＜PRIDE 指標 2020 受賞企

ンソン⽇本法⼈グループ*

業・団体⼀覧＞

株式会社ソニー・インタラ

情報通信業

全 230 社

クティブエンタテインメン

アクセンチュア株式会社

グループ連名含め 465 社

ト

アビームコンサルティング

（うち社名⾮公表企業 5 社）

ソニー株式会社*

株式会社

ソニーグローバルマニュフ

伊藤忠テクノソリューショ

ァクチャリング＆オペレー

ンズ株式会社

ションズ株式会社*

エス・エー・エス株式会社

ソニーストレージメディア

SCSK 株式会社

マニュファクチャリング株

エヌ・ティ・ティ・アドバン

式会社*

ステクノロジ株式会社

ソニーモバイルコミュニケ

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ーションズ株式会社

ケーションズ株式会社

⼤⽇本住友製薬株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・

建設業

⽥辺三菱製薬株式会社

データ

NTT ファシリティーズグ

帝⼈株式会社*

NTT クラルティ株式会社

ループ*

⽇産⾃動⾞株式会社

NTT コムウェア株式会社

⽇清⾷品ホールディングス

NTT コム ソリューション

株式会社

ズ株式会社

⽇本イーライリリー株式会

株式会社 NTT データ関⻄

社

株式会社ＮＴＴドコモ*

株式会社アシックス*

⽇本たばこ産業株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

味の素株式会社

⽇本電気株式会社

株式会社

ENEOS 株式会社

パナソニック株式会社

沖縄通信ネットワーク株式

MSD 株式会社*

株式会社ブリヂストン

会社

オムロン株式会社

プロクター・アンド・ギャ

KDDI 株式会社

川崎重⼯業株式会社

ンブルジャパン株式会社*

SAP ジャパン株式会社

キリンホールディングス株

本⽥技研⼯業株式会社*

シスコシステムズ合同会社

式会社*

三菱⾃動⾞⼯業株式会社

株式会社セールスフォー

グラクソ・スミスクライン

三星グループ*

ス・ドットコム

株式会社*

森永乳業株式会社

ソニーグローバルソリュー

サントリーホールディング

ヤマハ株式会社

ションズ株式会社

ス株式会社*

株式会社 LIXIL

ソフトバンク株式会社

ゴールド（5 点満点獲得）

積⽔ハウス

株式会社

製造業

株式会社

IHI

三洋化成⼯業株式会社

沖縄タイムス社

⻄⽇本電信電話株式会社*

株式会社 JVC ケンウッド

電気・ガス・熱供給・⽔道業

⽇本アイ・ビー・エム株式

ジョンソン・エンド・ジョ

関⻄電⼒株式会社*

会社

⽇本オラクル株式会社

グス

ドイツ証券株式会社

⽇本電信電話株式会社

ソニーマーケティング株式

⽇興アセットマネジメント

⽇本マイクロソフト株式会

会社*

株式会社

社*

株式会社ドン・キホーテ

⽇本⽣命保険相互会社

東⽇本電信電話株式会社

合同会社 PVH ジャパン

野村ホールディングス株式

（NTT 東⽇本グループ）*

株式会社⽇⽴ハイテク

会社

株式会社⽇⽴システムズ

株式会社ファミリーマート

バンク・オブ・アメリカ

株式会社⽇⽴ソリューショ

株式会社

フィデリティグループ*

丸井グループ

ンズ

ブラックロック・ジャパン

株式会社⽇⽴ソリューショ

⾦融業／保険業

株式会社

ンズ東⽇本

R&C 株式会社

マネックスグループ株式会

富⼠通株式会社

アクサ⽣命保険株式会社

社*

freee 株式会社

アクサ損害保険 株式会社

株式会社みずほフィナンシ

アフラック⽣命保険株式会

ャルグループ*

株式会社ペンシル

社

三井住友トラスト・ホール

株式会社ホットリンク

アメリカン・エキスプレス・

ディングス株式会社*

株式会社ランドコンピュー

インターナショナル,Inc. *

株式会社三井住友フィナン

タ

AIG Japan*

シャルグループ*

NTT・TC リース株式会社

株式会社 三菱 UFJ フィナ

運輸業／郵便業

NTT ファイナンス株式会

ンシャル・グループ*

株式会社

社

明治安⽥⽣命保険相互会社

⼤橋運輸株式会社

