２０１７年 ２月２０日(月
～２４日(金
２月２０日 月)～２４日
～２４日 金)
【時 間】 １３時００分～１７時００分
【会 場】 中央館１階学生ロビー ・ 中央館２階学生ロビー
◎ブースに分かれて個別説明
（企業説明40分間と休憩10分間で５回の説明）
≪タイムスケジュール≫
タイムスケジュール≫・・・１日最大５社
・・・１日最大５社の説明が聞けます
・１日最大５社の説明が聞けます

①１３：００～
１３：００～１３：４０ ②１３：５０～
１３：５０～１４：３０ ③１４：４０～
１４：４０～１５：２０
④１５：３０～
④１５：３０～１６：１０ ⑤１６：２０～
⑤１６：２０～１７：００

１日当り２１の企業が参加！！

☆同時開催 【就活セミナー】
就活セミナー】
【会 場】中央館１階学生ホール
中央館１階学生ホール
①２月２０日(月
－12:00
①２月２０日 月) 10:30－
○「ビデオ de work ガイダンス」
②２月２１日(火
２月２１日 火) 10:30－
－12:00
○「合説の歩き方」
③２月２２日(水
－12:00
③２月２２日 水) 10:30－
○「業界の調べ方セミナー」
④２月２３日(木
－12:00
④２月２３日 木) 10:30－
○「自己ＰＲ作成講座①」
⑤２月２４日(金
－12:00
⑤２月２４日 金) 10:30－
○「自己ＰＲ作成講座②」
「自己ＰＲ作成講座②」

参加企業一覧
業界説明に加え、各職種についても説明があります。
【 栄：栄養士、 獣：獣医師、 看：動物看護師 】

企業名称

実施日

2月
20日
（月）

本社所在地

企業HP（URL）

ニチロ畜産株式会社

⾷料品製造業

札幌市

http://www.nichiro-ham.co.jp

雪印メグミルク株式会社

⾷料品製造業

東京都

http://www.meg-snow.com

サンマルコ⾷品株式会社

⾷料品製造業

札幌市

http://www.sanmaruko.co.jp/

雪印種苗株式会社

飲料･たばこ・飼料製造業

札幌市

http://www.snowseed.co.jp

丸果札幌⻘果株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://www.marukasapporo.co.jp/

横浜丸中⻘果株式会社

飲⾷料品卸売業

神奈川県

http://www.yokohama-marunaka.co.jp/

丸水札幌中央水産株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://www.marusui-net.co.jp/

