
信州大学農学部

2019合同企業研究会参加企業一覧

ブースNo 社名 業種 地方 本社・本店所在地

1

マルコメ 食品／味噌 甲信越 長野県（長野市）

2

ホーライ 食品／生地 甲信越 長野県（長野市）

3

フクザワコーポレーション 建設 甲信越 長野県（長野市）

4

トライネットホールディングス 建設 甲信越 長野県（飯田市）

5

信州ミルクランド 食品／乳製品 甲信越 長野県（松本市）

6

安曇野食品工房 食品／飲料 甲信越 長野県（松本市 ※本部：東京）

7

ナガノトマト 食品／野菜加工 甲信越 長野県（松本市）

8

中央工研 建設 甲信越 長野県（松本市）

9

池の平ホテル＆リゾーツ 観光 甲信越 長野県（立科町）

10

長野サンヨーフーズ 食品／野菜加工 甲信越 長野県（千曲市）

11

伊那食品工業 食品／寒天 甲信越 長野県（伊那市）

12

イナリサーチ 学術 甲信越 長野県（伊那市）

13

サン工業 化学 甲信越 長野県（伊那市）

14

長印 商社／青果 甲信越 長野県（長野市）

15

マルイチ産商 商社／食品総合 甲信越 長野県（長野市）

16

天恵製菓 食品／菓子 甲信越 長野県（豊丘村）

17

小林製袋産業 農林 甲信越 長野県（飯田市）

18

ミスズライフ 農林 甲信越 長野県（飯綱町）

19

JA全農長野 農林 甲信越 長野県（長野市）

20

デイリーはやしや 食品／惣菜 甲信越 長野県（松本市）

21

日本ハム惣菜 食品／惣菜 甲信越 新潟県

22

有沢製作所 化学 甲信越 新潟県

23

はくばく 食品／穀物 甲信越 山梨県
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24

国分関信越 商社／食品総合 関東 栃木県（※長野県内拠点：千曲市）

25

デリカフーズ 商社／青果 関東 東京都

26

休暇村協会 観光 関東 東京都（※長野県内拠点：安曇野市）

27

日世 食品／乳製品 関東 東京都

28

ゴールドパック 食品／飲料 関東 東京都（※長野県内拠点：安曇野市）

29

養命酒製造 食品／酒 関東 東京都（※長野県内拠点：駒ヶ根市）

30

宝醤油 食品／醤油 関東 東京都

31

ジェイカムアグリ 農林 関東 東京都

32

日本農産工業 農林 関東 神奈川県

33

フリーデン 食品／食肉 関東 神奈川県

34

日本濾過器 機械 関東 神奈川県（※長野県内拠点：伊那市）



信州大学農学部

2019合同企業研究会参加企業一覧

ブースNo 社名 業種 地方 本社・本店所在地

35

天龍造園建設 造園 東海 静岡県

36

フジヤマ 建設 東海 静岡県

37

いなば食品 食品／缶詰 東海 静岡県

38

内堀醸造 食品／酢 東海 岐阜県（※長野県内拠点：飯島町）

39

パネックス 食品／パン 東海 岐阜県（※長野県内拠点：伊那市）

40

ユニオン 建設 東海 岐阜県

41

揖斐川工業 土木 東海 岐阜県（※長野県内拠点：富士見町）

42

サラダコスモ 農林 東海 岐阜県（※長野県内拠点：駒ヶ根市）

43

アピ 食品／健康食品 東海 岐阜県

44

アルプス薬品 医薬品 東海 岐阜県

45

日本食品分析センター 学術 東海 愛知県

46

興和 医薬品 東海 愛知県

47

豊橋飼料 農林 東海 愛知県

48

大日本木材防腐 農林 東海 愛知県

49

エステム 環境 東海 愛知県（※長野県内拠点：木曽町）

50

イノチオホールディングス 農林 東海 愛知県

51

名古屋製酪（スジャータめいらくグループ）） 食品／乳製品 東海 愛知県

52

カネ美食品 食品／惣菜 東海 愛知県

53

パブリックサービス 建設 東海 愛知県（※長野県内拠点：飯田市）

54

JAあいち経済連 農林 東海 愛知県

55

桂新堂 食品／菓子 東海 愛知県

56

マルサンアイ 食品／大豆 東海 愛知県
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※当日は 5 ブース訪問でもれなく 500 円分のクオカードをプレゼントします。 

12︓00 開場 ※会場入り口で受付を済ませてください。 

12︓30〜13︓00 第 1 回 個別ブース説明会 

13︓05〜13︓35 第 2 回 個別ブース説明会 

13︓40〜14︓10 第 3 回 個別ブース説明会 

14︓15〜14︓45 第 4 回 個別ブース説明会 

14︓50〜15︓20 第 5 回 個別ブース説明会 

15︓25〜15︓55 第 6 回 個別ブース説明会 

16︓00〜16︓30 第 7 回 個別ブース説明会 

16︓30 終了 
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