株式会社オリエントコーポ

モルガン・スタンレー*

全⽇本空輸株式会社

レーション

株式会社ゆうちょ銀⾏

東急株式会社*

株式会社かんぽ⽣命保険

ライフネット⽣命保険株式

⻄⽇本旅客鉄道株式会社

ゴールドマン・サックス

会社

⽇本航空株式会社

J. P.モルガン

株式会社りそなホールディ

⽇本トランスオーシャン航

シティグループ

空株式会社

*

東⽇本旅客鉄道株式会社

住友⽣命保険相互会社

不動産業／物品賃貸業

⽇の丸交通株式会社

ソシエテ・ジェネラル証券

エヌ・ティ・ティ都市開発

株式会社*

株式会社*

卸売業／⼩売業

損害保険ジャパン株式会社

株式会社プリンセススクゥ

株式会社アダストリア*

第⼀⽣命ホールディングス

エアー

株式会社カーギルジャパン

株式会社

ギャップジャパン株式会社

株式会社ダイバースパート

学術研究／専⾨・技術サー

株式会社ゲオホールディン

ナーズ

ビス業

ブルームバーグ

L.P.

奄美航空

ジャパン

ングス

国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学

⽇本郵政株式会社

ソニーエンジニアリング株

医療／福祉

パーソルチャレンジ株式会

式会社

有限会社

デロイト トーマツ グルー

社会福祉法⼈⽩岡⽩寿会

NPO 法⼈ HELLOlife

プ*

株式会社福祉の⾥

株式会社プラップジャパン

加藤⽯材

⻄村あさひ法律事務所

社

株式会社ベルシステム２４

PwC Japan グループ*

複合サービス事業

ホールディングス*

フレッシュフィールズブル

株式会社 ADAC（EEE）

株式会社ミライロ

ックハウスデリンガー法律

ソニーピーシーエル株式会

株式会社物語コーポレーシ

事務所（外国法共同事業）

社

ョン

マッキンゼー・アンド・カ

⽇本郵便株式会社

株式会社リクルート*

ンパニー・インコーポレイ

楽天株式会社

株式会社リクルートスタッ

テッド・ジャパン

フィング

外国法共同事業法律事務所

サービス業（他に分類され

リンクレーターズ

ないもの）

その他

株式会社アイエスエフネッ

株式会社インタースペース

宿泊業／飲⾷店

ト

GE ジャパン株式会社*

i+Land nagasaki（アイラ

株式会社アウト・ジャパン

セガサミーホールディング

ンド・ナガサキ）

EY Japan

ス株式会社*

Kafuu Resort Fuchaku

株式会社 AI サポート

ソニーカスタマ―サービス

CONDO・HOTEL

株式会社エクシオジャパン

株式会社

株式会社パームロイヤル

エヌ・ティ・ティ・ビジネ

国⽴⼤学法⼈筑波⼤学

（ホテルパームロイヤル

スアソシエ株式会社

東京オリンピック・パラリ

NAHA 国際通り）

株式会社エヌ・ティ・テ

ンピック競技⼤会組織委員

ィ・ビジネスアソシエ東⽇

会

⽣活関連サービス業／娯楽

本

東京弁護⼠会

業

株式会社ＫＤＤＩエボルバ

株式会社 NTT トラベルサ

株式会社賢者屋

ービス

株式会社スープストックト

＊は、グループで応募

ーキョー

［ゴールド］

社遊楽

セプテーニグループ*

●株式会社アシックス

株式会社ダイナム

ソニー希望・光株式会社

[アシックスジャパン株式

ソニーピープルソリューシ

会社]

教育学習⽀援業

ョンズ株式会社

●株式会社アダストリア

NTT ラーニングシステム

株式会社 Niji リクルーテ

[株式会社 BUZZWIT、株式

ズ株式会社

ィング

会社エレメントルール、株

ガーデングループ

株式会

式 会 社 ADASTRIA eat

●NTT ファシリティーズ

●シティグループ

Creations、株式会社アダス

グループ

ン

トリア・ロジスティクス、

ファシリティーズ、株式会

●ジョンソン・エンド・ジ

株式会社アダストリア・ゼ

社 NTT ファシリティーズ

ョンソン⽇本法⼈グループ

ネラルサポート]

中央、株式会社 NTT ファ

[ジョンソン・エンド・ジョ

●アメリカン・エキスプレ

シリティーズ北海道、株式

ンソン株式会社、ヤンセン

ス・インターナショナ

会社 NTT ファシリティー

ファーマ株式会社、エイエ

ル,Inc.

