クオール、Cucina Siciliana Il Ficodindia、グラスト、グランドワンファーム、クリーブ、グローバルピッグフ
ァーム、KSK、コジマ コジマ動物病院、ゴディバジャパン、相模ゴム工業、三共消毒、三内丸山遺跡、ジーエスエレテック、ＣＫＤ、ジェイイーティファーム、ＪＡ全農ミートフーズ、ＪＡ中春別酪農ヘルパー利用組合、ＪＶＣ
ケンウッド、ジェー・アイ・ピー、静岡県経済農業協同組合連合会、システム設計事務所、シムコ、社台ファーム、医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック、昭和産業、白石食品工業、全国農業協同組合連合会②、
全国酪農業協同組合連合会、ゼンチク販売、ソフトウエア情報開発、第一屋製パン、高梨乳業、有限会社谷口ファーム、ダブリュ・アイ・システム、ＷＤＢ、ＴＢＳスパークル、東急ハンズ、東京食肉市場②、東京団地倉庫、東
京ビジネスサービス、東京めいらく、藤和那須リゾート、豊島屋、トレジャー・ファクトリー、永谷園、なとり、成田牧場、西多摩農業協同組合、日興ビジネスシステムズ、ニッセーデリカ、日本情報産業、日本ハム②、日本交
通、公益社団法人日本食肉格付協会、独立行政法人農畜産業振興機構、ノベルズ、馬場飼料、有限会社 バブコックスワイン・ジャパン、林牧場、原田、パルシステム生活協同組合連合会、パレス化学、日山畜産、ファーストフ
ーズ、ファスマック、ファロスファーム、フードリンク②、有限会社ブライトピック、プライフーズ、フリーデン③、プリマハム②、プリモ動物病院、ベイシア、ほくさい農業協同組合、ホシザキ湘南、ホシザキ東京、マルサン
アイ、マルハン、丸美屋食品工業、有限会社瑞穂農場②、三菱食品、宮城県農業共済組合、ミヤリサン製薬②、ZAFT ムラセファーム、明治フレッシュネットワーク、メガネトップ、守山乳業、モンテール、ヤオコー②、山崎製パ
ン、ユーエックス・システムズ、ユーラシア旅行社、雪印種苗、ユニマットライフ、米久②、リンツ＆シュプルングリージャパン、One's Life ホーム、自営⑤、教員（高知県教育委員会、東京都教育委員会）、公務員（農林水産
省③、神奈川県警察本部、岐阜県庁、高知県庁、千葉県庁、坂戸市役所、静岡市役所）

＜バイオセラピー学科＞
アウトソーシングテクノロジー、アコーディア・ゴルフ、アペックス、アライブメディケア、イケヒコ・コーポレーション、石光商事、井田コーポレーション、一菱製茶、インターズー、ヴィームスタジアム、ＡＨＢ②、ＡＮＡ
エアポートサービス、ＳＢＳロジコム、エルザクライス、カインズ⑤、カナカン、カネコ種苗、関東日本フード、キャン、キューサイ、キユーソー流通システム、クレス、グロウ、ケイパック、ケーヨー、医療法人社団元気会 横
浜病院②、コーナン商事、ココスジャパン、コムテック、さがみ農業協同組合、有限会社狭山乗馬センター、三井化学アグロ、サンワテクノス、シーボン、自然教育研究センター、下野農業協同組合、ジャペル、シュッピン、ジ
ョイフル本田、社会福祉法人翔の会、常陽銀行、スマートキッズ、住友林業緑化、生活協同組合コープみらい、積水ハウス、全国農業協同組合連合会、セントラルフーズ、全農チキンフーズ、ソフマップ、大正製薬、ダイドービ
バレッジサービス、タップ、地域環境計画、中央観光、千代田金属工業、ツクイ、ＴＳＵＣＨＩＹＡ、ティクス、テクノプラン、テクノプロ テクノプロ・デザイン社、テンアライド、社会福祉法人天竜厚生会、東海自動車、東
京サンライズアニマルケアセンター、トウ・ソリューションズ、どうぶつむら、東北銀行、東北ミサワホーム、鳥羽水族館、とぴあ浜松農業協同組合、公益財団法人富山市ファミリーパーク公社、トラストガーデン、成田国際空
港、日能研、日産部品中央販売、ニッセーデリカ、日本郵政グループ、日本全薬工業②、花キューピット、花巻農業協同組合、林産業、原田、半導体エネルギー研究所、Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社、日比谷花壇②、ひょうたん
や、ふくしま未来農業協同組合、富士通アプリケーションズ、富士薬品、フジヤマ、芸能事務所 BLUE ROCE、ベネッセスタイルケア、星野リゾートグループ、ポタジェガーデン、ホテル泉慶、摩周湖 川湯パーク牧場、松本商会、
丸善ジュンク堂書店、武蔵野、学校法人名進研学園 名進研小学校、メイワパックス、メタテクノ、メディプラス、生活協同組合ユーコープ、雪印メグミルク、ユニバーサル園芸社、ユニマットリック②、学校法人横須賀学院、
ランフリー、ルートイングループ、ルームワン、ロイヤルホームセンター、自営②、教員（神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会）、公務員（愛知県庁、五泉市役所、横浜市役所）

