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Welcome to Del Monte!!

商品技術開発部 食品開発グループ 所属

2016年度入社（入社4年目）

K.Y.さん

Q2：現在の仕事は？Q1：入社したきっかけは？

学生時代に食品を専門に学んできた知識を活か

しながら商品開発をしたいと考えていました。

私たちにとって一番身近な存在である食品の開

発は、多くの方に健康や幸せな生活を届けられ

る仕事だと思っています。日本デルモンテは商

品の原料であるトマトやビネガーの開発も行っ

ており、商品の開発・製造にこだわりを持って

いるところに魅力を感じました。

Q3：デルモンテってどんな会社？

女性社員の方がたくさん活躍されています。も

ちろん子育てをしている方々も多く、会社も協

力的な雰囲気なのが日本デルモンテの良さです。

ずっと働き続けたいと考えている私にとっては

人生の手本となる先輩方が多く、安心して働け

る会社だと思っています。

トマトを主原料としているケチャップやソース

を中心に様々な調味料の商品開発を行っていま

す。開発中は難しい課題にぶつかることもあり

ますが、みんなで解決していこうという会社の

雰囲気もあり、1年目から新商品を出すことが

できました。セミナーや資格試験など、やる気

があれば、色々なことに挑戦させてくれる会社

です。初の海外出張で、世界のトマト畑や工場

をみる機会をいただきました。それをきっかけ

に、世界でも通用できる開発者になることを目

標にして日々業務に取り組んでいます。

Q4：これから就職活動をする皆さんへ

色んなことに興味をもって、色んな人と出会ってきてください。勉強だけではなく趣味も色々あるとそれによっ

て身についた幅広い知識や行動力、コミュニケーション能力が社会に出た時に役立つと思います。社会人になっ

て感じたことはコミュニケーションの大切さです。仕事は一人ではできません。就職活動は社会人になるための

第一歩。辛いことも多いと思いますが、自分で考えて行動し、経験を重ねた分だけ自分の力になります。

多くの方に喜ばれる商品開発がしたい！

活躍している女性先輩社員に囲まれて！

ケチャップやソースなどの調味料の開発！
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Welcome to Del Monte!!

商品技術開発部 分析・技術グループ 所属

K. I.さん

Q2：現在の仕事は？Q1：入社したきっかけは？

幼いころからジュースを飲んだり、ケチャップ

を使っていたりと私にとって親しみのある企業

でした。

そこで、デルモンテの主力製品に使われている

トマトについて調べてみたところ体に良い成分

や旨味成分が豊富に含まれていることがわかり、

トマトを使った商品を開発したいと思ったこと

がきっかけです。

￥Q3：デルモンテってどんな会社？

一年目から様々なことにチャレンジする機会が

与えられるので多くの経験をすることができた

と思っています。また、面倒見の良い方が多く、

相談しやすい環境です。そのため、困った時は

すぐに先輩方に質問することができます。

これからも周りの方々の助けを借りながら、

色々なことに積極的にチャレンジをして、成長

し続けたいと思います。

現在の仕事は原料の分析・評価と新規加工技術

の開発です。

海外の工場で製造を行う条件を検討し、多くの

方々のサポートを受けながら、昨年の夏に実際

にその条件で製造を行いました。国内だけでは

なく、海外でも仕事ができることが大変魅力的

だと思います。

これからも、後輩の良いお手本となれるように

知識、スキルを更に身につけていきたいと思い

ます。

Q4：これから就職活動をする皆さんへ

就職活動は辛くて苦しいことの連続だと思います。気持ちが折れてしまうこともあるかもしれません。そ

のような時は周囲の方々に助けてもらってください。うまく息抜きをしながら、就職活動をするのが大事

だと思います。忘れてはいけないのは就職活動はあくまでスタートラインに立つための準備です。何を仕

事にしたいのか考える良い機会だと思いますので自分自身と良く向き合ってみてください。

トマトを活かした新商品を作りたい！

様々なことにチャレンジできる！

新規加工技術の開発！

2017年度入社（入社3年目）
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Welcome to Del Monte!!