[アメリカン・エキ

ズ東北、株式会社 NTT フ

ムオー・ジャパン株式会社]

スプレス・ジャパン株式会

ァシリティーズ東海、株式

●セガサミーホールディン

社]

会社 NTT ファシリティー

グス株式会社

[AIG ジャパ

ズ関⻄、株式会社 NTT フ

式会社、株式会社セガ、株

ン・ホールディングス株式

ァシリティーズ中国、株式

式会社セガグループ

会社、AIG 損害保険株式会

会社 NTT ファシリティー

●セプテーニグループ

社、アメリカンホーム医療・

ズ九州]

[株式会社セプテーニ・ホー

損害保険株式会社、AIG パ

● MSD 株 式 会 社

ートナーズ株式会社、テッ

MSD 合同会社]

クマークジャパン株式会社、

●関⻄電⼒株式会社

AIG テクノロジーズ株式会

⻄電⼒送配電株式会社]

株式会社ハイスコア、株式

社、AIG アセット・マネジ

●キリンホールディングス

会社セプテーニ・オリジナ

メント株式会社、AIG ビジ

株式会社

[キリンビール

ル、Septeni Ad Creative 株

ネス・パートナーズ株式会

株式会社、キリンビバレッ

式会社、株式会社デライト

社、AIG ハーモニー株式会

ジ株式会社、メルシャン株

チューブ、株式会社セプテ

社]

式会社]

ーニ・クロスゲート、トラ

●株式会社ＮＴＴドコモ

●グラクソ・スミスクライ

イコーン株式会社、ミロゴ

[ドコモ CS、ドコモ・サポ

ン株式会社

[グラクソ・ス

ス株式会社、コミックスマ

ート、ドコモ・システムズ、

ミスクライン・コンシュー

ート株式会社、株式会社ビ

ドコモ・テクノロジ、ドコ

マー・ヘルスケア・ジャパ

ビビット、gooddo 株式会社、

モ CS 北海道、ドコモ CS 東

ン株式会社、ヴィーブヘル

株式会社 Pharmarket、株式

北、ドコモ CS 東海、ドコモ

スケア株式会社]

会社 TowaStela、株式会社

CS 北陸、ドコモ CS 関⻄、

●サントリーホールディン

セプテーニ・ベンチャーズ、

ドコモ CS 中国、ドコモ CS

グス株式会社

[サントリ

株式会社サインコサイン、

四国、ドコモ CS 九州]

ー⾷品インターナショナル

株式会社セプテーニ・イン

●エヌ・ティ・ティ都市開

株式会社]

キュベート、PERF 株式会

発株式会社

[エヌ・ティ・

● GE ジ ャ パ ン 株 式 会 社

社

ティ都市開発ビルサービス

[GE ヘルスケア・ジャパン

●ソシエテ・ジェネラル証

株式会社]

株式会社]

券株式会社

●AIG Japan

[株式会社 NTT

[⽇本

ジャパ

[サミー株

ルディングス、株式会社セ
プテーニ、Septeni Japan 株

[関

式会社、MANGO 株式会社、

[ソシエテ・ジ

ェネラル銀⾏

東京⽀店、

●東急株式会社[東急電鉄

総合研究所合同会社、PwC

リクソー投信株式会社、ソ

株式会社]

サステナビリティ合同会社、

シエテジェネラルエアクラ

●⻄⽇本電信電話株式会社

PwC ビジネスアシュアラ

フトリーシング株式会社]

[NTT ビジネスソリューシ

ンス合同会社、PwC ビジネ

●ソニー株式会社

[ソニ

ョンズ株式会社、株式会社

スソリューション合同会社、

ーホームエンタテインメン

エヌ・ティ・ティ マーケテ

PwC アセットアドバイザ

ト＆サウンドプロダクツ株

ィングアクト、株式会社

リー合同会社、PwC Japan

式会社、ソニーイメージン

NTT フィールドテクノ、株

合同会社]