【応用生物科学部】
＜バイオサイエンス学科＞
ＩＳＯ総合研究所、アイ・エス・ビー、アイティフォー、アイネス、アウトソーシングテクノロジー、アジアンリンク、味の素コミュニケーションズ、ＡＤＥＫＡクリーンエイド、アドバンテック、アピ、アレフ、アワードシス
テム、イセ食品、伊藤忠食糧、ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＶＥＬ、植松商事、榮太樓總本鋪、エーザイ、NTT データ・イントラマート、ＮＴＴデータＳＭＳ、ＬＳＩメディエンス、大田花き、オリンパスメディカルサイエンス販売、か
ながわ西湘農業協同組合、カネコ種苗②、河合塾進学研究社、河内屋、川光物産、紀文食品、キユーピー、クノール食品、コスメテックスローランド、有限会社五領ヶ台ガーデン、さくらウィメンズクリニック、産業振興、参天
製薬、ジーエルサイエンス、シミック、湘南ゼミナール、スズケン、スターフライヤー、スピードリンクジャパン、ゼリア新薬工業、センコー 東京本社、ゾフ、ソフィーナビューティカウンセリング、第一屋製パン、大輝、大
東建託グループ、大日本除虫菊、タカラ食品工業、タキイ種苗、ダリア、ツムラ、ＴＤＣソフト、東京海上日動システムズ、医療法人社団桐杏会 メディカルパーク湘南、東京めいらく、東芝機械、東邦物産、トータス、トーホ
ー、トキタ種苗、トライアングル、日本クッカリー、日本コムシス、日本製粉、日本ハムファクトリー、日本郵政インフォメーションテクノロジー、日本色材工業研究所、日本食品化工②、日本製薬、ノベルズ、ハーゲンダッツ
ジャパン、パーソルキャリア、濱田精麦、ＰＡＬＴＡＣ、バルテス、パレクセル・インターナショナル、フィッツコーポレーション、富士フレーバー、船昌商事、プリマハム、ブルボン、ベストライフ、ベンダーサービス、丸善
食品工業、三菱プレシジョン、ミヤリサン製薬、メビウス製薬、モランボン、山崎製パン、ヤマト科学、リーテム、レバレジーズ、ワールドインテック、自営、公務員（昭島市役所）

＜生物応用化学科＞
アイコン・ジャパン、アクトインフォメーションサービス、味の素コミュニケーションズ、味の素冷凍食品、アダストリア、アトムメディカル、アペックス、アリアケジャパン、イオンリテール、イクタツ、ＩＤＯＭ、インテリ
ム、エイツーヘルスケア、ＡＮＡシステムズ、ALH、ヱスビー食品、エヌアイ情報システム、ＮＨＣ、大田花き、大塚製薬、オープンストリーム、小川香料、加藤産業、カネコ種苗、キーコーヒー、ＫｅｅＰｅｒ技研、キッコーマ
ンソイフーズ、キャメル珈琲、キユーピー、キユーピータマゴ、共栄フード、崎陽軒、清田産業、銀座アスター食品、グリコ千葉アイスクリーム、クリニコ、ケーオー産業、ケンコーマヨネーズ②、合同酒精、コーケンフード&フ
レーバー、国際自動車、小久保製氷冷蔵、サムシングホールディングス、サラダボウル、サンヨー食品、サン・ライズ・システムズ、ＣＤＳ、春雪さぶーる、ショウエイ、正栄食品工業、昭和産業、新日本科学ＰＰＤ、スターゼ
ン、スタイルズ、全国共済農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会、タイショーテクノス、大東カカオ、高田香料、タキイ種苗、DXC テクノロジー・ジャパン、東京めいらく、ナリカ、ニチバン、日研ザイル、日新化工、日
清ヨーク②、ニッセイ商事、日本製粉、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、日本ベクトン･ディッキンソン、ハーゲンダッツジャパン、パル、ピアス、Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社、ＢＭＬフード・
サイエンス②、ピックルスコーポレーション、ビッグローブ、兵庫六甲農業協同組合、ファーストフーズ②、ファンケル、福井村田製作所、不二サッシ、富士通アドバンストエンジニアリング、富士フイルム和光純薬、冨士森永
乳業、ベネッセスタイルケア、ベルフラワー、マイクロン、丸和バイオケミカル、ミサワホーム、水澤化学工業、みすずコーポレーション、Ｍｉｚｋａｎ、三菱商事ライフサイエンス、明治、メディセオ、ヤクルト本社②、安田
倉庫、山崎製パン、雪印メグミルク②、横浜丸中青果、吉川水産、吉田、理研香料ホールディングス、臨海、自営、教員（学校法人福岡海星女学院、宮城県教育委員会）、公務員（厚生労働省③、長野県庁、大井町役場）

＜醸造科学科＞
IVS41、秋田銘醸、アクアパルス、味の素コミュニケーションズ、味の素冷凍食品、アフラック生命保険、アミュード、イクタツ、インテリム、ヴィノスやまざき、有限会社ヴィルゴビール、梅一輪酒造、梅乃宿酒造、エステー、
ＮＪＳ、エノテカ、エム・シー・フーズ、カインズ、カクヤス、カゴメ、河内屋酒販、黄桜、キッコーマン食品②、キユーピー、キユーピー醸造②、共同フレイターズ、旭東化学産業、極洋、麒麟麦酒、クノール食品②、グリー