商品技術開発部 飲料開発グループ 所属

K. T.さん

Q2：現在の仕事は？Q1：入社したきっかけは？

大学時代は、食品の開発とは畑違いの研究をし

ていましたが、就職活動をきっかけに食品の開

発に興味を持ちました。そんなとき、大学の説

明会で卒業生の方から実際の仕事内容などの話

を聞いて、自分が開発に携わった商品が店頭に

並んでお客様に買ってもらうことに魅力を感じ、

当社を志望しました。

Q3：デルモンテってどんな会社？

入社１年目からいきなり新商品の開発や重要な

プロジェクトなど、やりがいのある仕事を任せ

てもらえます。

また部内はアットホームな雰囲気で、分からな

いことや困ったことがあっても、上司や先輩方

に相談しやすい環境です。社内行事も多くあり、

職場の皆さんと親睦を深めることができます。

Q4：これから就職活動をする皆さんへ

自分で商品を開発してみたい！

やりがいのある仕事ができる！

デルモンテ飲料の開発

現在はデルモンテ飲料の開発を行っています。

新商品の開発では、企画部門からの開発依頼に

対して、配合、食品表示、品質規格、製造工程

などを設計することで商品を具現化し、提案し

ています。

開発するデルモンテ飲料は、トマトジュースや

野菜ジュースをはじめ、果汁ジュース、スープ

など多岐にわたります。さまざまな商品の開発

を経験することで、商品開発者としての幅を広

げることができます。

日本デルモンテでは、主体的になって仕事に取り組むことができる環境があり、仕事を通じて自分の

能力を伸ばすことができます。また商品開発の仕事では、自分が開発に携わった商品が実際に店頭に

並び、お客様の手に取っていただいたり、おいしいと言っていただける非常にやりがいを感じることが

できる仕事です。

2017年度入社（入社3年目）
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Welcome to Del Monte!!

商品技術開発部 食品開発グループ 所属

S. K.さん

Q2：現在の仕事は？Q1：入社したきっかけは？

私の通っていた学部は食品に特化した学部では

ありませんでしたが、実際の製造設備を使って

イチゴジャムや乳酸菌飲料などを製造する授業

をきっかけに食品分野に興味を持ちました。

就職活動を進める中でデルモンテがケチャップ

やトマトジュースの他にもたくさんの商品を

扱っていることを知り、様々な商品の開発業務

に携わりたいと思い入社を決めました。

Q3：デルモンテってどんな会社？ いつも皆さんがスーパーで目にしているトマト

ケチャップなどの家庭用製品ではなく、惣菜

用・レストラン用に使われる業務用・加工用製

品の開発をメインに担当しています。

業務用・加工用のお客様からいただくご要望は

多岐にわたります。一つ一つのご要望にお答え

するために日々試行錯誤し、プラスアルファの

提案もできるように心がけています。

皆さんの知らないところで実はデルモンテの製

品が使われているんです！！！

Q4：これから就職活動をする皆さんへ

就職活動は会社説明会を通じて企業を知る良い機会だと思います。色々な企業を訪問して、知らない部分

を見て聞いて社内の雰囲気を体感してください。また、就職活動は一喜一憂の連続だと思います。周りの

ペースに合わせて進めていくと疲れちゃうこともあるかと思います。無理に周りのペースに合わせず、自

分のペースを大切にして就職活動がんばってください！

店頭に自分の開発した商品を！

挑戦することを大切にしている！

業務用・加工用製品の開発

2017年度入社（入社3年目）

2年目に出張で海外のトマト加工工場の製造立

ち合いに行きました。国内の工場より規模の大

きな工場で、生のトマトから最終製品が出来上

がる流れを見ることができました。この出張で

海外の食文化にも触れることができ、今後の商

品開発に活かせるいい経験になりました。この

出張が初海外だったため多くの不安がありまし

たが、先輩社員がサポートしてくれるので、安

心して挑戦することができました。
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Welcome to Del Monte!!