株式会社コーンズ・エージー

機械器具卸売業

恵庭市

http://www.cornesag.com/

リコージャパン株式会社

機械器具卸売業

東京都

http://www.ricoh-japan.co.jp

日本ニューホランド株式会社

機械器具卸売業

札幌市

http://www.nh-hft.co.jp

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス その他の卸売業

札幌市

http://www.hokutake.co.jp

株式会社コハタ

建築材料・鉱物・⾦属材料等卸売業 旭川市

http://www.khts.co.jp/

大丸株式会社

その他の卸売業

札幌市

http://www.daimaru-inc.com/

株式会社サッポロドラッグストアー

その他の小売業

札幌市

http://www.sapporo-drug.co.jp/

株式会社サンドラッグプラス

その他の小売業

札幌市

http://www.sundrug.co.jp/

株式会社ドーコン

技術サービス業

札幌市

http://www.docon.jp/

公益財団法⼈さっぽろ⻘少年⼥性活動協会 その他の教育・学習支援業

札幌市

http://www.syaa.jp

ホクレン農業協同組合連合会

協同組合

札幌市

http://www.hokuren.or.jp/

全国酪農業協同組合連合会

協同組合

東京都

http://www.zenrakuren.or.jp/

イカリ消毒株式会社

その他の事業サービス業

東京都

http://www.ikari.co.jp/

株式会社ラルズ

各種商品小売業

札幌市

http://www.arcs-g.co.jp

企業名称

実施日

2月
2１日
（火）

主業種名称

主業種名称

本社所在地

企業HP（URL）

伊藤ハムデイリー株式会社

⾷料品製造業

宮城県

http://itohamdaily.co.jp

よつ葉乳業株式会社

⾷料品製造業

札幌市

http://www.yotsuba.co.jp/

株式会社もりもと

⾷料品製造業

千歳市

http://www.haskapp.co.jp/

スターゼン株式会社

⾷料品製造業

東京都

http://www.starzen.co.jp/

大槻⾷材株式会社

飲⾷料品卸売業

函館市

http://www.ootuki.com

帯広地方卸売市場株式会社

飲⾷料品卸売業

帯広市

http://www.obihirosijyo.co.jp/

株式会社野澤組

各種商品卸売業

東京都

http://www.nosawa.co.jp

北海道オリオン株式会社

機械器具卸売業

札幌市

http://www.orionkikai.co.jp

森永酪農販売株式会社

その他の卸売業

東京都

http://www.mo-rakunouhanbai.com/

イオン北海道株式会社

各種商品小売業

札幌市

http://www.aeon-hokkaido.jp

株式会社ジョイフルエーケー

その他の小売業

札幌市

http://www.jak.co.jp/

エム・エス・ケー農業機械株式会社

機械器具卸売業

恵庭市

http://www.mskfm.co.jp

札幌中央信用組合

協同組織⾦融業

札幌市

http://www.sa-chushin.shinkumi.jp/

株式会社コジマ（コジマ動物病院）

技術サービス業

東京都

http://www.pets-kojima.com/

日清医療⾷品株式会社

持ち帰り・配達飲⾷サービス業

東京都

http://www.nifs.co.jp/

株式会社アコーディア・ゴルフ

娯楽業

東京都

http://www.accordiagolf.com/

北海道農業協同組合中央会

協同組合

札幌市

http://www.ja-hokkaido.jp

株式会社ファミリーマート

飲⾷料品小売業

東京都

http://www.family.co.jp

オハヨー乳業株式会社

⾷料品製造業

岡山県

http://www.ohayo-milk.co.jp/

札幌市

http://www.hokkaido-hino.co.jp

北⾒市

http://www.ja-hokkaido.jp/

北海道日野⾃動⾞株式会社
機械器具小売業
オホーツクJAグループ（北海道農業協同組
協同組合
合中央会北⾒市所）

説明

獣

説明

栄

看

獣・看
栄

参加企業一覧
業界説明に加え、各職種についても説明があります。
【 栄：栄養士、 獣：獣医師、 看：動物看護師 】

企業名称

実施日

2月
22日
（水）

本社所在地

企業HP（URL）

説明

株式会社牧家

酪農業

伊達市

http://www.bocca.co.jp/

株式会社フリーデン

畜産業

神奈川県

http://www.frieden.co.jp/

株式会社ノベルズ

畜産業

上士幌町

http://nobels.co.jp/

日本クレア株式会社

畜産業

東京都

http://www.clea-japan.com/

タカナシ乳業株式会社

⾷料品製造業

神奈川県

http://www.takanashi-milk.co.jp/

株式会社モリタン

⾷料品製造業

岩⾒沢市

http://www.moritan.co.jp

日本⾷研ホールディングス株式会社

⾷料品製造業

東京都

http://www.nihonshokken.co.jp/

株式会社柳月

⾷料品製造業

⾳更町

http://www.ryugetsu.co.jp

株式会社豊富牛乳公社

⾷料品製造業

豊富町

http://www.toyotomi-milk.co.jp/

日本全薬工業株式会社

化学工業

福島県

http://www.zenoaq.jp/

日本通運株式会社

道路貨物運送業

東京都

http://www.nittsu.co.jp

国分北海道株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://www.kokubu.co.jp/hokkaido/

日本アクセス北海道株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://www.nippon-access-h.co.jp