ンハウスグループ、クリニコ、ケイ・システム、京葉興業、ケンコーマヨネーズ、コーセツコンサルタント、コカ･コーラボトラーズジャパン②、小山本家酒造、ゴリップ、コロワイドＭＤ、sizebook、財団法人材料科学技術振興
財団、坂城葡萄酒醸造、サティス製薬、サンフレッセ②、ジェノスグループ、四季（劇団四季）、シグマクレスト、車多酒造、昭和興産、白ハト食品工業、新進、新日本ウエックス、新東日本製糖、成城石井、全国農業協同組合連
合会、総合水研究所、第一屋製パン、太三機工、高梨乳業②、宝醤油②、瀧自慢酒造、タマ化学工業、中国醸造、月島機械、ＤＫＳＨ ｊａｐａｎ、ＤＹＭ、テーブルマーク、デリア食品、デリカフーズ、トオカツフーズ、ドー
バー洋酒貿易、豊島屋②、ドルチェ、ドンク、トントン、鍋店、有限会社二軒茶屋餅角屋本店、日仏商事、日星産業、日本アルコール販売、日本酒類販売、一般財団法人日本食品分析センター②、日本ゼトック、日本炭酸瓦斯、
にんべん、バイトルヒクマ、ハウスオブローゼ、白鶴酒造、パナソニック、ＢＭＬフード・サイエンス、東日本旅客鉄道②、ピックルスコーポレーション、富士食品工業、フジパングループ本社、フジミック、冨士森永乳業、不
二家、船橋屋、ブルドックソース、プレミアムウォーター、本田技研工業、マンズワイン、御祖酒造、みたけ食品工業、三井食品、Ｍｉｚｋａｎ Ｊ ｐｌｕｓ ｈｏｌｄｉｎｇｓ、三菱食品、ムラタ計測器サービス、モーリン
化学工業、桃屋、モンテローザ、ヤオコー、柳屋本店、ＵＨＡ味覚糖、雪印メグミルク、吉田酒造店、ヨックモック、米久デリカフーズ、ライトウェル、リクルートスタッフィング、りそな銀行、公務員（群馬県警察本部、埼玉
県警察本部）

＜食品安全健康学科＞
アールエスエス、赤城乳業、旭食品、アドバンテック、アリアケジャパン、アンテスグループ、イースト、池袋えざきレディースクリニック、エイチ・エル・シー 東京本社、エスアールエル、ＭＤＩ、大塚商会、大塚製薬、小
倉ホールディングス、加藤産業、カネカサンスパイス、亀田製菓、カワタキコーポレーション、関越物産、関西グリコ、菊池食品工業、キッコーマン食品、キユーピー、旭洋、グッドマン、クノール食品、グリーンメッセージ、
グレープストーン、ゲイン、コカ･コーラボトラーズジャパン②、コタ、コンフェックス、さくらケーシーエス、サッポロビール、サラダクラブ②、SALTO、三協食品工業、サンプラネット、ＪＷＥＢＧＡＴＥ、シェフォーレ、敷
島製パン、シジシージャパン、システム・クリエート・センター、資生堂③、シマダヤ、ジャステック、シュクレイ、鈴与、スタッフサービス、世田谷自然食品③、全国農業協同組合連合会、ゼンショーホールディングス、全農
ハイパック、損害保険ジャパン日本興亜、第一生命保険②、大藤、タイトー、大丸松坂屋百貨店、高島屋、タカ・ダンスファッション、中外食品、ＴＴＣ、テーブルマーク、デリア食品、デリカフーズ②、デンカポリマー、東急
モールズデベロップメント、東京あおば農業協同組合、東邦銀行、東洋水産、日清医療食品、日清製粉グループ本社、新田ゼラチン、日本クッカリー、日本製粉、日本ピュアフード、日本郵便、日本ハムビジネスアソシエ、パー
ソルテクノロジースタッフ、パーソルテンプスタッフ、ビアンネ、東日本旅客鉄道、日立ビルシステム、ピックルスコーポレーション、ファーマインド、ファミリーマート、富士食品工業、富士通エンジニアリングテクノロジー
ズ、フジパングループ本社、フジフーズ、不二家、ホクレン農業協同組合連合会、星野リゾート・マネジメント、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ、丸善食品工業、三菱商事ケミカル、三菱食品②、三菱電機ライフネットワー
ク、三菱ＵＦＪ銀行、未来、ミルボン、武蔵野、明治屋、MED Communications、メビックス、ＭＯＡ、物語コーポレーション、ヤクルト本社、山崎製パン④、ヤマザキビスケット③、山手冷蔵、雪印メグミルク、ユニカフェ、米
久、ライフコーポレーション 東京本社、ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、リンガーハット、リンツ＆シュプルングリージャパン、ＬＥＯＣ、レバレッジ、ローソン、ロック・フィールド②、わらべや日洋、公務員（東
京都庁②、我孫子市役所、大田区役所、仙台市役所）

＜栄養科学科＞
アートチャイルドケア、赤城乳業、アダストリア、アルファコーポレーション②、イーピーエス、いなば食品、ＩＭＳグループ②、ウエルシア薬局②、エームサービス②、江崎グリコ、エスエスケイフーズ、オープンリソース、
学研ココファン・ナーサリー、加藤産業、かね貞、上六ッ川内科クリニック、キッコーマンソイフーズ、協同乳業、銀座コージーコーナー、グリーンハウス②、クリニコ、国分首都圏、CO-CO training、国家公務員共済組合連合
会 虎の門病院、サイゼリヤ、ジャルロイヤルケータリング、シルバーライフ、シンフォキャンバス、水ｉｎｇ、スギ薬局②、セブン＆アイ・フードシステムズ、ソシエ・ワールド、タイヘイ、高梨乳業、デリア食品、デリカフ
ーズ、学校法人東京農業大学、東都生活協同組合、トオカツフーズ、トラストファーマシー、ドルチェ、学校法人日本医科大学 日本医科大学付属病院、日本スポーツ科学、日本生活協同組合連合会、日本ゼネラルフード、日本
保育サービス②、ハブ、美十、社会福祉法人聖会 大曽根コスモス保育園、日立社会情報サービス、ＨＩＴＯＷＡキッズライフ、日野市立病院②、ファミリーマート②、富国生命保険相互会社、フジ産業、不二製油、富士薬品、
フロンティアフーズ、ベイシア、ベジテック、マミーズエンジェル、マリンフード、マルエツ、美高商事、明治、明治屋、明治安田生命保険相互会社、メディカルフィットネスラボラトリー、メドケア、メフォス、モード・プラ
ンニング・ジャパン②、物語コーポレーション、守山乳業、薬樹、生活協同組合ユーコープ、社会福祉法人ゆうゆう 日暮里保育園、ライクアカデミー、ＬＥＯＣ⑨、社会福祉法人檸檬会 レイモンド調布保育園、ワールドイン
テック、教員（さいたま市立辻小学校、東京都教育委員会）、公務員（神奈川県庁、東京都庁③、印西市役所、富士市役所）

