【鉱業／採石業／砂利採取業】
株式会社 INPEX
【建設業】

ゴールド（5 点満点獲得）

237 社
（うちグループ連名応募数 49 社）
グループ連名受賞 283 社
ゴールド受賞合計 471 社

ソニーグループ株式会社 *

株式会社山田メッキ工業所

ソニーグローバルマニュファクチャリング & オペレーションズ株式会社

ヤマハ株式会社

ソニーストレージメディアマニュファクチャリング株式会社 *

株式会社 LIXIL

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

NTT ファシリティーズグループ *

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

積水ハウス

ソニーマーケティング株式会社

アクセンチュア株式会社

大和ハウス工業株式会社

ソニー株式会社

アビームコンサルティング株式会社

日本メックス株式会社

第一三共株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

大日本印刷株式会社

ヴイエムウェア株式会社

大日本住友製薬株式会社

エクスペディアホールディングス株式会社 *

アークレイ株式会社

武田薬品工業株式会社

エス・エー・エス株式会社

株式会社

田辺三菱製薬株式会社

SCSK 株式会社

株式会社アシックス *

帝人株式会社 *

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社

味の素株式会社

株式会社東芝

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

アッヴィ合同会社

TOTO 株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

ENEOS 株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西

MSD 株式会社 *

トヨタ自動車株式会社

NTT クラルティ株式会社

オムロン株式会社

中伝毛織株式会社

NTT コムウェア株式会社

オルガノン株式会社

日産自動車株式会社

NTT テクノクロス株式会社

川崎重工業株式会社

日清食品ホールディングス株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ *

京セラ株式会社

日本イーライリリー株式会社

KDDI 株式会社

キリンホールディングス株式会社 *

日本精工株式会社

株式会社 SAKURUG

株式会社クボタ

日本たばこ産業株式会社

SAP ジャパン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社 *

日本電気株式会社

株式会社 JSOL

倉敷紡績株式会社

パナソニック株式会社

シスコシステムズ合同会社

株式会社神戸製鋼所

P&G ジャパン合同会社 *

株式会社セールスフォース・ドットコム

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 *

ファイザー株式会社

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

サントリーホールディングス株式会社 *

株式会社ブリヂストン

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社

三洋化成工業株式会社 *

本田技研工業株式会社 *

ソニービジネスオペレーションズ株式会社

株式会社 JVC ケンウッド

三菱自動車工業株式会社

ソフトバンク株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ *

三星グループ *

株式会社ティーガイア

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

森永乳業株式会社

西日本電信電話株式会社 *

株式会社

【製造業】
IHI

【情報通信業】

日本アイ・ビー・エム株式会社

【卸売業／小売業】

ソニー損害保険株式会社

社会保険労務士法人

亀井労務管理事務所

日本オラクル株式会社

株式会社アダストリア

損害保険ジャパン株式会社

KPMG ジャパン *

日本電信電話株式会社

LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン *

第一生命ホールディングス株式会社

デロイト トーマツ グループ *

日本マイクロソフト株式会社 *

カーギルジャパン合同会社

株式会社ダイバースパートナーズ *

西村あさひ法律事務所

日本ユニシス株式会社

ギャップジャパン株式会社

ドイツ銀行グループ *

PwC Japan グループ *

東日本電信電話株式会社（NTT 東日本グループ）*

株式会社ゲオホールディングス

日興アセットマネジメント株式会社

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッ

株式会社日立システムズ

J. フロントリテイリング株式会社 *

日本生命保険相互会社

ド・ジャパン

株式会社日立ソリューションズ

株式会社 ZOZO*

野村ホールディングス株式会社

モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所（外国法

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

株式会社トレセンテ

フィデリティグループ *

共同事業

株式会社日立ソリューションズ東日本

株式会社ドン・キホーテ

ブラックロック・ジャパン株式会社

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

富士通株式会社

ハインツ日本株式会社

マネックスグループ株式会社 *

freee 株式会社

合同会社 PVH ジャパン

株式会社みずほフィナンシャルグループ *

株式会社ファミリーマート

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社 GHP

株式会社ペンシル

プリモ・ジャパン株式会社

三井住友信託銀行株式会社

株式会社スープストックトーキョー

株式会社 Box Japan

株式会社

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 *

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループ *

株式会社トリドールホールディングス

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ *

株式会社物語コーポレーション

ブルームバーグ

L.P.