株式会社日の丸産業社

その他の卸売業

札幌市

http://hinomaru-agri.co.jp/

生活協同組合コープさっぽろ

各種商品小売業

札幌市

http://www.coop-sapporo.or.jp

マックスバリュ北海道株式会社

各種商品小売業

札幌市

http://www.mv-hokkaido.co.jp/

DCMホーマック株式会社

その他の小売業

札幌市

http://www.homac.co.jp/

北海道農業共済組合連合会／北海道地区農業共済組合
（臨床獣医師）

保険業

札幌市

http://www.hknosai.or.jp/

獣

エームサービス株式会社

持ち帰り・配達飲⾷サービス業

東京都

http://www.aimservices.co.jp/

栄

日本中央競馬会

娯楽業

東京都

http://www.jra.go.jp/

獣

日本酪農協同株式会社

⾷料品製造業

大阪府

http://www.mainichi-milk.co.jp/

企業名称

実施日

インターファーム株式会社

2月
23日
（木）

主業種名称

主業種名称
畜産業

本社所在地
⻘森県

企業HP（URL）

獣

栄

獣
栄

説明
獣

日本ホワイトファーム株式会社

畜産業

⻘森県

http://www.nhgseisan4.jp/company/interfarm.html
http://www.nhg-seisan4.jp

日本ハム株式会社

⾷料品製造業

大阪府

http://www.nipponham.co.jp/

日糧製パン株式会社

⾷料品製造業

札幌市

http://www.nichiryo-pan.co.jp/

日本フードパッカー株式会社

⾷料品製造業

⻘森県

http://www.nhg-seisan4.jp

日本ニュートリション株式会社

飲料･たばこ・飼料製造業

東京都

http://www.jnc.co.jp

⾦港⻘果株式会社

飲⾷料品卸売業

神奈川県

http://www.kinkoh-fresh.co.jp

小川畜産⾷品株式会社

飲⾷料品卸売業

東京都

http://www.ogawa-group.co.jp/

ハンナン株式会社

飲⾷料品卸売業

大阪府

http://www.hannan.co.jp/

札幌ホクレン⻘果株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://www.hokurenseika.co.jp/

