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2018/2/27現在

日 曜日 時間 会場 企業名 本社 会社説明

7 水 10：00～11：00 ②－100Ａ ソントン食品工業㈱ 東京都江東区
業務用及び家庭用のジャム類、フィリング類（パン・菓子等の詰め物）を
製造販売する食品メーカーである。日本国内では初めてピーナッツバ
ター、ピーナッツクリームを製造した会社として知られている。

②－100Ｂ ㈱グリーンハウス 東京都新宿区
会社、工場、学校、病院、シルバー施設などの食堂運営、給食提供の業
務やレストラン、デリカショップ運営、ホテルの経営受託などを行う企業。

11：30～12：30 ②－100Ａ 東京産業㈱ 神奈川県川崎市 高圧ガスと溶接・切断機材の専門商社

②－100Ｂ テーブルマーク㈱ 東京都中央区
冷凍食品、冷凍水産品、その他食料品の製造・販売をおこなう企業。日
本たばこ産業（JT）の完全子会社であり持株会社であるテーブルマーク
ホールディングス株式会社の事業子会社。旧社名：加ト吉

13：00～14：00 ②－100Ａ イフジ産業㈱ 福岡県糟屋郡粕屋町
鶏卵加工メーカーである。主力製品は外食・加工食品産業向けの液卵で
ある。

②－100Ｂ ㈱サラダクラブ 東京都調布市
キユーピーと三菱商事がそれぞれ51%、49%出資した企業。一般向けの
パッケージサラダなどが主力。

14：30～15：30 ②－100Ａ 伊藤ハム㈱ 兵庫県西宮市
大手食品加工メーカー。1928年創業。ハム・ソーセージ大手（日本ハム・
プリマハム・丸大食品）の一角。業界2位、黒豚は国内最大手。

②－100Ｂ ニチモウ㈱ 東京都品川区
水産物の輸入および水産加工品の製造と販売、漁業資材、農業資材、
食品加工機械、建装材、包装資材、健康食品の販売を行っている

16：00～17：00 ②－100Ａ ㈱明治 東京都中央区
日本の大手食品会社である。明治ホールディングスの完全子会社。菓子、牛
乳、乳製品や一般用医薬品の製造・販売を主軸に事業展開を行う

②－100Ｂ -

8 木 10：00～11：00 ②－100Ａ プリマハム㈱ 東京都品川区 食肉食品製造業、ハム・ソーセージメーカー。業界3位。

②－100Ｂ 日本食品化工㈱ 東京都千代田区
とうもろこし等の加工製品、食品用デンプン 及び 工業用デンプンや、異
性化液糖等のメーカー。販売略称 : 日食

11：30～12：30 ②－100Ａ ㈱東京久栄 東京都中央区
設備工事会社。海域・水域利用分野が得意。冷却用海水取水・放水設備
の施工

②－100Ｂ エバラ食品工業㈱ 神奈川県横浜市
食品メーカーで、焼肉のたれなど家庭用・業務用調味料の製造・販売を行って
いる企業である

13：00～14：00 ②－100Ａ ㈱昭和 愛知県稲沢市
水産物・同加工品、一般食料品・同加工品、米穀の販売。冷凍食品、業
務用食材、酒類、その他食料品を扱う総合食品商社。その他冷蔵・冷凍
倉庫および専門店。

②－100Ｂ 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区
日本の生命保険会社。総資産でかんぽ生命保険（日本郵政グループ）に次ぐ
業界2位。保有契約高・保険料収入では最大手である。株式会社ではなく相互
会社である。

14：30～15：30 ②－100Ａ 丸大食品㈱ 大阪府高槻市
ハムやソーセージなどの食肉加工品のほか、各種惣菜類を製造・販売す
る食品メーカーである。日本ハム・伊藤ハム・プリマハムと共に食肉加工
業界大手4社の一角に含まれる。業界4位。

②－100Ｂ ㈱マルイチ産商 長野県長野市
水産物を中心に、食料品全般を扱う卸売会社。 名証2部上場。 中部地方
や関東などで事業を展開、特に長野県で高いシェアを持つ