丸井グループ

株式会社ホットリンク
株式会社メルカリ

【金融業／保険業】

モリソン・フォースター法律事務所）

【宿泊業／飲食店】

ヤフー株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

株式会社ランドコンピュータ

アクサ生命保険株式会社

モルガン・スタンレー *

株式会社 Works Human Intelligence*

アクサ損害保険株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社 ADAC（EEE）

アフラック生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社

株式会社 NTT トラベルサービス

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル , Inc. *

株式会社りそなホールディングス

ガーデングループ

【運輸業／郵便業】
株式会社奄美航空

AIG Japan*

全日本空輸株式会社

NTT・TC リース株式会社

東急株式会社

NTT ファイナンス株式会社

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 *

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社オリエントコーポレーション

東急不動産株式会社

日本航空株式会社

株式会社かんぽ生命保険

ハウスコム株式会社

日本トランスオーシャン航空株式会社

ゴールドマン・サックス

株式会社プリンセススクゥエアー *

東日本旅客鉄道株式会社

J. P. モルガン

株式会社三好不動産

日の丸交通株式会社

シティ・ジャパン *
住友生命保険相互会社
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 *

【生活関連サービス業／娯楽業】

株式会社遊楽

株式会社ダイナム
【不動産業／物品賃貸業】
【教育学習支援業】
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社
【医療／福祉】
社会福祉法人白岡白寿会
戸田中央医科グループ *
【学術研究／専門・技術サービス業】
国立大学法人大阪大学

株式会社福祉の里
株式会社 more

【複合サービス事業】

ランスタッド株式会社

ソニーピーシーエル株式会社

株式会社リクルート *

日本郵便株式会社

株式会社リクルートスタッフィング

合同会社ユー・エス・ジェイ

株式会社 Waris

楽天グループ株式会社
株式会社ルネサンス

【その他】
株式会社インタースペース

【サービス業（他に分類されないもの）】

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

株式会社アイエスエフネット

グリーンサイクル株式会社

株式会社アウト・ジャパン

GE ジャパン株式会社 *

株式会社アカルク

セガサミーホールディングス株式会社 *

EY Japan*

ソニーカスタマ―サービス株式会社

WeWork Japan 合同会社

国立大学法人筑波大学

株式会社 AI サポート

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

株式会社エクシオジャパン

委員会

エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サー

東京弁護士会

ビス株式会社

日本コカ・コーラ株式会社

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ
東日本
株式会社ぐるなび
株式会社 KDDI エボルバ
株式会社賢者屋
セプテーニグループ *
ソニー希望・光株式会社
ソニーピープルソリューションズ株式会社
株式会社 Niji リクルーティング
日本郵政株式会社
パーソルチャレンジ株式会社
株式会社プラップジャパン
株式会社ベルシステム２４ホールディングス *
株式会社ミライロ

＊は、グループで応募

●MSD 株式会社 [ 日本 MSD 合同会社、MSD アニ
マルヘルス株式会社 ]

●株式会社アシックス [ アシックスジャパン株式会社 ]

●LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン [ ゲ

●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ,

ラン株式会社、パルファン ・ クリスチャン ･ディオー

Inc.[ アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 ]