株式会社SCミート

飲⾷料品卸売業

千葉県

http://www.scmeat.co.jp/

株式会社クレスト

飲⾷料品卸売業

愛知県

http://www.crestfarm.co.jp

オカモトグループ

建築材料・鉱物・⾦属材料等卸売業 帯広市

http://www.okamoto-group.co.jp

ホシザキ北海道株式会社

機械器具卸売業

札幌市

http://www.hoshizaki.co.jp

イオンペット株式会社

その他の小売業

千葉県

http://www.aeonpet.com/

獣・看

株式会社AHB

その他の小売業

東京都

http://www.ahb.jpn.com/

獣

株式会社コメリ

その他の小売業

新潟県

http://www.komeri.bit.or.jp/

株式会社新日本科学

学術･開発研究機関

東京都

http://www.snbl.co.jp/

株式会社ブロンコビリー

飲⾷店

東京都

http://www.bronco.co.jp

株式会社タカキタ

生産用機械器具製造業

三重県

http://www.takakita-net.co.jp/

株式会社マツオ

飲⾷店

滝川市

http://corp.matsuo1956.jp/

獣
獣

獣

獣

獣

参加企業一覧
業界説明に加え、各職種についても説明があります。
【 栄：栄養士、 獣：獣医師、 看：動物看護師 】

企業名称

実施日

2月
2４日
（⾦）

主業種名称

本社所在地

企業HP（URL）

説明

プライフーズ株式会社

⾷料品製造業

⻘森県

http://www.prifoods.jp

ベル⾷品株式会社

⾷料品製造業

札幌市

http://www.bellfoods.co.jp/

獣

山崎製パン株式会社

⾷料品製造業

東京都

http://www.yamazakipan.co.jp/

株式会社マルハニチロ北日本

⾷料品製造業

帯広市

http://www.maruha-nichiro-kita.co.jp

中部飼料株式会社

飲料･たばこ・飼料製造業

愛知県

http://www.chubushiryo.co.jp/

獣

フィード・ワン株式会社

飲料･たばこ・飼料製造業

神奈川県

http://www.feed-one.co.jp/

獣

岩井機械工業株式会社

生産用機械器具製造業

東京都

http://www.iwai.co.jp/

トーウンサービス株式会社

道路貨物運送業

埼玉県

http://www.tohun.co.jp

株式会社北海道丸和ロジスティクス

道路貨物運送業

石狩市

http://www.momotaro.co.jp

SBSフレック株式会社

道路貨物運送業

東京都

http://www.sbs-flec.co.jp

株式会社丹波屋

各種商品卸売業

札幌市

http://www.kk-tanbaya.co.jp/

メディパルフーズ株式会社

飲⾷料品卸売業

札幌市

http://medipalfoods.co.jp/

ヤンマーアグリジャパン株式会社

機械器具卸売業

大阪府

http://www.yanmar.co.jp/yaj/index.html

株式会社ティーピーパック

その他の卸売業

札幌市

http://www.tppack.co.jp

株式会社LIXILビバ

その他の小売業

埼玉県

http://www.vivahome.co.jp/

株式会社ツルハ

その他の小売業

札幌市

http://www.tsuruha.co.jp/

⼀般社団法⼈ジェネティクス北海道

技術サービス業

札幌市

http://www.genetics-hokkaido.ne.jp/

株式会社アレフ

飲⾷店

札幌市

http://www.aleph-inc.co.jp/

きたみらい農業協同組合

協同組合

北⾒市

http://www.jakitamirai.or.jp/

十勝農業協同組合連合会

協同組合

帯広市

http://www.nokyoren.or.jp/

敷島製パン株式会社

⾷料品製造業

東京都

http://www.pasconet.co.jp/

獣

主業種名称

企業名称

実施日

本社所在地

企業HP（URL）

酪農業

株式会社牧家

2017年2⽉22⽇（⽔） 伊達市

畜産業

インターファーム株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） ⻘森県

株式会社フリーデン

2017年2⽉22⽇（⽔） 神奈川県

http://www.bocca.co.jp/
http://www.nhgseisan4.jp/company/interfarm.html
http://www.frieden.co.jp/