16：00～17：00 ②－100Ａ 日本食研ホールディングス㈱
愛媛県今治市
千葉県印旛郡栄町

調味料の製造や販売等をしている企業。業務用のたれの製造では国内シェア
40%でトップの売上を誇り、焼肉店のみならず、牛丼、カツ丼、居酒屋チェーン
など、飲食大手の味を支えている

②－100Ｂ 住友重機械マリンエンジニアリング㈱ 東京都品川区 造船業。船舶・海洋構造物の設計、製造、改造、修理等

15 木 10：00～11：00 ②－100Ａ ㈱宇徳 神奈川県横浜市
港湾運輸事業の大手。港湾運送事業、海上運送事業、一般貨物自動車
運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、通関業、建設業、不動産業

②－100Ｂ ㈱ロピア 神奈川県藤沢市
神奈川県を中心として、スーパーマーケットや精肉店を運営する企業。ロ
ピアおよびユータカラヤを展開している

11：30～12：30 ②－100Ａ ㈱ヤマタネ 東京都江東区

倉庫業準大手、米（コメ）の卸売大手の企業。倉庫業は準大手で文書保
管に重点を置く。日本の会社としては初めて海外引越国際規格を取得
し、国境を超えた物流・引越にも強い。そのほか、不動産業・コンピュータ
システムの運用など、事業は多岐にわたる。東京証券取引所第1部上
場。

②－100Ｂ ㈱武蔵野 埼玉県朝霞市 弁当・おにぎり・寿司・調理パン・調理麺等の製造および販売

13：00～14：00 ②－100Ａ ㈱西川 千葉県勝浦市
創業１５５年の水産加工部門、鮮魚荷受部門、鮮魚卸売部門及び廻船部
門を営む老舗企業。銀鮭専用の加工場を有し、銀鮭の輸入、加工、卸販
売が主力事業

②－100Ｂ ㈱大月真珠 兵庫県神戸市
真珠の加工・販売・輸出および、宝石・宝飾品の販売を行う会社。真珠の
輸出額で業界第1位になり、その地位は現在でも続いている

14：30～15：30 ②－100Ａ 千葉製粉㈱ 千葉県美浜市
小麦粉を取り扱ったいわゆる製粉事業をおこなっているほか、化粧品・医
薬品素材事業も取り扱っている。

②－100Ｂ ㈱タカミヤ 福岡県北九州市
釣具の直営小売チェーン店である。鹿児島から千葉まで全国に68店舗展
開中。釣具、アウトドアスポーツ、レジャー用品の大型小売店の直営並び
に製造・卸売、フィットネスクラブの運営。店舗名は、「釣具のポイント」

16：00～17：00 ②－100Ａ 東洋冷蔵㈱ 東京都江東区
三菱商事グループの総合水産メーカー。多彩な水産物を世界の海から
日本の食卓へ提供する水産専門商社

②－100Ｂ 理研ビタミン㈱ 東京都千代田区

調味料メーカー。乾燥わかめフレークの「ふえるわかめちゃん」シリーズを
はじめ、「わかめスープ」「ノンオイル青じそドレッシング」などのメーカーで
ある。戦前の財団法人理化学研究所が母体であり、ビタミンAの製造部
門を引き継ぐ形で発足した

16 金 10：00～11：00 ②－100Ａ 敷島製パン㈱（Pasco） 愛知県名古屋市
「Pasco（パスコ）」のブランド名で知られる日本国内製パン業界第2位の
製パン企業。食パンのトップブランド。

②－100Ｂ ㈱イシダ 京都府京都市

主に自動計量機とその周辺機器類の製造販売をおこなう。計量機類メー
カーの中では国内最古参メーカーの一社としてその名を知られると共に、
「はかりのイシダ」と呼ばれるように、業務用計量機器でその強さを誇る。
各分野にシェアを持つ中で、特に食品生産ラインでのシェアは70%以上に