ル ・ジャポン 株式会社、LVMH フレグランスブラン

●EY Japan[EY 新日本有限責任監査法人、EY 税理

ズ株式会社、エル･シー･エス株式会社（LVMH コス

士法人、EY ストラテジー・アンド・コンサルティン

メティック株式会社）、ルイ･ヴィトン ジャパン 株式

グ株式会社、EY Japan 株式会社 ]

会社、ＬＶＭＨファッション・グループ・ジャパン株式

●AIG Japan[AIG ジャパン・ホールディングス株

会社、フェンディ ジャパン 株式会社

式会社、AIG 損害保険株式会社、アメリカンホーム医

ベルルッティ ジャパン株式会社、クリスチャン ディ

療・損害保険株式会社、AIG パートナーズ株式会社、

オール株式会社、マ−ク

テックマークジャパン株式会社、AIG テクノロジーズ

式会社、ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社、ケンゾー

株式会社、AIG アセット・マネジメント株式会社、

パリジャパン株式会社、モワナ株式会社、リモワ ジャ

AIG ビジネス・パートナーズ株式会社、AIG ハーモニー

パン株式会社、エルヴィエムエイチウォッチ・ジュエ

株式会社 ]

リージャパン株式会社、ブルガリ

●エクスペディアホールディングス株式会社 [ ベック

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク、

ストラベルジャパン株式会社、Home Away 株式会

ＭＨＤ モエ ヘネシ−ディアジオ株式会社、LVMH モ

社]

エ ヘネシー・ルイ ヴィトン ジャパン 株式会社 ]

●エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 [NTT アーバン

●キリンホールディングス株式会社 [ キリンビール株

バリューサポート株式会社 ]

式会社、キリンビバレッジ株式会社、メルシャン株式

●株式会社ＮＴＴドコモ [ ドコモ CS、ドコモ・サポー

会社 ]

ト、ドコモ・システムズ、ドコモ・テクノロジ、ドコ

●グラクソ・スミスクライン株式会社 [ グラクソ･スミ

モ CS 北海道、ドコモ CS 東北、ドコモ CS 東海、ド

スクライン･コンシューマー･ヘルスケア･ジャパン株式

コモ CS 北陸、ドコモ CS 関西、ドコモ CS 中国、ド

会社、ヴィーブヘルスケア株式会社 ]

コモ CS 四国、ドコモ CS 九州 ]

●KPMG ジャパン [ 有限責任 あずさ監査法人、

●NTT ファシリティーズグループ [ 株式会社 NTT

KPMG コンサルティング株式会社、株式会社 KPMG

ファシリティーズ、株式会社 NTT ファシリティーズ

FAS、KPMG 税理士法人 ]

中央、株式会社 NTT ファシリティーズ北海道、株式

●コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 [ コカ･

会社 NTT ファシリティーズ東北、株式会社 NTT ファ

コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会

シリティーズ東海、株式会社 NTT ファシリティーズ

社、コカ･コーラ カスタマー マーケティング株式会社、

関西、株式会社 NTT ファシリティーズ中国、株式会

コカ･コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会

社 NTT ファシリティーズ九州 ]

社、FV ジャパン株式会社、株式会社カディアック、

ジェイコブス

ジャパン株

ジャパン 株式会社、

コカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株

株式会社 FLINTERS、Septeni Ad Creative 株

病院、医療法人社団時正会、学校法人栄戸学園、社会

日本−東北、ＮＴＴ東日本−北海道、ＮＴＴ-ME、ＮＴ

式会社、コカ･コーラ ボトラーズジャパンベネフィッ

式会社、株式会社デライトチューブ、株式会社セプテー

福祉法人優美会、株式会社日本白十字社、TM ソリュー

Ｔ東日本サービス ]

ト株式会社 ]

ニ・クロスゲート、トライコーン株式会社、ミロゴス

ション株式会社、株式会社ふれあい広場、株式会社戸

●フィデリティグループ [ フィデリティ投信株式会社、

●サントリーホールディングス株式会社 [ サントリー

株式会社、コミックスマート株式会社、株式会社ビビ

田中央臨床検査研究所、立花商事株式会社、株式会社

フィデリティ証券株式会社、フィデリティ・ジャパン・

食品インターナショナル株式会社 ]