【地域環境科学部】
＜森林総合科学科＞
アールシーソリューション、あいおいニッセイ同和損害保険、アイティシステム、アステム、イオンリテール、ｉＸＩＴ、院庄林業②、うぃるこ、ウッドワン、永和、ＮＴＴデータＳＭＳ、エムエルアイ・システムズ、応用地質、
オピカ、カーリットホールディングス、木下工務店、木村植物園、一般財団法人休暇村協会、共同紙工、グリーンエルム、グリーン産業、京王電鉄、国土緑化、埼玉植物園、佐賀銀行、佐藤造園、サミット、サンドラッグ、シナ
プスイノベーション、島忠、下仁田町森林組合、秀光、昭和石材工業所、白ハト食品工業、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所、STAR CAREER、スタッフサービス②、住友林業フォレストサービス②、住友林業
ホームテック、住友林業緑化、住友林業レジデンシャル、関家具、セントラルリース、大学生活協同組合グループ、大三商行、タキイ種苗、竹中土木、玉野総合コンサルタント、千葉県森林組合、中央送電工事、中部測量、寺岡
精工、東京水道サービス、東京地下鉄、東興ジオテック、戸田建設、トッパンコミュニケーションプロダクツ、巴山組、トヨタＬ＆Ｆ群馬、中林建設、日研トータルソーシング、日特建設、日本製紙木材②、ニトリ、日本交通、
日本省力機械、一般社団法人日本森林技術協会、財団法人日本相撲協会、農業総合研究所、ノジマ、秦野市農業協同組合、花の海、東日本旅客鉄道③、桧家住宅、美容経済新聞社、広島建設、ファームドゥ、ＶＳＮ、富士ソフト
③、古河林業②、北三、丸玉木材、丸紅ＩＴソリューションズ、丸和林業、みずほ証券、武蔵野、銘建工業、やまびこ、ユーベック、社会福祉法人はるか ライクホームはるか、ライフコーポレーション 東京本社、リコージャ
パン、臨海、レンタルのニッケン③、渡辺パイプ、自営⑤、教員（青森県立三本木農業高等学校、学校法人エスコラピオス学園 海星中学・高等学校、さいたま市立土合小学校、東京都立石神井特別支援学校、鈴鹿市立牧田小学
校）、公務員（経済産業省、林野庁②、茨城県庁、岩手県庁、埼玉県警察本部、埼玉県庁、千葉県庁、東京都庁、富山県庁②、北海道庁、山梨県庁、足利市役所、鹿沼市役所、江東区役所、十津川村役場、長野市役所、広島市消防
局、横浜市役所）

＜生産環境工学科＞
アイテル、アセットナビ、安藤・間、イーケーエレベータ、井関農機、伊万里市農業協同組合、ＡＳＣ ＨＲ Ａｇｅｎｔ、エコラル、ＳＭＳデータテック、ＮＴＣコンサルタンツ、ＮＴＴコムエンジニアリング、カワサキ機工、
医療社団法人一白会菊地脳神経外科・整形外科、木村農産商事、共和コンクリート工業、クボタ工建、グランディハウス、群馬県土地改良事業団体連合会、京王建設、計画エンジニヤリング②、社会福祉法人高水福祉会、鴻池組、
コシダカ、埼玉県土地改良事業団体連合会、サココンサルタント、サタケ、佐田建設、三機工業、サンデリカ、シー・アイ・シー、四国旅客鉄道、ジョーニシ、ショーボンド建設、信越測量設計、生活の木、成城石井、千石、ゼ
ンショーホールディングス、第一情報システムズ、第一テクノ②、ダイキアクシス、テーブルマーク、テックファームホールディングス、鉄建建設、東海旅客鉄道、東京ガスリビングライン、東京水道サービス②、東京セキスイ
ハイムグループ、東京千住青果、東京中央農業協同組合②、東京都下水道サービス、東京パワーテクノロジー②、東ハト、トーヨーエネルギーファーム、トレック・ジャパン、奈良機械製作所、ＮＩＰＰＯ②、日本製紙クレシア、
日本電気通信システム、日本マニュファクチャリングサービス、日本ギア工業、日本工営②、沼津中央青果、ネクスコ東日本エンジニアリング、野村證券、はなまる、ピアズ、東日本旅客鉄道、日立システムズ、びびあっぷ、フ
ァーマインド、富士電機ＩＴセンター、富士フィルムロジスティックス、フジミック、フジヤマ②、フソウ、ベネッセスタイルケア、放送技術社、ボードルア、松山、丸山製作所、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、みのる産
業、宮崎県経済農業協同組合連合会、山口県土地改良事業団体連合会、ヤンマー、ＵＴコンストラクション、ユニテック、ラックランド、レーベンコミュニティ、教員（江戸川区立篠崎中学校、学校法人聖望学園 聖望学園中学
校高等学校、福島県立相馬農業高等学校）、公務員（国土交通省②、農林水産省、青森県庁、茨城県庁②、埼玉県庁、静岡県庁、千葉県庁②、東京都庁、栃木県庁、長野県庁、新潟県庁②、宮城県庁、葛飾区役所、品川区役所、杉
並区役所、中央区役所、中津市役所、飯能市役所、茂原市役所、横須賀市役所、横浜市役所③）