商品技術開発部 飲料開発グループ 所属

2018年度入社（入社2年目）

M. S.さん

Q2：現在の仕事は？Q1：入社したきっかけは？

実家が小さな食品会社を営んでおり、子供の頃

から食品全般に興味がありました。発酵食品が

好きだったので学生時代は大学の研究室でヨー

グルトを作る研究をしていました。研究は楽し

かったのですが、実際に自分の手で何か商品を

開発してみたいと考えるようになってきました。

今は、やりたかった商品開発の仕事を任されて

おり、日々充実しています。

Q3：デルモンテってどんな会社？

1年目から新商品の開発を行う責任ある仕事を

任せてもらえるチャンスがあります。分からな

いことがあれば年齢が近い先輩が多いので、相

談しやすい環境です。また開発部門は女性と若

手社員が多いです。試作品を作るのに多くの原

材料を検討したり、委託先工場での製造立ち合

いもあるので社外の方とお話する機会も多いで

す。

Q4：これから就職活動をする皆さんへ

新商品の開発がしたい！

若手社員と女性が多く、挑戦的な職場！

果汁飲料やトマト飲料の開発！

私の仕事は果汁系飲料の商品開発がメインです。

デスクワークもありますが、味づくりや試作品

の分析など自分で手を動かす作業が多いです。

新商品の開発は試作だけではなく、工場への落

とし込みも行うので企画部門や品質保証部門、

工場の人たちと密にコミュニケーションをとる

ことが求められます。

まだ開発者として未熟ですが、後輩の見本とな

れるよう日々スキルアップしていきたいです。

就職活動は先が見えず不安が多いと思いますが、消費者以外の立場から色んな企業を見れる良いチャンス

です。時くには肩の力を抜いて、就職活動を楽しんでみてださい。

疲れたらしっかり休養をとってまた明日から頑張りましょう。
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Welcome to Del Monte!!

農産原料部 原料グループ 所属

R.Y.さん

私は学生時代に栽培の研究を行っていました。

また、農業生産工程管理手法の１つであるJGAP

の指導員資格を所得する機会があり、安全な農

産原料の栽培・管理について学びました。

それらで得た知識・経験を活かせるような仕事

を探しているときに栽培指導などを行う原料調

達の募集を日本デルモンテで見つけたことが

きっかけでした。

農産物の調達は天候等に左右されやすいため、

入荷が予定より多い少ないなど製品を製造する

工場に迷惑をかけることもあります。そんな時

に生産を管理している部署・製造している現場

などと一丸となって課題解決に向け取り組んで

います。また、他部署とも席が近くお互いに相

談しやすい環境になっています。

就職活動・研究室等忙しい時期になりますが、悔いの残らないように時間の許す限り多くの企業を視て、

皆さんに合った企業を見つけてください。私は様々な場所に行って同じ就活生の多様な考えを聴くことが

できた就職活動はとても良い経験になりました。きっと皆さんにとっても有意義な経験になるはずです。

そして当社が皆さんの希望に合った企業であれば幸いです。

農産原料の仕事！

一丸となって課題に取り組む社風！

トマトの栽培指導・調達！

Q1：入社したきっかけは？ Q2：現在の仕事は？

Q3：デルモンテってどんな会社？

Q4：これから就職活動する皆さんへ

弊社では加工用トマトの契約栽培を行っており、

生産者に安全・安心・高品質なトマトを作って

もらうため播種から収穫まで一貫して指導を

行っています。また、出荷された加工用トマト

の輸送手配や品質の確認も行っています。

栽培指導については圃場を視て、生育状況・病

害虫の発生を確認し、指導を行っています。取

り組んで40年の大ベテランの生産者もおり、ま

だまだ勉強させていただくこともありますが、

問題に合わせて技術・情報を提供して対応策を

指導しています。

2016年度入社（入社４年目）
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Welcome to Del Monte!!

