
PRIDE指標 2022
認定企業・団体一覧



認定数（応募単位）

318 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

701 社

ゴールド
（5点満点獲得）

認定数（応募単位）

51 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

86 社

シルバー
（4点獲得）

ブロンズ
（3点獲得）

認定数（応募単位）

29 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

51 社



認定数（応募単位）

318 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

701 社

ゴールド（5点満点獲得）



【農業 /林業】
株式会社ぶった農産

【鉱業／採石業／砂利採取業】
株式会社 INPEX

【建設業】
株式会社NTTファシリティーズ
住友林業株式会社
積水ハウス株式会社
大和ハウス工業株式会社
東急建設株式会社
日本メックス株式会社

【製造業】
アークレイ株式会社
株式会社 IHI
アサヒグループホールディングス株式会社
株式会社アシックス *
味の素株式会社
アストラゼネカ株式会社
アッヴィ合同会社
江崎グリコ株式会社
ＥＮＥＯＳ株式会社
MSD*
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
オルガノン株式会社
加藤精工株式会社
川崎重工業株式会社 *
京セラ株式会社
協和キリン株式会社
キリンホールディングス株式会社 *

【電気・ガス・熱供給・水道業】
関西電力株式会社 *
東京電力ホールディングス株式会社 *

【情報通信業】
株式会社アイエスエフネット
株式会社アイネット
アクセンチュア株式会社
アビームコンサルティング株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ヴイエムウェア株式会社
エクイニクス・ジャパン *
エス・エー・エス株式会社
SAPジャパン株式会社
SCSK株式会社
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社
NTTクラルティ株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
NTTコムウェア株式会社
NTTコム エンジニアリング株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
ＮＴＴテクノクロス株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ *
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
ＯＴＮｅｔ株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
キンドリルジャパングループ *
KDDI 株式会社
株式会社SAKURUG
株式会社 JSOL
シスコシステムズ合同会社

株式会社クボタ
グラクソ・スミスクライングループ *
倉敷紡績株式会社
グリコ栄養食品株式会社
株式会社神戸製鋼所
コカ・コーラ ボトラーズジャパングループ *
サントリーホールディングス株式会社 *
三洋化成工業株式会社 *
GEジャパン *
株式会社 JVCケンウッド
シスメックス株式会社
株式会社 資生堂
ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ *
住友ゴム工業株式会社
住友ファーマ株式会社
ソニー株式会社
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
ソニーグループ株式会社
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
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
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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
第一三共株式会社
大日本印刷株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬グループ *
株式会社TBM
帝人株式会社 *
株式会社デンソー
株式会社東芝

東洋インキＳＣホールディングス株式会社 *
TOTO株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ自動車株式会社
中伝毛織株式会社
日産自動車株式会社
日清食品ホールディングス株式会社
日本精工株式会社
日本電気株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本コカ・コーラ株式会社
日本たばこ産業株式会社
日本ロレアル株式会社
パナソニックホールディングス株式会社 *
P&Gジャパン合同会社 *
ファイザー株式会社
株式会社ファンケル *
株式会社ブリヂストン
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
Honda グループ *
マイクロングループ *
三菱自動車工業株式会社
三菱電機株式会社
三星グループ *
株式会社 明治
株式会社明電舎
森永乳業株式会社
株式会社山田メッキ工業所
ヤマハ株式会社
株式会社 LIXIL
ルネサス エレクトロニクス株式会社

（＊はグループ応募、または複数社連名での応募）



株式会社セールスフォース・ジャパン
ソニーグローバルソリューションズ株式会社
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
ソニービジネスオペレーションズ株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社ティーガイア
西日本電信電話株式会社 *
日鉄ソリューションズ株式会社
日本情報通信株式会社
日本電信電話株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本オラクル株式会社
日本ヒューレット・パッカード合同会社
ネットアップ合同会社
NTT東日本グループ *
株式会社日立システムズ
株式会社　日立システムズエンジニアリングサービス
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
株式会社日立ソリューションズ
BIPROGY株式会社
富士通株式会社
ブルームバーグ・エル・ピー
株式会社ペンシル
株式会社Box Japan
ヤフー株式会社
株式会社ランドコンピュータ
株式会社Works Human Intelligence*

【運輸業／郵便業】
株式会社奄美航空
ANAホールディングス株式会社 *

東京海上日動火災保険株式会社
日興アセットマネジメント
日本生命保険相互会社
野村アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
野村バブコックアンドブラウン株式会社
野村ホールディングス株式会社
フィデリティグループ *
ブラックロック・ジャパン株式会社
株式会社みずほフィナンシャルグループ *
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友信託銀行株式会社
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 *
株式会社三井住友フィナンシャルグループ *
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ *
明治安田生命保険相互会社
モルガン・スタンレー *
株式会社ゆうちょ銀行
UBSグループ *
ライフネット生命保険株式会社
株式会社りそなホールディングス

【不動産業／物品賃貸業】
NTTアーバンソリューションズ株式会社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
東急不動産株式会社
野村プロパティーズ株式会社
株式会社プリンセススクゥエアー
株式会社三好不動産