＜造園科学科＞
有限会社愛美林、秋田銀行、アドソル日進、生駒植木、石勝エクステリア、市川造園、イビデングリーンテック②、今泉造園土木、岩間造園、ウィズ・ワン、梅田園、ＦＪネクスト、ＭＳＰＣ、ＯＳＫ、小倉造園、有限会社小田
原植木、有限会社落合ハーブ園、オフィスショウ、オプティム、開発技建、鹿島道路、加勢造園、環境デザイン研究所、九州林産、グリーンアンドアーツ③、栗山造園、グンゼ、ゲイン、建設環境研究所、一般財団法人公園財団、
国際開発コンサルタンツ、国土緑化、ゴトウ花店、コトブキ、コナカ、サンドラッグ、サンリバー、ＪＲ東日本ステーションサービス、ジェイカムアグリ、ジオリゾーム、自分未来きょういく、ジャービス商事、湘南造園、昭立
造園、ジンズ、新都市ライフホールディングス、住友林業緑化③、有限会社清香園、セキスイハイム東海、セントラル・フルーツ、創和測量コンサルタンツ、DAISHIZEN、大和ハウス工業、タカショー、高田造園設計事務所、多摩
ケーブルネットワーク、タリスマン、地崎道路②、中央開発、DSP、ディグイン、テクノプロ・コンストラクション、東京都住宅供給公社、東京むさし農業協同組合、東武緑地②、ナカ工業、中日本ハイウェイ・メンテナンス中央、
ニコライバーグマン、日本道路、日本エスコン、日本航空、日本通信サービス、日本テクノ、日本ビジネス開発 東京本社、パーク・コーポレーション、箱根植木③、パシフィックゴルフマネージメント、80 円焼鳥ナポレオン、
ハリマビステム、ビーウィズ、ビー・ワイ・オー、東日本旅客鉄道、日立システムズ、人の森、日比谷アメニス②、ビューティ花壇、ヒューマンライフケア、V ヴィズリア、富士植木、富士かやぶき建築茅吉、フジタ、古河林業、
プレック研究所、マイナビ、前田道路、マキシヴ、間瀬コンサルタント、ムラヤマ、山梅造園土木、農事組合法人山崎農場、山万、ＵＲリンケージ②、ユー花園③、ユニリタ、吉田、リベルテ、竜巧社ネットウエア、自営④、教
員（千葉県教育委員会）、公務員（神奈川県庁、京都府庁、群馬県警察本部、埼玉県庁、東京都庁、山梨県庁、足立区役所、川口市役所、杉並区役所、台東区役所、秩父市役所、横浜市役所）

【国際食料情報学部】
＜国際農業開発学科＞
アークテック、青山商事、秋本食品、アグリゲート、厚木市農業協同組合②、ＡＤＥＫＡクリーンエイド、あぶくま信用金庫、伊藤忠食品、イトーヨーカ堂、社会福祉法人永寿荘、エイチ・アイ・エス、エービーシー・マート、
エスイーワーク、ＳＢＳフレック、荏原製作所、エム・エス・ケー農業機械、エンバイオ・エンジニアリング、オーシャン貿易、大田花き②、開発肥料、海澤農園、片倉コープアグリ、金沢市農業協同組合、カネコ種苗②、カバ
ヤ食品 東京本社、上勝開拓団、九州屋、クスリのアオキ、クロスシステムサービス、ＫＳＫ、ケーオー産業、ゲンキー、国立大学法人神戸大学 医学部、小堺化学工業、コナカ、コムチュア、サカタのタネ③、サガミホールデ
ィングス、サティスファクトリー、産業振興、シー・アイ・シー、ＪＲ東日本ビルテック、ＪＡ全農たまご、ＪＡ物流かごしま、ジェイカムアグリ、情報システム工学、昭和、ジンズ、社会福祉法人進和学園、公益社団法人青年
海外協力協会②、合同会社西友、全国農業協同組合連合会③、ゼンショーホールディングス、セントラルフーズ、全日本空輸、ソレキア、太陽、高瀬物産、チモロ、ディーエイチシー、Ｔ－ＬＩＦＥホールディングス、ＴＦＤコ

ーポレーション、デリカフーズ、テレファーム、東亜オイル興業所、東海交通事業、東京海上日動火災保険、東京ガス、東京多摩青果③、東京中央農業協同組合、トオカツフーズ、特種東海製紙、内藤ハウス、永谷園、長野県連
合青果、西原商会、日研トータルソーシング、日さく、日本製粉、ニプロ、日本デジタル研究所、パートナーズ、パソナ、八王子市農業協同組合、ハホニコ、ハローＧ、パワーハウス、バンダイナムコアミューズメント、Ｐ＆Ｇ
プレステージ合同会社、東日本旅客鉄道、日立システムズ、ビッグモーター、表示灯、ファーネス、有限会社ファームヤード、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ、philocoffea、福栄肥料、フルハシＥＰＯ、ベジテック、ベストウイングテクノ、
北王流通、ポケット、ﾎﾞｽﾄﾝ・ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ、本坊酒造、マルコーフーズ、丸西産業、丸美屋食品工業、三菱自動車工業、三菱マヒンドラ農機、南商事、有限会社宮川洋蘭、ミヨシグループ、ヤマトシステム開発、ユー花園、
ＵＣＣ上島珈琲②、ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ユザワヤ商事、ユニバーサル園芸社、横浜環境デザイン、ヨックモック、ラクト・ジャパン、ラネット、リクルート北関東マーケティング、リンツ＆シュプルングリ
ージャパン、レッドホースコーポレーション、農事組合法人 One、ワンビシアーカイブズ、自営④、教員（青森県立木造高等学校、川口市立十二月田中学校、千葉県教育委員会、十和田市立三本木中学校）,公務員（ 経済産業省、
法務省 栃木刑務所、文部科学省、茨城県庁、警視庁、埼玉県警察本部②、静岡県警察本部、広島県庁）