農産原料部 原料グループ 所属

T. Y.さん

私の学生時代の研究テーマは遺伝子についてで

した。そのような中、日本デルモンテの募集を

偶然見つけ、詳しく調べたところ、加工用トマ

トのオリジナル品種である「デリシャスレッ

ド」を自社開発していることを知りました。他

の農産加工メーカーにはなかなか無い魅力に惹

かれ、応募したのがきっかけでした。

私が現在働いている日本デルモンテ長野工場で

は主に生原料の加工を行っており、夏は加工用

トマト、冬は生りんごの加工を行っています。

そのような生原料を加工している時は、工場の

場内もその原料のにおいがします。夏はトマト

のにおい、冬はりんごのにおいと季節の違いを

においでも感じられる会社です。

基本的にはトマトを加工工場へ安定供給するため、

栽培指導、生育状況の確認、輸送手配などを行っ

ています。また、それ以外にも大切な仕事として

加工工場に原料を受け渡すという仕事があります。

せっかく収穫した原料でも、加工工場の方が使い

やすい状態で工場に入っていなければ無駄になっ

てしまいます。そのような際にトマトの品質を

チェックし、安全に使える原料かどうか確かめる

作業も行っています。

就職活動はつらいことの連続だと思います。私も何度も何度もエントリーシートや履歴書を書き直した覚

えがあります。しかし、無事日本デルモンテに採用され、就職活動終わったときの喜びはとても大きかっ

たのを覚えています。皆さんも最後まで諦めずにがんばってください。

NDMオリジナル品種に惹かれて

いろんな「におい」のする会社

トマトの栽培指導、調達、入荷管理

Q1：入社したきっかけは？ Q2：現在の仕事は？

Q3：デルモンテってどんな会社？

Q4：これから就職活動する皆さんへ

2017年度入社（入社3年目）
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Welcome to Del Monte!!

農産原料部 原料グループ 所属

S. H.さん

私は、学生時代トマトを用いて植物ホルモンにつ

いての研究を行っていました。そのため、植物関

係で栽培や育種に関わる仕事に興味がありました。

初めは、トマトを扱っているという共通点で参加

した説明会でしたが、その中で製造業だけでなく

種子開発・栽培面に携わる仕事があることを知り

ました。自分が栽培に関わったトマトがジュース

の原料になるということに興味を持ちました。

年齢層は幅広いですが、若い人がやりたいこ

と・チャレンジしたいことへ挑戦できるチャン

スのある会社だと思います。アイデアを出せる

機会も多く、また上司や先輩社員の方も協力し

てくれるので、やりたいことがある人にとって

は色々と挑戦させてもらえる環境が整っている

ように感じます。

原料グループは、工場で使用する必要な原料（農

産物）を準備する仕事です。主に夏場はトマト、

冬場はりんごになります。特にトマトは、直接農

家さんとお会いし、畑を見て栽培指導などをしま

す。そのため、自分でもトマトを育てて実際にど

のような作業があるのか、どのようにやるのかな

どの勉強もしています。日々、様々な人と接する

ことが多く、地域の人との交流も出来るので楽し

いです。

就職活動は、大変です。スイッチの切れてしまう時もあると思います。しかし、卒業後の人生を決める重

要なものになるので焦らず自分に合った会社を探して欲しいと思います。説明会への参加は、自由ですし、

会社を知る良い機会になるので沢山参加することをお勧めします。そして、少しでも食品・植物・農業等

に興味があれば是非一度、日本デルモンテの説明会へ参加して下さい。

仕事に興味を持ったから

チャンスがいっぱいある会社

ジュース・調味料の原料調達

Q1：入社したきっかけは？ Q2：現在の仕事は？

Q3：デルモンテってどんな会社？

Q4：これから就職活動する皆さんへ

2018年度入社（入社2年目）
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Welcome to Del Monte!!