グプロダクツ＆ソリューシ

式会社エヌ・ティ・ティ ネ

●東⽇本電信電話株式会社

ョンズ株式会社、ソニーセ

オメイト、株式会社エヌ・

（NTT 東⽇本グループ）

ミコンダクタソリューショ

ティ・ティ・ビジネスアソ

[ＮＴＴ東⽇本−南関東、Ｎ

ンズ株式会社、ソニースト

シエ⻄⽇本、ＮＴＴ⻄⽇本

ＴＴ東⽇本−関信越、ＮＴ

レージメディアソリューシ

ビジネスフロント株式会社、

Ｔ東⽇本−東北、ＮＴＴ東

ョンズ株式会社]

エヌ・ティ・ティ・メディア

⽇本−北海道、ＮＴＴ-ME、

●ソニーストレージメディ

サプライ株式会社、エヌ・

ＮＴＴ東⽇本サービス]

アマニュファクチャリング

ティ・ティ・スマートコネ

●フィデリティグループ

株式会社

クト株式会社、エヌ・ティ・

[フィデリティ投信株式会

ー・デバイス株式会社]

ティ・ソルマーレ株式会社、

社、フィデリティ証券株式

●ソニーマーケティング株

株式会社ＮＴＴ⻄⽇本アセ

会社、フィデリティ・ジャ

式会社

[ソニーリージョ

ット・プランニング、テル

パン・ホールディングス株

ナルセールス株式会社、ソ

ウェル⻄⽇本株式会社、株

式会社]

ニーコンスーマーセールス

式会社 NTT ⻄⽇本ルセン

●プロクター・アンド・ギ

株式会社]

ト、株式会社ジャパン・イ

ャンブルジャパン株式会社

ンフラ・ウェイマーク、株

[ピー・アンド・ジー株式会

ァーマ株式会社]

式会社 NTTSportict]

社、P&G プレステージ合同

●デロイト トーマツ グル

●⽇本マイクロソフト株式

会社、P&G イノベーション

ープ

会社

合同会社]

[ソニーエナジ

●帝⼈株式会社

[帝⼈フ

[有限責任監査法⼈

[マイクロソフト デ

トーマツ、デロイト トーマ

ィベロップメント株式会

●株式会社ベルシステム２

ツ コンサルティング合同

社]

４ホールディングス

会社、デロイト トーマツ

● PwC Japan グ ル ー プ

式会社

ファイナンシャルアドバイ

[PwC あらた有限責任監査

４]

ザリー合同会社、デロイト

法⼈、PwC 京都監査法⼈、

●本⽥技研⼯業株式会社

トーマツ税理⼠法⼈、デロ

PwC コンサルティング合

[株式会社本⽥技術研究所、

イト トーマツ コーポレー

同会社、PwC アドバイザリ

株式会社

ホンダアクセス、

ト ソリューション合同会

ー合同会社、PwC 税理⼠法

株式会社

ホンダ・レーシ

社]

⼈、PwC 弁護⼠法⼈、PwC

ング、学校法⼈

[株

ベルシステム２

ホンダ学

園]

ー証券株式会社、三菱 UFJ

●マネックスグループ株式

ニコス株式会社、MUS ビジ

会社

ネスサービス株式会社、

[マネックス証券株

式会社]

MUS 情報システム株式会

●株式会社みずほフィナン

社

シャルグループ

●三星グループ

[株式会

[三星⽑

シルバー［４点獲得］

社みずほ銀⾏、みずほ信託

⽷株式会社、三星ケミカル

銀⾏株式会社、みずほ証券

株式会社]

鉱業／採⽯業／砂利採取業

株式会社、みずほ情報総研

●モルガン・スタンレー

国際⽯油開発帝⽯株式会社

株式会社]

[モルガン・スタンレー

●三井住友トラスト・ホー

MUFG 証券株式会社、モル

建設業

ルディングス株式会社

ガン・スタンレー・グルー

清⽔建設株式会社

[三井住友信託銀⾏株式会

プ株式会社、モルガン・ス

⼤和ハウス⼯業株式会社

社、三井住友トラスト・ア

タンレー・インベストメン

⽇本メックス株式会社

セットマネジメント株式会

ト・マネジメント株式会社、

社、三井住友トラスト・ビ

モルガン・スタンレー・キ

製造業

ジネスサービス株式会社]

ャピタル株式会社、モルガ

アサヒグループホールディ

●株式会社三井住友フィナ

ン・スタンレー・ビジネス・

ングス株式会社*

ンシャルグループ

グループ株式会社]