シグマベンディングサービス株式会社
シグマロジスティクス株式会社
東急株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
日本航空株式会社
日本トランスオーシャン航空株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
日の丸交通株式会社

【卸売業／小売業】
株式会社アダストリア
アマゾンジャパン合同会社
LVMH モエ　ヘネシー・ルイ　ヴィトン・ジャパン
株式会社 *
カーギルジャパン合同会社
兼八産業株式会社
ギャップジャパン株式会社
グリコチャネルクリエイト株式会社
J. フロントリテイリング株式会社 *
株式会社ZOZO*
ソニーマーケティング株式会社
株式会社DINOS CORPORATION
株式会社トレセンテ
株式会社ドン・キホーテ
ハインツ日本株式会社
合同会社PVHジャパン
株式会社ファミリーマート
プリモ・ジャパン株域会社
株式会社ポーラ
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
堀田丸正株式会社
株式会社　丸井グループ

みちのくコカ · コーラボトリング株式会社

【金融業／保険業】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
アフラック生命保険株式会社
アメリカン・エキスプレス *
AIGジャパン・ホールディングス株式会社 *
auじぶん銀行株式会社
au損害保険株式会社
auフィナンシャルホールディングス株式会社
auペイメント株式会社
ＮTT・ＴＣリース株式会社
ＮTTファイナンス株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社かんぽ生命保険
ゴールドマン・サックス *
株式会社 コンコルディア・フィナンシャルグループ *
J. P. モルガン
シティ・ジャパン *
株式会社新生銀行 *
住友生命保険相互会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 *
ソニー損害保険株式会社
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
損害保険ジャパン株式会社
第一生命ホールディングス株式会社
株式会社ダイバースパートナーズ *
ドイツ銀行グループ *

（＊はグループ応募、または複数社連名での応募）



【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
EY Japan*
国立大学法人大阪大学
社会保険労務士法人　亀井労務管理事務所
KPMGジャパン *
デロイト トーマツ グループ *
株式会社電通デジタル
長島・大野・常松法律事務所
西村あさひ法律事務所
PwC Japanグループ *
ボストンコンサルティンググループ合同会社
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイ
テッド・ジャパン
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

【宿泊業／飲食店】
株式会社GHP
株式会社スープストックトーキョー
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
株式会社SLACKTIDE
株式会社トリドールホールディングス *
株式会社物語コーポレーション

【生活関連サービス業／娯楽業】
株式会社エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス
株式会社ダイナム
株式会社遊楽

【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
成基コミュニティグループ *

セガサミーホールディングス株式会社 *
ソニーテクノクリエイト株式会社
国立大学法人筑波大学
東京弁護士会
学校法人早稲田大学

【医療／福祉】
有限会社加藤石材
学校法人順天堂
社会福祉法人白岡白寿会
戸田中央メディカルケアグループ *
医療法人ひでまる救急クリニック
株式会社福祉の里
株式会社more
社会福祉法人　四ツ葉会

【複合サービス事業】
株式会社ADAC（EEE）
ソニーピーシーエル株式会社
日本郵便株式会社
バルクグループ *
合同会社ユー・エス・ジェイ
楽天グループ株式会社

【サービス業（他に分類されないもの）】
株式会社アウト・ジャパン
株式会社アカルク
株式会社アワーズ
WeWork Japan 合同会社
AI サポートホールディングス *
エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社
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
株式会社クリスタルインターナショナル
株式会社ぐるなび
株式会社KDDI エボルバ
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント
株式会社ジャルパック

セプテーニグループ * 
ソニーカスタマ―サービス株式会社
ソニー希望・光株式会社
ソニーコンスーマーセールス株式会社
ソニーピープルソリューションズ株式会社
株式会社ソラスト
株式会社電通
株式会社電通グループ
株式会社東急コミュニティー
株式会社Niji リクルーティング
日本郵政株式会社
株式会社ネスピア
野村ビジネスサービス株式会社
パーソルキャリア株式会社
パーソルチャレンジ株式会社
富士通コミュニケーションサービス株式会社
株式会社プラップジャパン
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー
べーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）*
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
USEN-NEXT GROUP*
ランスタッド株式会社
株式会社リクルート
株式会社リクルートスタッフィング

