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資料４ 第４期新規参画企業 個別プロジェクト紹介



資料１

（敬称略）

農業女子メンバー 農園名 氏　名

北海道 髙木農園 髙木　智美

福島県 株式会社カトウファーム 加藤　絵美

茨城県 株式会社ドロップ ドロップファーム 三浦　綾佳

埼玉県 有限会社貫井園 貫井　香織

富山県 立野原観光農園 中道　真由美

愛知県 Vege TanaQ(ベジ・タナキュウ) 永井　千春

高知県 森田農園（もりけんファーム） 森田　かおり

宮崎県 有限会社児玉農園 児玉　亜沙美

参画企業 所属・役職 氏　名

執行役員　営業副本部長 勝野　志郎

IR・広報室 的場　朱里

株式会社エイチ・アイ・エス 東日本法人団体専門店事業部　ソーシャルソリューション事業　営業企画 川本　幸子

趣味実用編集部「やさいの時間」編集長 福田　直子

趣味実用編集部「やさいの時間」副編集長 渡邊　倫子

第一法人営業部　第六営業担当部長 上原　宏

第一法人営業部 第六営業担当 農業ICT推進プロジェクトチーム 横田　明音

経営企画部　広報室　課長 川西　保幸

経営企画部　広報室 佐藤　仁美

野菜統括部 川合　泉

野菜統括部 中島　千尋

広報宣伝部　広報宣伝課 力石　まり子

健康環境システム事業本部スモールＡ事業部商品企画部　チームリーダー 中島　優子

シャープエレクトロニクスマーケティング(株)　営業企画部(渉外) 主事 三橋　玲子

コミュニケーション開発事業部　部長 髙野　靖

コミュニケーション開発事業部　副部長 西山　由貴子

コミュニケーション開発事業部 岩崎　慧一

コミュニケーション開発事業部 三浦　光

ダイハツ工業株式会社 国内マーケティング部　販売促進室　商品販促グループ 芝　健次

新事業開拓課 課長　兼　広報担当 横田　洋子

新事業開拓課　兼　広報担当 福岡　三恵

株式会社東急ハンズ 新商品開発ＰＴ　バイヤー 泉　徳之

専務取締役 西本　武司

商品企画部/一般 鎌田　沙耶佳

総合創造企画部　 小野田　喜一

建築設計部コーデイネート課 前田　春子

東京営業所　所長代理 西　純一郎

広域営業課 大内　由花

経営企画本部社長室デピュティゼネラルマネージャー 貞国　顕

経営企画本部社長室コーポレート　コミュニケーションチーム 鈴木　なぎさ

日本サブウェイ株式会社 マーケティング商品本部販促部 辻本　安芸

株式会社パソナ農援隊 コンサルティング事業部 リーダー 萩原　有希

営業サポート部　係長 島田　節子

開発研究部　応用開発研究室　チームリーダー 杉丸　勝郎

株式会社丸山製作所 営業管理課 斎藤　幸子

商品統括部　MD戦略部　MD政策担当　マネージャー 杉浦　蓉子

商品統括部　MD戦略部　MD政策担当　マネージャー 鹿島　修二

株式会社ナムコ

フマキラー株式会社

株式会社三越伊勢丹
ホールディングス

株式会社
東和コーポレーション
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井関農機株式会社

NHK出版

株式会社ＮＴＴドコモ

株式会社コーセー

株式会社サカタのタネ

シャープ株式会社

城北信用金庫

株式会社タニタ

株式会社東邦

株式会社東洋ハウジング



広報部　課長代理 金森　智

広報部　主任 黒瀬　美保

グループサービスチーム（販売促進） 永井　満里奈

グループサービスチーム（販売促進） 阿久津　紘子

営業開発部 岩月　こずえ

車両管理チーム 夢美　琉華

株式会社ローソン ホームコンビニエンス事業本部　部長 鈴木  一十三

ワコールブランド商品統括部 インナーウェア商品営業部　ＦＬ営業課 深田　高史

総合企画室　
事業企画部・事業企画課 鈴木　洋子

（新規参画）

コンビウィズ株式会社　代表取締役 　鈴木　一郎 

コンビウィズ株式会社　執行役員　保育事業担当　兼　管理部部長 大場　智

コンビウィズ株式会社　保育事業　施設部　運営G 新井　千晶

研究開発センター　評価解析技術研究開発本部
評価解析第１研究開発部 部長

中島　但

研究開発センター　評価解析技術研究開発本部
評価解析第１研究開発部 第３課　グループリーダー

相澤　恵美

十四部　三課 森本　浩光

東京本社　営業企画室 中村　洋太郎

蒲田女子高等学校 キャリア教育推進室　室長 佐々木　輝人

東京農業大学 東京農業大学生物産業学部地域産業経営学科・准教授 上田  智久

（傍聴）

佐藤　真一郎

下重　貴子

文具・オフィス事業部チャネル開拓担当部長 根本　久

文具・オフィス事業部製品マーケティング部 菅野　徹

東北農政局 経営支援課 女性活躍推進係長　 鎌田　多恵子

関東農政局 経営支援課 女性活躍推進係 今野　綾

東海農政局 経営支援課  課長補佐（就農促進） 伊東　誉雄

近畿農政局 経営支援課　課長補佐（就農促進） 田中　耕一

中国・四国農政局 経営支援課 女性活躍推進係長　 四宮　佳美

農業女子メンバー 広島県　 前川　すずみ

農業女子メンバー 神奈川県 髙橋　美千子

農業女子メンバー 埼玉県　 田中　綾華

（農林水産省）

経営局長 大澤　誠

就農・女性課 課長 佐藤　一絵

就農・女性課 女性活躍推進室　室長 久保　香代子

課長補佐（経営支援班） 千葉　芳信

課長補佐（環境整備班） 阿部　知康

企画係長 加藤　豊

企画調査係長 多々納　雄亮

指導係長 細谷　紀子

事業係 関　典子

調査員 濵名　文

調査員 多田　健

経営専門職 戸張　慎也

事業指導係長 弓　智宏

スリーエム ジャパン株式会社

農業女子ＰＪ事務局

株式会社ワコール

コンビ株式会社
コンビウィズ株式会社

大日本印刷株式会社

豊島株式会社

株式会社第一プログレス 営業部

株式会社モンベル

株式会社ロイヤルホテル
リーガロイヤルホテル東京

株式会社
レンタルのニッケン


	配付用1101現在