⽇本ホワイトファーム株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） ⻘森県

http://www.nhg-seisan4.jp

株式会社ノベルズ

2017年2⽉22⽇（⽔） 上士幌町

http://nobels.co.jp/

⽇本クレア株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 東京都

http://www.clea-japan.com/

ニチロ畜産株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.nichiro-ham.co.jp

プライフーズ株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） ⻘森県

http://www.prifoods.jp

伊藤ハムデイリー株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 宮城県

http://itohamdaily.co.jp

⽇本ハム株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 大阪府

http://www.nipponham.co.jp/

よつ葉乳業株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.yotsuba.co.jp/

雪印メグミルク株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 東京都

http://www.meg-snow.com

タカナシ乳業株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 神奈川県

http://www.takanashi-milk.co.jp/

⽇本酪農協同株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 大阪府

http://www.mainichi-milk.co.jp/

オハヨー乳業株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 岡山県

http://www.ohayo-milk.co.jp/

サンマルコ⾷品株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.sanmaruko.co.jp/

株式会社モリタン

2017年2⽉22⽇（⽔） 岩⾒沢市

http://www.moritan.co.jp

ベル⾷品株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.bellfoods.co.jp/

⾷料品製造業

⽇本⾷研ホールディングス株式会社 2017年2⽉22⽇（⽔） 東京都

http://www.nihonshokken.co.jp/

⽇糧製パン株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 札幌市

http://www.nichiryo-pan.co.jp/

山崎製パン株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 東京都

http://www.yamazakipan.co.jp/

株式会社柳⽉

2017年2⽉22⽇（⽔） ⾳更町

http://www.ryugetsu.co.jp

敷島製パン株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 東京都

http://www.pasconet.co.jp/

株式会社マルハニチロ北⽇本

2017年2⽉24⽇（⾦） 帯広市

http://www.maruha-nichiro-kita.co.jp

株式会社豊富牛乳公社

2017年2⽉22⽇（⽔） 豊富町

http://www.toyotomi-milk.co.jp/

⽇本フードパッカー株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） ⻘森県

http://www.nhg-seisan4.jp

株式会社もりもと

2017年2⽉21⽇（⽕） 千歳市

http://www.haskapp.co.jp/

スターゼン株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.starzen.co.jp/

中部飼料株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 愛知県

http://www.chubushiryo.co.jp/

⽇本ニュートリション株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 東京都

http://www.jnc.co.jp

雪印種苗株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.snowseed.co.jp

フィード・ワン株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 神奈川県

http://www.feed-one.co.jp/

化学工業

⽇本全薬工業株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 福島県

http://www.zenoaq.jp/

生産用機械器具製造業

岩井機械工業株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 東京都

http://www.iwai.co.jp/

株式会社タカキタ

2017年2⽉23⽇（⽊） 三重県

http://www.takakita-net.co.jp/

トーウンサービス株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 埼玉県

http://www.tohun.co.jp

飲料･たばこ・飼料製造業

道路貨物運送業

各種商品卸売業
飲⾷料品卸売業

株式会社北海道丸和ロジスティクス 2017年2⽉24⽇（⾦） 石狩市

http://www.momotaro.co.jp

⽇本通運株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 東京都

http://www.nittsu.co.jp

SBSフレック株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 東京都

http://www.sbs-flec.co.jp

株式会社野澤組

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.nosawa.co.jp

株式会社丹波屋

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.kk-tanbaya.co.jp/

⽇本アクセス北海道株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.nippon-access-h.co.jp

メディパルフーズ株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://medipalfoods.co.jp/

大槻⾷材株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 函館市

http://www.ootuki.com

国分北海道株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.kokubu.co.jp/hokkaido/

丸果札幌⻘果株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.marukasapporo.co.jp/

帯広地方卸売市場株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 帯広市

http://www.obihirosijyo.co.jp/

横浜丸中⻘果株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 神奈川県

http://www.yokohama-marunaka.co.jp/

⾦港⻘果株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 神奈川県

http://www.kinkoh-fresh.co.jp

主業種名称

企業名称

実施日

本社所在地

企業HP（URL）

小川畜産⾷品株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 東京都

http://www.ogawa-group.co.jp/

ハンナン株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 大阪府

http://www.hannan.co.jp/

丸⽔札幌中央⽔産株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.marusui-net.co.jp/

札幌ホクレン⻘果株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 札幌市

http://www.hokurenseika.co.jp/

株式会社SCミート

2017年2⽉23⽇（⽊） 千葉県

http://www.scmeat.co.jp/

株式会社クレスト

2017年2⽉23⽇（⽊） 愛知県

http://www.crestfarm.co.jp

建築材料・鉱物・⾦属材料等卸売業

オカモトグループ

2017年2⽉23⽇（⽊） 帯広市

http://www.okamoto-group.co.jp

株式会社コハタ

2017年2⽉20⽇（⽉） 旭川市

http://www.khts.co.jp/

機械器具卸売業

ホシザキ北海道株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 札幌市

http://www.hoshizaki.co.jp

北海道オリオン株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.orionkikai.co.jp

株式会社コーンズ・エージー

2017年2⽉20⽇（⽉） 恵庭市

http://www.cornesag.com/

ヤンマーアグリジャパン株式会社

2017年2⽉24⽇（⾦） 大阪府

http://www.yanmar.co.jp/yaj/index.html

リコージャパン株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 東京都

http://www.ricoh-japan.co.jp

その他の卸売業

エム・エス・ケー農業機械株式会社 2017年2⽉21⽇（⽕） 恵庭市

http://www.mskfm.co.jp

⽇本ニューホランド株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.nh-hft.co.jp

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.hokutake.co.jp

株式会社⽇の丸産業社

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://hinomaru-agri.co.jp/

森永酪農販売株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.mo-rakunouhanbai.com/