＜食料環境経済学科＞
アイスコ、あきんどスシロー、アクティブソース、ＡＳＦＯＮ ＴＲＵＳＴ ＮＥＴＷＯＲＫ、アトラス、アルビオン、アルビレックス新潟美咲校、阿波銀行、医建エンジニアリング、イシダ、イセ食品、伊藤忠食品、伊藤忠食
糧、茨城セキスイハイム、いるま野農業協同組合②、榮太樓總本鋪、ＡＮＡ成田エアポートサービス、エー・ピーカンパニー、エスクリ、エスフーズ、越後製菓、ＮＨＣ、ＮＳＰ、ＮＴＴコムウェア、ＮＴＴ東日本－関信越、エ
フ・クライミング、ＯＨＫエンタープライズ、オーケー、オオゼキ③、大塚製薬、沖縄県農業協同組合、奥野製薬工業、科学飼料研究所、カステラ本家福砂屋、かどや製油、関東信越税理士会、木下の介護、キユーピー②、近鉄
エクスプレス、クスリのアオキ、久原本家グループ、クミアイ化学工業、くらコーポレーション、グレープストーン、群馬銀行③、国分グループ本社、コジマ、ゴディバジャパン、後藤回漕店、埼玉県農業共済組合、埼玉トヨペ
ット、さいたま農業協同組合、サカタのタネ、さがみ信用金庫、さくら CS ホールディングス、サラダクラブ、サン・ライフ、ジーエークロッシング、ＪＲ東日本ステーションサービス、ＪＡ全農ミートフーズ②、首都高メンテナ
ンス東東京、城南信用金庫、昭和産業、ジョッキ、ジョンマスターオーガニックグループ、信州うえだ農業協同組合、新宿高野、親和パッケージ、鈴与シンワート、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾗｲﾌ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾌﾟﾗｻﾞｽﾀｲﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ、Studio Freedom、
スピードリンクジャパン、生活協同組合コープみらい、生活協同組合パルシステム東京、成城石井、セブン－イレブン・ジャパン、セレサ川崎農業協同組合、一般社団法人全国農業会議所、全国農業協同組合連合会④、全国農協
食品、全農パールライス、綜合警備保障、総合食品エスイー、創通、第一港運、大都魚類、大和リビング、大和冷機工業 東京本社、タカキベーカリー、高野光二郎東京事務所、独立行政法人地域医療機能推進機構、筑波銀行、
ティーガイア、デイトナ・インターナショナル、ディ・ポップス、東急グルメフロント、東京新宿ベジフル、東京スマイル農業協同組合、東京青果②、東京多摩青果、東京中央農業協同組合、東京都農業協同組合中央会、学校法
人東京農業大学、東京むさし農業協同組合、東芝メモリ岩手、東ハト、東邦ハウジング、東邦物産、東洋水産、東和フードサービス、戸田フーズ、利根沼田農業協同組合、トヨタ西東京カローラ、DREAM ON、トロナジャパン、ド
ンレミー、長崎県農業協同組合中央会、新潟みらい農業協同組合、西日本シティ銀行、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃグループ、ニチイ学館、日清オイリオグループ、日神不動産、日東富士製粉②、日本水産、日本郵便、日本ルナ、日
本食研ホールディングス、日本電産サンキョー、農中情報システム、ノジマ、野村證券、ハーモニック、バイタルネット、ハイデイ日高、パソナ、八十二銀行、はま寿司、ＨＵＮＴＫＥＹ ＪＡＰＡＮ、ピー・シー・エー、久光
製薬、ファーストリテイリング、ファーマ・プラス、ファームドゥ、ファームドゥホールディングス、ｆｕｎ ｆｕｎｃｔｉｏｎ、フォーカスシステムズ、農業法人深作農園有限会社②、福岡市農業協同組合、福島銀行、富士ソ
フト、富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ、富士フイルムメディカル、富士フイルムロジスティックス、船昌、プレック研究所、文楽、ベーシック、ベストプラネット、ヘルスインターメソッド、母恵夢、北海道旅客鉄道、
ボディワーク、ポラス、前田建設工業、マリークヮントコスメチックス、丸水長野県水、丸全昭和運輸、青森県立三沢商業高等学校、三井食品、三井不動産リアルティ、三菱食品③、三菱電機クレジット、ミネベアミツミ、MUGEN、
武蔵野、明治安田生命保険相互会社、森乳業、モンテール、ヤオキン商事、ヤナセ、ヤマザキビスケット、ヤマサ醤油、ユーシーシーフーヅ、ＵＴテクノロジー、横浜植木、横浜丸中青果、横浜冷凍、米久②、米久おいしい鶏、
ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、楽天カード、ランドロームジャパン、ＬＩＸＩＬビバ、リジョイスカンパニー、リベル・エンタテインメント、両備ホールディングス、ワークマン、わらべや日洋、掲載不要②、自営④、
教員（島根県立出雲農林高等学校、茨城県教育委員会、学校法人長戸路学園 横芝敬愛高等学校、私立武相中学・高等学校）、公務員（防衛省 陸上自衛隊、茨城県警察本部、警視庁、宮崎県庁、あきる野市役所、磐田市役所、江
戸川区役所、飯能市役所、横手市役所）