農産原料部 種子グループ 所属

K. K.さん

私は学生時代に植物育種学を専攻していました。

育種の研究を通じて得た知識をフルに使い、自

分で品種を開発してみたいという思いが強くあ

りました。また、様々な食品の原料となる野菜

の育種をすれば、世界中で自分の開発した品種

が栽培される！と考えていたので、日本デルモ

ンテは私にピッタリの会社だと思い、志望しま

した。

高品質な商品を食卓に届ける為、日本デルモン

テの様に原料の品種開発から調達、商品の開

発・生産まで行っている会社はほとんどありま

せん。製造までの全てを一貫して行っている点

に品質へのこだわりを感じています。より良い

品質の商品を目指して異分野の人たちが働く環

境のため、毎日新しい発見がある会社だと思い

ます。

当社の生食トマトは生産者や消費者の皆様から
「美味しい」と評価をいただいておりますが、
耐病性,収量性,栽培性に課題があります。それら
の課題を解決し、より良い品種を育成するため
に、日々調査に取り組んでいます。

種子生産業務では、高品質かつ目標量の種子を
生産するために海外の採種圃場を訪問し、状況
確認や技術指導を行っています。

異なる業務を担当するため、異なる視点から業
務を見ることができます。違う視点からの気づ
きがあった時に自分の成長を感じることができ
るため、毎日楽しく仕事に取り組めています。

これまで皆さんは様々な経験し、様々なことを考えたと思います。その経験や考えはあなただけのもので

す。それらを糧に自信を持って就職活動に取り組むことが大切です。経験や考えを基に志望する会社で何

をしたいかを考え、説明することができれば、良い結果に繋がると思います。皆さんの志望する会社に日

本デルモンテを選んでいただければ幸いです。来年の4月にお会いすることを楽しみにしています。

世界中に自分の品種を広めたい

Qualityにこだわる会社

生食トマト育種と種子生産

Q1：入社したきっかけは？ Q2：現在の仕事は？

Q3：デルモンテってどんな会社？

Q4：これから就職活動する皆さんへ

2016年度入社（入社4年目）
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Welcome to Del Monte!!

技術統括部 設備グループ 所属

D. I.さん

自分がどんな仕事がしたいのか分からずに悩みながら就職活動をしている人は多いと思いますが、出来る
限り多くの企業の説明会に足を運んでみると良いと思います。自分の中の選択肢を広げていくうちにきっ
とその答えが見つかるはずです。最後まで諦めずに頑張って下さい。
そして、ご縁があって当社に入社することがありましたら、是非一緒に頑張りましょう。
お待ちしております。

設備管理に興味があった

職場環境が良い会社
私は現在、技術統括部設備グループに所属し群馬
工場と長野工場の機械設備全般を管理する仕事を
しています。業務内容としては、新規設備及び設
備改善の導入検討、工事の計画や進捗管理、設備
の予算管理、工場設備に関する情報収集等になり
ます。
設備管理は工場がお客様です。
装置を実際に使うのは現場の方々なので人の動線
を考慮した設備配置やメンテナンスの容易さなど
現場が望むことを実現できるように日々努力して
います。
まだまだ学ぶべき事は多いですが普段自分をサ
ポートしてくれる先輩達を目標に頑張ります！

Q1：入社したきっかけは？ Q2：現在の仕事は？

Q3：デルモンテってどんな会社？

Q4：これから就職活動する皆さんへ

2工場の機械設備の統括管理

設備管理に学生の頃から興味があり、機械設備
の導入・更新や既存設備の能力改善等に携わる
仕事がしたいと考えていました。
そんな折に教授から企業説明会で、日本デルモ
ンテが設備管理関係の出展をするという話を聞
き飛び入りで参加させて頂きました。
説明を受けた内容は自分が希望していた仕事内
容であり、人事の方の人柄や工場を案内して頂
いた時の社内の雰囲気もとても良かった事に魅
力を感じ日本デルモンテに入社を決めました。

仕事で分からない事があれば先輩や上司の方々が
親切に指導して下さいます。気軽に話し合う事が
出来て雰囲気も明るく、自分自身の能力を最大限
発揮できる働きやすい環境があるのが当社の良さ
の一つです。また、当社は入社年数に関わらず
様々な仕事を任せてもらえる機会が多いと感じま
す。

技術力向上のための資格取得の補助制度等も充実
しており社員が一人前に成長できる土壌がある会
社だと思います。

2017年度入社（入社3年目）
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日本デルモンテ株式会社
経営管理部 総務グループ 採用担当 宛
TEL ０３－５５１０－３５００
FAX ０３－５５１０－３５０１
URL https://www.delmonte.co.jp/
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