ビット、gooddo 株式会社、株式会社アルファブル、

横浜メディカルケア ]

ホールディングス株式会社 ]

●三洋化成工業株式会社 [SDP グローバル株式会社、

株式会社 TowaStela、株式会社サインコサイン、株

●西日本電信電話株式会社 [NTT ビジネスソリュー

●株式会社プリンセススクゥエアー [ 株式会社ジー・

サンノプコ株式会社、サンケミカル株式会社、サンア

式会社セプテーニ・インキュベート、PERF 株式会社、

ションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ マーケ

ピー・アセット、株式会社レッツクリエイション ]

プロ株式会社、株式会社サン・ペトロケミカル、APB

株式会社 FLINTERS Base、Qzil.la 株式会社、株

ティングアクト、株式会社 NTT フィールドテクノ、

●株式会社ベルシステム２４ホールディングス [ 株式

株式会社、三洋化成ロジスティクス株式会社、塩浜ケ

式会社 人的資産研究所、LIVAND 株式会社、株式会

株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本、

会社ベルシステム 24]

ミカル倉庫株式会社、株式会社サンリビング ]

社セプテーニ・データ・ソリューションズ ]

ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社、エヌ・ティ・

●本田技研工業株式会社 [ 株式会社本田技術研究所、

●GE ジャパン株式会社 [GE ヘルスケア・ジャパン株

●ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 [ ソシエテ・ジェ

ティ・メディアサプライ株式会社、エヌ・ティ・ティ・

株式会社

式会社 ]

ネラル銀行

スマートコネクト株式会社、エヌ・ティ・ティ・ソルマー

シング、学校法人

●J. フロントリテイリング株式会社 [ 株式会社大丸松

エテジェネラルエアクラフトリーシング株式会社 ]

レ株式会社、株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プラン

●マネックスグループ株式会社 [ マネックス証券株式

坂屋百貨店、株式会社パルコ、株式会社博多大丸、株

●株式会社 ZOZO[ 株式会社 ZOZO テクノロジーズ ]

ニング、テルウェル西日本株式会社、株式会社 NTT

会社 ]

式会社 JFR カード、大丸興業株式会社、株式会社 J.

●ソニーグループ株式会社 [ ソニーストレージメディ

西日本ルセント、株式会社ジャパン・インフラ・ウェ

●株式会社みずほフィナンシャルグループ [ 株式会社

フロント建装、株式会社ディンプル、株式会社消費科

アソリューションズ株式会社 ]

イマーク、株式会社 NTTSportict、ＮＴＴビジネス

みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株

学研究所、株式会社エンゼルパーク、株式会社 JFR サー

●ソニーストレージメディアマニュファクチャリング

ソリューションズＭＣＳ]

式会社、みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社 ]

ビス

株式会社 [ ソニーエナジー・デバイス株式会社 ]

●日本マイクロソフト株式会社 [ マイクロソフト ディ

●三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 [ 三

株式会社 JFR 情報センター ]

●株式会社ダイバースパートナーズ [Ｒ＆Ｃ株式会社 ]

ベロップメント株式会社 ]

井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセッ

●シティ・ジャパン [ シティグループ証券株式会社、

●帝人株式会社 [ 帝人ファーマ株式会社 ]

●P&G ジャパン合同会社 [ ピー・アンド・ジー株式

トマネジメント株式会社、三井住友トラスト・カード

シティバンク、エヌ・エイ東京支店、シティグループ・

●デロイト トーマツ グループ [ 有限責任監査法人トー

会社、P&G プレステージ合同会社、P&G イノベーショ

株式会社：スミトラ・カード、三井住友トラストクラ

ジャパン・ホールディングス合同会社、シティグループ・

マツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、

ン合同会社 ]