＜国際バイオビジネス学科＞
アイリスオーヤマ、アウトソーシングテクノロジー、秋田銀行、公益社団法人秋田県農業公社、アクサ生命保険、アグリコミュニケーションズ、浅間エンジニアリング、ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ、アルビオン②、イオンプロダ
クトファイナンス、有限会社いちごの里湯本農場、いまでや、ＡＩＧ損害保険、エイジェック、ＡＮＡケータリングサービス、エー・ピーカンパニー、エームサービス、エクストリンク、エコラル、エスアイシステム、エヌ・テ
ィ・ティ・データ・システム技術、エノテカ、エバラ食品工業、オークネット、岡山西農業協同組合、オンデーズ、神奈川県信用農業協同組合連合会、カナコーン、関東甲信クボタ、ギークス、キッセイ薬品工業、キユーピー、
ぎょうせい、草津温泉フットボールクラブ、クラウドファンディング総合研究所、クラウドワークス、グリーンハウスグループ、クリエイトエス・ディー、クリタス、グリップ、グリフィン、ぐるなび、ＫＳＫ、コスモ工機、コ
モディイイダ、さいたま農業協同組合、サラダクラブ、Ｓａｎｓａｎ、CSL JAPAN、CFP コンサルティング、ＪＡ三井リース、ＪＡ全農青果センター、GENOVA、システナ、システムシンク、シマダヤ、ジャパンネット銀行、ＪＡＬ
カーゴサービス、ジャルロイヤルケータリング、掲載不要②、スターゼン、住友林業、生活協同組合コープみらい②、社会福祉法人清光会 さわやか苑、成城石井、セラク、一般社団法人全国進路キャリア就業支援機構、全国農
業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会④、創味食品、ZOZO テクノロジーズ、ダイナパック、大丸松坂屋百貨店、大和リビングマネジメント、宝酒造、ツムラ、ティエム２、デーコム、テクノアソシエ、デリカフーズ、東亜
商事、東建コーポレーション、学校法人東邦大学、トヨタＬ＆Ｆ群馬、トワード、長野銀行、日本アクセス②、日本郵便②、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック、日本瓦斯、日本教育クリエイト、日本航空、日本光電工業、
日本酒造組合中央会、日本食研ホールディングス、日本生活協同組合連合会、日本生命保険相互会社②、日本保育サービス、ネオキャリア、ノンプロダクション、パソナ、原田、ハラダ製茶、帆風、ビアンネ、東日本旅客鉄道②、
ビジョン、ピックルスコーポレーション、日比谷花壇、ファーストロジック、ファイブイズホーム、富士ソフト、富士通ゼネラル、フラーリッシュ・アサヒヤ、ブルドックソース、プレナス、プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン、ベストブライダル、ベリフィケーションテクノロジー、ベンチャーバンク、宝幸、ボーソー油脂、北國銀行、マイナビ、マインズ農業協同組合、間口グループ、松本信用金庫、丸彦製菓、丸和運輸機関、三井ホーム、
三菱食品、武蔵野、武蔵野種苗園、モランボン、やまびこ、ユナイテッド&コレクティブ、ＵＮＩＷＯＲＸ、横浜植木、横浜冷凍、ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、リコー、リボン、ｒｉｎｇｓ、レイズ、ロイヤルホール
ディングスグループ、ローソン③、ロッテ、ワールドクッキングサービス、わらべや日洋、掲載不要②、自営、公務員（群馬県警察本部）

＜生物生産学科＞
あいち中央農業協同組合、アドバンテック、アレフ、イオン九州、井関農機、院庄林業、宇都宮農業協同組合、うつみやす子レディースクリニック、エスユーエス、FTG COMPANY、エル技術コンサルタント、おびなた、有限会社
風、カネサ水産、神流川森林組合、きたみらい農業協同組合、キャラバンサライ、屈足肉牛牧場②、クリエイト・レストランツ・ホールディングス、GLOBAL LIFE、小泉アフリカ・ライオン・サファリ、恒和情報技研、コメリ、佐
藤、サミット、三徳②、ＪＦＥ環境、新進、森林調査設計事務所、スズキ自販群馬、スターバックスコーヒージャパン、スタッフサービス・エンジニアリング、住友林業緑化、セッツカートン、全国農業協同組合連合会、全国酪
農業協同組合連合会②、そら、ＴＡＴＳＵＭＩ、多摩化学工業、丹波屋、筑波乳業、デリカフーズ、冨田農園、南旺社、日清丸紅飼料、日本アクセス、日本合成化工、日本食研ホールディングス、日本データーサービス、農林中
央金庫、ハチオウ、バローホールディングス、ＰＨＣメディコムネットワークス、ＶＳＮ、フジパングループ本社、フレッセイ、ベジテック、ボークス、ホクレン農業協同組合連合会、北海道糖業、前橋市農業協同組合、摩周湖
農業協同組合、松田自動車整備工場、丸一鋼管、丸玉木材、有限会社瑞穂農場、ミツハシ、特定非営利活動法人めぐみの里、芽室町農業協同組合、森乳業②、守屋木材、山本牧場、雪国まいたけ、ユニバーサル園芸社、横浜丸中
青果②、ライドオンエクスプレスホールディングス、リコー、リソル、自営③、教員（青森県立青森北高等学校、茨城県立水戸農業高等学校、群馬県立大泉高等学校、福島県立岩瀬農業高等学校、北海道檜山北高等学校）、公務員
（鹿児島県庁、警視庁、栃木県警察本部、北海道庁②）