大丸株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.daimaru-inc.com/

株式会社ティーピーパック

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.tppack.co.jp

生活協同組合コープさっぽろ

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.coop-sapporo.or.jp

マックスバリュ北海道株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.mv-hokkaido.co.jp/

イオン北海道株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.aeon-hokkaido.jp

株式会社ラルズ

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.arcs-g.co.jp

飲⾷料品小売業

株式会社ファミリーマート

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.family.co.jp

機械器具小売業

北海道⽇野⾃動⾞株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.hokkaido-hino.co.jp

その他の小売業

DCMホーマック株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.homac.co.jp/

株式会社LIXILビバ

2017年2⽉24⽇（⾦） 埼玉県

http://www.vivahome.co.jp/

株式会社ツルハ

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.tsuruha.co.jp/

各種商品小売業

株式会社サッポロドラッグストアー 2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.sapporo-drug.co.jp/

株式会社サンドラッグプラス

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.sundrug.co.jp/

イオンペット株式会社

2017年2⽉23⽇（⽊） 千葉県

http://www.aeonpet.com/

株式会社AHB

2017年2⽉23⽇（⽊） 東京都

http://www.ahb.jpn.com/

株式会社コメリ

2017年2⽉23⽇（⽊） 新潟県

http://www.komeri.bit.or.jp/

株式会社ジョイフルエーケー

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.jak.co.jp/

協同組織⾦融業

札幌中央信用組合

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.sa-chushin.shinkumi.jp/

保険業

北海道農業共済組合連合会／北海道地区農業共済組合（臨床獣医師）

2017年2⽉22⽇（⽔） 札幌市

http://www.hknosai.or.jp/

2017年2⽉23⽇（⽊） 東京都

http://www.snbl.co.jp/

学術･開発研究機関 株式会社新⽇本科学

技術サービス業

株式会社コジマ（コジマ動物病院） 2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.pets-kojima.com/

⼀般社団法⼈ジェネティクス北海道 2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.genetics-hokkaido.ne.jp/

株式会社ドーコン

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.docon.jp/

株式会社ブロンコビリー

2017年2⽉23⽇（⽊） 東京都

http://www.bronco.co.jp

株式会社マツオ

2017年2⽉23⽇（⽊） 滝川市

http://corp.matsuo1956.jp/

株式会社アレフ

2017年2⽉24⽇（⾦） 札幌市

http://www.aleph-inc.co.jp/

⽇清医療⾷品株式会社

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.nifs.co.jp/

エームサービス株式会社

2017年2⽉22⽇（⽔） 東京都

http://www.aimservices.co.jp/

株式会社アコーディア・ゴルフ

2017年2⽉21⽇（⽕） 東京都

http://www.accordiagolf.com/

⽇本中央競馬会

2017年2⽉22⽇（⽔） 東京都

http://www.jra.go.jp/

その他の教育・学習支援業

公益財団法⼈さっぽろ⻘少年⼥性活動協会

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.syaa.jp

協同組合

オホーツクJAグループ（北海道農業協同組合中央会北⾒市所）

2017年2⽉21⽇（⽕） 北⾒市

http://www.ja-hokkaido.jp/

飲⾷店

持ち帰り・配達飲⾷サービス業

娯楽業

主業種名称

その他の事業サービス業

企業名称

実施日

本社所在地

企業HP（URL）

ホクレン農業協同組合連合会

2017年2⽉20⽇（⽉） 札幌市

http://www.hokuren.or.jp/

北海道農業協同組合中央会

2017年2⽉21⽇（⽕） 札幌市

http://www.ja-hokkaido.jp

きたみらい農業協同組合

2017年2⽉24⽇（⾦） 北⾒市

http://www.jakitamirai.or.jp/

十勝農業協同組合連合会

2017年2⽉24⽇（⾦） 帯広市

http://www.nokyoren.or.jp/

全国酪農業協同組合連合会

2017年2⽉20⽇（⽉） 東京都

http://www.zenrakuren.or.jp/

イカリ消毒株式会社

2017年2⽉20⽇（⽉） 東京都

http://www.ikari.co.jp/