ブ株式会社：トラストクラブ、三井住友トラスト・ビ

サービス・ジャパン合同会社、CFJ 合同会社 ]

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

●PwC Japan グループ [PwC あらた有限責任監査

ジネスサービス株式会社 ]

●ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、デロイト

法人、PwC 京都監査法人、PwC コンサルティング合

●株式会社三井住友フィナンシャルグループ [ 株式会

[ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、ヤンセ

トーマツ コーポレート ソリューション合同会社 ]

同会社、PwC アドバイザリー合同会社、PwC 税理士

社三井住友銀行、三井住友カード株式会社、ＳＭＢＣ

ンファーマ株式会社、エイエムオー・ジャパン株式会

●ドイツ銀行グループ [ ドイツ証券株式会社、ドイツ

法人、PwC 弁護士法人、PwC 総合研究所合同会社、

ファイナンスサービス株式会社、ＳＭＢＣコンシュー

社]

銀行東京支店、ドイチェ・アセット・マネジメント株

PwC サステナビリティ合同会社、PwC ビジネスア

マーファイナンス株式会社、株式会社ＳＭＢＣ信託銀

●セガサミーホールディングス株式会社 [ サミー株式

式会社 ]

シュアランス合同会社、PwC ビジネスソリューショ

行、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三井住友ファイナンス

会社、株式会社セガ ]

●戸田中央医科グループ [ 一般社団法人 TMG 本部、

ン合同会社、PwC アセットアドバイザリー合同会社、

＆リース株式会社、株式会社日本総合研究所、三井住

●セプテーニグループ [ 株式会社セプテーニ・ホール

医療法人東光会、医療法人武蔵野会、医療法人青葉会、

PwC Japan 合同会社 ]

友 DS アセットマネジメント株式会社

ディングス、株式会社セプテーニ、Septeni Japan

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム、医療法人社団

●東日本電信電話株式会社（NTT 東日本グループ）[Ｎ

●株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ [ 株

株式会社、MANGO 株式会社、株式会社ハイスコア、

伊豆七海会、医療法人社団七仁会、医療法人社団松井

ＴＴ東日本−南関東、ＮＴＴ東日本−関信越、ＮＴＴ東

式会社三菱 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、

東京支店、リクソー投信株式会社、ソシ

ホンダアクセス、株式会社

ホンダ・レー

ホンダ学園 ]

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、三菱
UFJ ニコス株式会社、MUS ビジネスサービス株式会
社、MUS 情報システム株式会社 ]
●三星グループ [ 三星毛糸株式会社、三星ケミカル株
式会社 ]
●モルガン・スタンレー [ モルガン・スタンレー
MUFG 証券株式会社、モルガン・スタンレー・グルー
プ株式会社、モルガン・スタンレー・インベストメント・
マネジメント株式会社、モルガン・スタンレー・キャ
ピタル株式会社、モルガン・スタンレー・ビジネス・
グループ株式会社 ]
●株式会社リクルート [ 株式会社リクルートマネジメ
ントソリューションズ、株式会社リクルートメディカ
ルキャリア ]
●株式会社 Works Human Intelligence[ 株式会
社ワークスビジネスサービス、株式会社 WHI
Holdings]