アッヴィ合同会社

会社三井住友銀⾏、三井住

●株式会社リクルート

京セラ株式会社

友カード株式会社、ＳＭＢ

[株式会社リクルートキャ

株式会社クボタ

Ｃファイナンスサービス株

リア、株式会社リクルート

ソニーセミコンダクタマニ

式会社、ＳＭＢＣコンシュ

ジョブズ、株式会社リクル

ュファクチャリング株式会

ーマーファイナンス株式会

ート住まいカンパニー、株

社

社、株式会社ＳＭＢＣ信託

式会社リクルートマーケテ

⼤⽇本印刷株式会社

銀⾏、ＳＭＢＣ⽇興証券株

ィングパートナーズ、株式

株式会社チェリオコーポレ

式会社、三井住友ファイナ

会社リクルートライフスタ

ーション

ンス＆リース株式会社、株

イル、株式会社リクルート

株式会社東芝

式会社⽇本総合研究所、三

テクノロジーズ、株式会社

TOTO 株式会社

井住友 DS アセットマネジ

リクルートマネジメントソ

メント株式会社]

リューションズ

[株式

情報通信業

●株式会社 三菱 UFJ フィ

株式会社ティーガイア

ナンシャル・グループ

⽇本ユニシス株式会社

[株

式会社三菱 UFJ 銀⾏、三菱
UFJ 信託銀⾏株式会社、三

卸売業／⼩売業

菱 UFJ モルガン・スタンレ

株式会社サンゲツ

J.フロントリテイリング株

学校法⼈早稲⽥⼤学

ル・セキュリティーズ・ジ

式会社*

ャパンリミテッド、マッコ

株式会社⾼島屋

ーリーアセットマネジメン

株式会社ファーストリテイ

＊グループ会社での応募

ト株式会社、マッコーリー

リング*

［シルバー］

アセットファイナンス株式

プリモ・ジャパン株式会社

●アサヒグループホールデ

会社、マッコーリージャパ

ィングス株式会社

ン株式会社]

[アサ

⾦融業／保険業

ヒビール株式会社、アサヒ

マッコーリーキャピタルセ

飲料株式会社、アサヒグル

キュリティーズジャパン*

ープ⾷品株式会社、アサヒ
プロマネジメント株式会社

不動産業／物品賃貸業

＋その他グループ会社 27

東急不動産株式会社

社]

ハウスコム株式会社

●J.フロントリテイリング

株式会社三好不動産

株式会社

[株式会社⼤丸

松坂屋百貨店、株式会社パ
学術研究／専⾨・技術サー

ルコ、株式会社博多⼤丸、

ビス業

株式会社 JFR カード、⼤

⿓⾕⼤学

丸興業株式会社、株式会社
J.フロント建装、株式会社

宿泊業／飲⾷店

ディンプル、株式会社 J.フ

グランディスタイル沖縄

ロントフーズ、株式会社消

読⾕ ホテル＆リゾート

費科学研究所、株式会社エ
ンゼルパーク、株式会社

複合サービス事業

JFR サービス、株式会社

株式会社ルネサンス

JFR 情報センター]
●株式会社ファーストリテ

サービス業（他に分類され

イリング

[株式会社ユニ

ないもの）

クロ、株式会社ジーユー、

株式会社アワーズ

株式会社リンク・セオリー

株式会社近畿⽇本ツーリス

ジャパン、株式会社プラス

ト関⻄

テ、COMPTOIR DES

株式会社ぐるなび

COTONNIERS S.A.S.]
●マッコーリーキャピタル

その他

セキュリティーズジャパン

沖縄弁護⼠会

[マッコーリー・キャピタ

＊グループ会社での応募
●株式会社
[株式会社
ブロンズ［3 点獲得］
建設業

株式会社協和エクシオ
株式会社熊⾕組
⼤成建設株式会社
⼾⽥建設株式会社
製造業

倉敷紡績株式会社
第⼀三共株式会社
株式会社ファンケル*
卸売業／⼩売業

株式会社東急百貨店
三井物産株式会社
不動産業／物品賃貸業

リコーリース株式会社
株式会社レオパレス 21
宿泊業／飲⾷店

スターバックス コーヒー
ジャパン株式会社
株式会社トリドールホール
ディングス
サービス業（他に分類され
ないもの）

オリンパス株式会社

ファンケル
アテニア]