【大学・楽水(OB)会共催合同就職相談会】
参加企業等は、別途提示

2018年3月

1 木
11：00～17：10

（終了後、
企業との懇親会）

楽水会館１Ｆ・
白鷹館２Ｆ　他

5 月

第一部
10:15～13:10

第二部
14:30～17:10

越中島キャンパス
マリンカフェ

大学主催、合同企業説明会　[越中島]
　参加企業等は、別途提示

2 金
11：00～17：10

（終了後、
企業との懇親会）

楽水会館１Ｆ・
白鷹館２Ｆ　他

【大学・楽水(OB)会共催合同就職相談会】
参加企業等は、別途提示

13 火

第一部
10:15～13:10

第二部
14:30～17:10

品川キャンパス
楽水会館
大会議室

大学主催、合同企業説明会　[品川]
参加企業等は、別途提示

6 火

第一部
10:15～13:10

第二部
14:30～17:10

越中島キャンパス
マリンカフェ

大学主催、合同企業説明会　[越中島]
　参加企業等は、別途提示

14 水

第一部
10:15～13:10

第二部
14:30～17:10

品川キャンパス
楽水会館
大会議室

大学主催、合同企業説明会　[品川]
参加企業等は、別途提示



11：30～12：30 ②－100Ａ 日清製粉グループ(日清アソシエイツ㈱） 東京都千代田区
業務用小麦粉、ふすま・胚芽などの小麦連産品、ライ麦粉など[1]、加工
食品の原料素材を供給する企業

②－100Ｂ -

13：00～14：00 ②－100Ａ カネリョウ海藻㈱ 熊本県宇土市
海藻サラダをはじめ各種海藻の総合メーカー。食品（主に海藻）の加工販
売、ドライ加工、塩蔵加工、パッキング加工、もずく加工、めかぶ加工、各
種海藻加工品販売

②－100Ｂ ㈱フジトランスコーポレーション 愛知県名古屋市 海運を中心とした総合物流企業

14：30～15：30 ②－100Ａ ジャパンマリンユナイテッド㈱ 東京都港区
ユニバーサル造船株式会社と株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイ
テッドが合併して誕生した造船会社。船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設
計、製造、販売等

②－100Ｂ ㈱東京めいらく 愛知県名古屋市

コーヒーフレッシュ、チルドスープでは、販売シェア第1位（2009年（平成21
年））。また、豆乳類や低果汁入清涼飲料水も販売シェア上位。スジャー
タのイメージが強いが、多岐にわたる乳製品を中心とした食品の開発、
製造、販売を行っている。

16：00～17：00 ②－100Ａ いなば食品㈱ 静岡県静岡市
缶詰、レトルト食品、ペットフード等を製造する食品メーカー。
ツナ缶の「いなばライトツナ」やキャットフードの「CIAO（チャオ）」が有名

②－100Ｂ デリア食品㈱ 東京都調布市

キユーピーグループの惣菜会社。販売と生産を全国6つのエリアに分け、
9工場で地元野菜や旬の野菜を使用した料理や地元に沿った味付けを基
準に商品開発を行い、地域密着型のエリア経営。サラダを中心におか
ず、麺類など幅広いお惣菜の供給。

19 月 10：00～11：00 ②－100Ａ ㈱BMLフードサイエンス 東京都新宿区
食品の微生物・理化学、腸内細菌、商品等検査から飲食店の厨房点検、
食品工場監査、衛生管理・品質管理のしくみ作り・システム構築支援まで
行う総合コンサルティング企業です。

②－100Ｂ 豊通ケミプラス㈱ 東京都港区
自動車資材、IT・家電部品、住宅資材、日用品関連部材・製品、医療衛
生資材・製品、機能性食品、添加剤などの輸入・販売

11：30～12：30 ②－100Ａ 日新製糖㈱ 東京都中央区
『カップ印』ブランド。砂糖その他の食品事業、スポーツクラブ「ドゥ・スポー
ツプラザ」経営等の健康産業事業、倉庫賃貸等の不動産事業

②－100Ｂ 興和㈱ 愛知県名古屋市

卸売業。繊維、機械、建材、木材、化成品、生活関連物資などの輸出入、
三国間貿易および国内販売
 一般用・医療用医薬品の研究開発・製造・医療用医薬品の販売および
医用・放送・レーザー応用など各種電機光学製品の研究開発・製造販
売、輸出入