＜アクアバイオ学科＞
アウトソーシングテクノロジー、芦之湖漁業協同組合組合、アトラス、網走漁業協同組合、アルビオン、石原産業、いちたかガスワン、ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル、宇都宮動物園、宇都宮農業協同組合、エイチケイアー
ル、エイム、エコニクス、オフィスバンク、角上魚類ホールディングス、カンセキ、木原造林、グローバルプロデュース、クロレラ工業、京王プラザホテル、国際ケーブル・シップ、酒井水産、シティ環境、旬菜デリ、上新電機、
神港魚類、すかいらーくホールディングス、生活協同組合コープさっぽろ、ゼンショーホールディングス②、ＷＤＢ エウレカ社、チャーム、津田商店、ＤＣＭホーマック、ティップネス、東京多摩青果、東都水産、東北サファ
リーパーク、トミイチ、日栄商事、農芸環理、ノベルズ、はが野農業協同組合、ハンモック、日比谷花壇、プライムデリカ、宝幸、ホクト、北海道ガス、松岡、マルイチ産商、マルキチ、マルコ水産、マルハニチロリテールサー
ビス、宮古漁業協同組合、やます、やまひろ、山本食品工業、ヨコオデイリーフーズ、よつ葉乳業、ヨンキュウ、ワールドスポーツ、自営②、教員（栃木県立宇都宮南高等学校、北海道北見市立小泉中学校）、公務員（千葉県警察
本部、北海道庁②、厚岸町役場、秦野市役所、坂東市役所、利尻町役場）

＜食品香粧学科＞
網走信用金庫、阿部蒲鉾店、アルビオン、アレフ、ＥＡファーマ、イオンフードサプライ、石井食品、井田コーポレーション、イトーヨーカ堂、岩瀬コスファ、エスエスケイフーズ、ＮＳファーファ・ジャパン②、オオゼキ②、
大塚製薬、大宮糧食工業、帯広日産自動車、科研製薬、キスコフーズ、きたみらい農業協同組合、京王自動車、ケイシイシイ、小岩井農牧、コーセーインダストリーズ、コスメ・ニスト、コスメネクスト、こだわりや、さくらウ
ィメンズクリニック、佐藤水産、ザ・ホテリエ・グループ石垣、サラダクラブ、サワン、三栄源エフ・エフ・アイ、サンマルコ食品、ＪＲＡシステムサービス、ジェイオーコスメティックス、シェフォーレ、資生堂②、ＪＡＬス
カイ、正田醤油、叙々苑、信州ハム、寿がきや食品、セレブリックス、ゼンチク販売、仙波糖化工業、ソフィーナビューティカウンセリング、タイヘイ、たいまつ食品、高田香料、高梨乳業、田子の月、ＷＤＢ エウレカ社②、
中冷、鶴見製紙、テイ・エステック、東京エーワン、東京急行電鉄、堂本食品、東洋ビューティ、常磐植物化学研究所、ドクターシーラボ、ドトールコーヒー、日本マニュファクチャリングサービス、日本エマルジョン、日本食
研ホールディングス、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム、富士香料化工、フジフーズ、伏見蒲鉾②、ボーネルンド、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ、松田産業、マリンアクセス、マルイチ産商、明治産業、森永乳業、柳
屋本店、やまひろ、山本海苔店、雪印メグミルク、米久、ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、ロクシタンジャポン、六花亭製菓、ロック・フィールド、自営,

＜地域産業経営学科＞
秋田県信用組合、アセラ、網走信用金庫、アヲハタ、飯沼本家、ヰセキ北海道、岩崎、エイチ・アイ・エス、エイブル、エイワ、エーコープ関東、ＮＨジャパンフード②、ＮＫインターナショナル、エフオン、オオゼキ、オール
フロンティア、オホーツク網走農業協同組合②、カネカ食品、関東農産、北つくば農業協同組合、きたみらい農業協同組合、きらやか銀行、近畿日本ツーリスト関東、金印わさびオホーツク、ケアサポート、コーナン商事、コー
ンズ・エージー、サカイ引越センター、サトウ、三和、ジェイイーティファーム、ＪＡ全農ミートフーズ、ジャパンビバレッジホールディングス、商船三井フェリー、スノーピーク、スペース・プラン、セコマ、全国農業協同組
合連合会、仙都魚類、高崎信用金庫、タナカ理研、ダンロップタイヤ北海道、筑水キャニコム、ちばみどり農業協同組合、鶴岡信用金庫、天龍木材、とうかつ中央農業協同組合、東京多摩青果、東京都市開発、ＴＯＫＹＯフレッ
シュ、東都水産、豊田鉄工、ナイス、中神土木設計事務所、長野日野自動車、名古屋銀行、ＮＩＫＩ Ｈｉｌｌｓファーム、ニコン相模原製作所、日硝興産、日本建設工業、日本光電工業、バイタルネット、ハウスコム、畑屋製

作所、パナソニック、パナハートタカハシ、ビッグボーイジャパン、福岡ソフトバンクホークス、プレコフーズ、ぼうそう農業共済組合、星野リゾート、牧野牧場、丸運、丸玉木材、ミロク情報サービス、山崎製パン②、ヤマザ
ワ、有限会社湯浅金属、ＵＴコンストラクション、４７ＣＬＵＢ、ライフコーポレーション 東京本社、リクルートジョブズ、ルートインジャパン、ロック・フィールド、自営⑦、公務員（防衛省 海上自衛隊、朝霞市役所、登
米市役所）