【農業／林業】
株式会社ぶった農産

【運輸業／郵便業】
SG ホールディングス株式会社 *

株式会社東急コミュニティー
ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社

シグマロジスティクス株式会社
【建設業】
エクシオグループ株式会社

シルバー［４点獲得］

40 社
（うちグループ連名応募数 7 社）
グループ連名受賞 32 社
シルバー受賞合計 65 社
※社名非公開 1 社

【その他】
【卸売業／小売業】

株式会社熊谷組

株式会社

清水建設株式会社

株式会社 DINOS CORPORATION

髙島屋

大東建託株式会社
戸田建設株式会社

【金融業／保険業】
au じぶん銀行株式会社

【製造業】
オリンパス株式会社

【不動産業／物品賃貸業】

協和キリン株式会社

芙蓉総合リース株式会社

シスメックス株式会社

リコーリース株式会社

住友ゴム工業株式会社
田中貴金属グループ *

【学術研究／専門・技術サービス業】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

日本特殊陶業株式会社

龍谷大学

株式会社ファンケル *
三菱電機株式会社

【生活関連サービス業／娯楽業】
株式会社ジャルパック

株式会社明治
ルネサスエレクトロニクス株式会社 *

【教育学習支援業】
成基コミュニティグループ *

【電気・ガス・熱供給・水道業】
東京電力グループ *

【医療／福祉】
ひでまる救急クリニック

【情報通信業】
NTT コム エンジニアリング株式会社

＊グループ会社での応募
●SG ホールディングス株式会社 [ 佐川急便株式会社、
佐川ヒューモニー株式会社、ＳＧムービング株式会社、
株式会社ワールドサプライ、佐川グローバルロジスティ
クス株式会社、SGH グローバル・ジャパン株式会社、
SG リアルティ株式会社、SG アセットマックス株式
会社、佐川アドバンス株式会社、ＳＧモータース株式会
社、SG システム株式会社、SG フィルダー株式会社、

株式会社 TBM

マイクロンメモリ ジャパン合同会社 *

学校法人早稲田大学

【サービス業（他に分類されないもの）】

日本情報通信株式会社

株式会社アワーズ

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス

株式会社ソラスト
株式会社電通ＰＲコンサルティング

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 ]
●成基コミュニティグループ [ 株式会社成基、株式会
社成基コミュニティ、株式会社成基総研 ]
●東京電力グループ [ 東京電力ホールディングス株式
会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社、東京
電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパー
トナー株式会社 ]
●株式会社ファンケル [ 株式会社アテニア ]
●マイクロンメモリ ジャパン合同会社 [ マイクロン
ジャパン株式会社 ]
●ルネサスエレクトロニクス株式会社 [ ルネサスセミ
コンダクタマニュファクチュアリング ]

【建設業】

【サービス業（他に分類されないもの）】

大成建設株式会社

株式会社エージェント
株式会社 ONODERA USER RUN

【製造業】

フェリカネットワークス株式会社

江崎グリコ株式会社
グリコ栄養食品株式会社
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社
ブロンズ［3 点獲得］

21 社
( うちグループ連名応募 4 社 )
グループ連名受賞 18 社
ブロンズ受賞企業 35 社
※社名非公開 1 社

チェリオグループ *
東芝エネルギーシステムズ株式会社 *
村田機械株式会社 *

＊グループ会社での応募
●株式会社

ジンズ [ 株式会社ジンズホールディング

ス]
●チェリオグループ [ 株式会社チェリオコーポレー
ション、株式会社チェリオ中部、株式会社チェリオ沖

【情報通信業】
アステリア株式会社
TIS 株式会社
株式会社電通デジタル
【運輸業／郵便業】

縄]
●東芝エネルギーシステムズ株式会社 [ 東芝インフラ
システムズ株式会社、東芝デバイス＆ストレージ株式
会社、東芝デジタルソリューションズ株式会社 ]
●村田機械株式会社
[ ムラテック販売株式会社、ムラタシステム株式会社、

日本郵船株式会社

ムラテックメカトロニクス株式会社、ムラタエンジニ

【卸売業／小売業】

ツール株式会社、村田パーツ販売株式会社、株式会社

グリコチャネルクリエイト株式会社
株式会社

ジンズ *

住友商事株式会社
株式会社東急百貨店
【不動産業／物品賃貸業】
野村不動産株式会社
【医療／福祉】
医療法人社団

安藤眼科医院

アリング株式会社、ムラテック CCS 株式会社、村田
テクノアドバンス ]