13：00～14：00 ②－100Ａ 東海漬物㈱ 愛知県豊橋市

漬物を主とした製造・販売を行っている食品メーカー。同社の代表的なブ
ランドである「きゅうりのキューちゃん」は、1962年から発売されているロン
グセラー商品となっている。コーポレート・スローガンは「純日本品質」。

②－100Ｂ 日新化工㈱ 東京都中央区

食品メーカー。業務用チョコレート、フィリング、マーガリンの製造・販売を
行なっている。食品、菓子メーカーのブレーンとして商品開発をサポートし
ます。
＜特徴・商品等＞ 純良チョコレート、洋生用チョコレート、冷凍カスター
ド、カスタード等

14：30～15：30 ②－100Ａ 東洋建設㈱ 東京都江東区
国内外の海上・陸上土木総合建設業。コンテナターミナル、コンテナヤー
ド、桟橋、港の岸壁改良などの建築や改良工事整備を行う。建築実績：
葛西臨海公園、小名浜魚市場他

②－100Ｂ ㈱テイクス 東京都中央区
官公庁・大学・流通等のWEB在庫システムや決済システム、医療機器向
けソフトウェア、スマフォアプリなどの開発。ネットワークやサーバー設計・
運用保守。

16：00～17：00 ②－100Ａ ブルドックソース㈱ 東京都中央区
明治35年創業。スーパーなどでおなじみのブルドッグソース、お好み焼き
ソース、パスタソース、その他調味料やもんじゃ焼きセットを、家庭用・業
務用に製造・販売。

②－100Ｂ ＪＡ全農ミートフーズ 東京都港区
全国農業協同組合連合会（JA全農）100％出資。国産の肉牛・肉豚や
牛・豚加工肉集荷・販売や、包装肉・食肉加工品の製造・販売を通じて、
消費者に「安全・安心」で「価値ある豊かな食」を提供。

20 火 10：00～11：00 ②－100Ａ ㈱ユニエックス 東京都品川区
青果から醤油や油といった液体輸送まで国内外の輸送及び倉庫保管
を、食品に合わせて鮮度を保ちながら行う。社員の仕事と生活の調和を
応援するために育児休業後の職場復帰等の行動計画を策定。

②－100Ｂ ブロンコビリー㈱ 愛知県名古屋市
おいしさにこだわるごちそうレストラン「ステーキ・ハンバーグのブロンコビ
リー」を、関西及び首都圏108店舗全店直営展開。7年連続増収増益で経
常利益率15.6％は外食企業トップクラス。

11：30～12：30 ②－100Ａ ㈱ニチレイフーズ 東京都中央区
お弁当のおかずから冷凍野菜まで日本初の冷凍食品をつくった企業とし
て、冷凍食品・レトルト食品・缶詰・包装氷等の製造・加工・販売を通じて、
お客様に役立つ価値ある商品とサービス提供を続ける。

②－100Ｂ -

13：00～14：00 ②－100Ａ 東洋製罐㈱ 東京都品川区
缶詰やインスタント食品のレトルトパックからヘアスプレーまで、日常使わ
れる食品や飲料の缶・ペットボトル・パウチ・プラスチックボトルやカップと
いった包装容器の設計・開発・製造・販売。

②－100Ｂ
㈱大森淡水
(要予約）

宮崎県宮崎市

100％国産にこだわり直営8つの養鰻場でウナギを養殖、全国各地にウ
ナギの安定供給をはかる。オリジナルのえさで、免疫力が高く健康で臭
みの少ない良い脂肪を持ったウナギを育てる。かば焼きへの加工も行
う。

14：30～15：30 ②－100Ａ 伊勢湾海運㈱  愛知県名古屋市
国内および東アジアや欧州など海外に拠点を持つ国際総合物流企業と
して、国際輸送のコンサルティングから海上運送や通関、保管、国内輸
送まで貿易業務の代理・代行を通じて国際貿易をコーディネート。

②－100Ｂ ㈱ゴトー養殖研究所 埼玉県狭山市
養殖経営コンサルティング企業として、最適な飼料・設備・稚魚選択のア
ドバイス、養魚用飼料・サプリメントの販売、医薬品の提供を行い水産用
医薬品分野で9年連続売上シェアNo1達成。

16：00～17：00 ②－100Ａ ㈱マリン・ワーク・ジャパン 神奈川県横須賀市

海洋・地球科学観測に用いるタイムラプスカメラや計測器、観測ソフトウェ
アなど海洋観測機器や観測システム設計・開発、製造。また海洋観測の
プランニングから現場でのオペレーション、試料採取分析、データ整理ま
で一連で行う。

②－100Ｂ 中部水産㈱ 愛知県名古屋市
中部地区でトップクラスの水産物卸売業のほかに、養鰻・養魚用飼料を
主とした飼料製造業、冷蔵倉庫業を行う。中部地区唯一の上場企業（名
証二部）。

22 木 10：00～11：00 ②－100Ａ ㈱ＭＴ＆S 東京都千代田区

製造業向け業務用冷凍機の遠隔監視および測定データ収集・照会シス
テムといったWEBネットワーク系システムや 省エネデータ監視システム、
パスネットカードを代表とする各種乗車券の各種駅業務組み込み装置な
どの設計・開発

②－100Ｂ 大川水産㈱ 千葉県浦安市
東京・千葉・埼玉の駅ビル中心の直営店と自社サイトで干物や西京漬
け、乾物といった水産物を販売。自社ひもの工場あり。創業55周年。

11：30～12：30 ②－100Ａ 一般社団法人水産土木建設技術センター 東京都中央区

県や市町村委託の漁港・漁場・海岸整備工事の設計・積算・施工管理及
び、水産環境保全調査研究と漁港・漁場施設の設計施工調査に関する
維持管理。水産工学技士の養成講習及び認定と水産土木工事監督・検
査職員研修会の実施。

②－100Ｂ 一般社団法人日本海事検定協会 東京都中央区
船舶運航や貨物輸送に関わる船体機器類の状態検査や貨物現状検
査、船舶や貨物の損害検査や食品衛生法に基づく食品検査や細菌検
査、理化学分析などを全国ネットワークで多角的に展開。

13：00～14：00 ②－100Ａ キョーリンフード工業㈱ 兵庫県姫路市
錦鯉、金魚、熱帯魚、カメ、メダカ、海水魚、観賞魚用飼料や養殖魚用飼
料の、開発・製造。魚の腸内に入ると優占種となり腸内環境を整えるバチ
ルス菌の一種「ひかり菌」を飼料に配合。Hikariブランドは世界40か国に

②－100Ｂ ㈱パスコ 東京都目黒区
航空機を用いた測量調査による地形図・地図作成。河川や海岸の地形
解析調査と、都市計画、路線計画、植生調査。音響測深機や航空レーザ
測深機を用いた水底部の測量計測他。東証一部上場。

14：30～15：30 ②－100Ａ はごろもフーズ㈱ 静岡県静岡市
大手加工食品メーカー。缶詰やレトルト食品、パスタ等を製造する。社名
の由来は、三保の松原の羽衣伝説。主力商品はシーチキン。ペットフー
どや魚油・飼料などの製造販売も行っている。

②－100Ｂ ㈱魚力 東京都立川市
スーパーや飲食業者等への卸売と、駅ビル百貨店内や直営店での鮮魚
小売、テイクアウト専門寿司店を首都圏中心に展開。2015年3月東証一
部上場。

16：00～17：00 ②－100Ａ ㈱海老正 東京都新宿区
海老・ロブスター・魚介類専門の専門商社  全国の拠点から、冷凍海老・
魚介類・野菜、ライブオマール、 生鮮魚介類・生鮮野菜・フルーツ・花卉
などを提供 、昭和２６年創業　（追加でご参加が決まりました）

②－100Ｂ 三洋食品㈱ 千葉県市川市
ホテルや宴会パーティー等業務用スモークサーモン・マリネ・魚介燻製な
ど魚介類と肉料理素材製造販売。楽天市場での一般小売販売。