【公務（他に分類されるものを除く）】
国立市

【その他】
株式会社ONODERAホールディングス *
グリーンサイクル株式会社

（＊はグループ応募、または複数社連名での応募）



ビス佐賀 /ANA成田エアポートサービス株式会社
/ANAエアポートサービス株式会社ANAベースメ
ンテナンステクニクス株式会社 /ANA福岡空港株式
会社 /株式会社ANA Cargo/ANA中部空港株式
会社 /株式会社ＯＣＳ/ANA関西空港株式会社 /株
式会社ANAエアサービス福島 /ANA大阪空港株式
会社 /株式会社ANAエアサービス松山 /panda・
Flight・Academy 株式会社 /ＡＮＡ新千歳空港株
式会社 /ANAウイングス株式会社 /株式会社ANA
総合研究所 /Peach Aviation 株式会社 /全日空商
事株式会社 /ANAファシリティーズ株式会社
/ANAテレマート株式会社/ANAウィングフェロー
ズ・ヴイ王子株式会社 /ANAあきんど株式会社
/ANAビジネスソリューション株式会社 /ANAコ
ンポーネントテクニクス株式会社 /ANAエンジンテ
クニクス株式会社 /ANAエアロサプライシステム株
式会社 /ANAラインメンテナンステクニクス株式会
社 /
●エクイニクス・ジャパン (エクイニクス・ジャパ
ン株式会社 /エクイニクス・テクノロジーサービス
株式会社 /エクイニクス・ジャパン・エンタープラ
イズ株式会社 )
●株式会社NTTドコモ /株式会社ドコモＣＳ北海
道 /株式会社ドコモＣＳ東北 /株式会社ドコモCS
東海 /株式会社ドコモCS北陸 /株式会社ドコモ
CS関西 /株式会社ドコモCS中国 /株式会社ドコ
モCS四国 /株式会社ドコモＣＳ九州 /株式会社ド
コモCS/ドコモ・サポート株式会社 /ドコモ・テク
ノロジ株式会社
●MSD(MSD株式会社 /日本MSD合同会社
/MSDアニマルヘルス株式会社 )

●LVMH モエ　ヘネシー・ルイ　ヴィトン・ジャパ
ン株式会社 /ゲラン株式会社 /パルファン ・ クリス
チャン ･ディオール ・ジャポン 株式会社 /LVMHフ
レグランスブランズ株式会社 /エル･シー･エス株式
会社 /ルイ･ヴィトン ジャパン 株式会社 /ＬＶＭＨ
ファッション・グループ・ジャパン株式会社 /フェ
ンディ ジャパン 株式会社 /ベルルッティ ジャパン
株式会社 /クリスチャン ディオール株式会社 /マ－
ク　ジェイコブス　ジャパン株式会社 /ロロ・ピアー
ナ ジャパン株式会社 /ケンゾーパリジャパン株式会
社 /モワナ株式会社 /リモワ ジャパン株式会社 /エ
ルヴィエムエイチウォッチ・ジュエリージャパン株
式会社 /ブルガリ　ジャパン 株式会社 /ティファ
ニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク /ＭＨ
Ｄ モエ ヘネシ－ディアジオ株式会社
●株式会社ONODERAホールディングス /株式会
社 LEOC/株式会社ONODERAフードサービス /
株式会社レオックフーズ /株式会社オレンジワーク
ス /株式会社ONODERAストラテジー /株式会社
ONODERAアグリビジネス /株式会社リトルハピ
ネス /株式会社横浜フリエスポーツクラブ /株式会
社ONODERAヘルスケアサービス /株式会社
ONODERAメディカル/株式会社ONODERAナー
シングホーム
●川崎重工業株式会社 /川崎車両株式会社 /カワサ
キモータース株式会社
●関西電力株式会社 /関西電力送配電株式会社
●キリンホールディングス株式会社 /キリンビール
株式会社 /キリンビバレッジ株式会社 /メルシャン
株式会社

●キンドリルジャパングループ (キンドリルジャパ
ン株式会社 /キンドリルジャパン・テクノロジーサー
ビス株式会社 /キンドリルジャパン・スタッフオペ
レーションズ株式会社 )
●グラクソ・スミスクライングループ (グラクソ・
スミスクライン株式会社 /ヴィーブヘルスケア株式会
社 )
●KPMGジャパン (有限責任 あずさ監査法人
/KPMGコンサルティング株式会社 /株式会社 
KPMG FAS/KPMG税理士法人 /KPMGあずさサ
ステナビリティ株式会社 /KPMGヘルスケアジャパ
ン株式会社 /株式会社 KPMG Ignition 
Tokyo/KPMG社会保険労務士法人 )
●ゴールドマン・サックス (ゴールドマン・サック
ス証券株式会社 /ゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント株式会社/ゴールドマン・サックス・ジャ
パン・サービス株式会社 /ゴールドマン・サックス・
リアルティ有限会社 /ゴールドマン・サックス・バ
ンクUSA東京支店 )
●コカ・コーラ ボトラーズジャパングループ (コカ･
コーラ ボトラーズジャパン株式会社 /コカ･コーラ 
ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 /コ
カ･コーラ カスタマー マーケティング株式会社 /コ
カ･コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会
社 /FV ジャパン株式会社 /株式会社カディアック /
コカ･コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス
株式会社 /コカ･コーラ ボトラーズジャパンベネ
フィット株式会社 /株式会社伴内酒店 )
●株式会社コンコルディア・フィナンシャルグルー
プ /株式会社横浜銀行 /株式会社東日本銀行

＜グループ /複数社連名応募＞ ゴールド認定
 
●株式会社アシックス /アシックスジャパン株式会
社
●アメリカン・エキスプレス (アメリカン・エキス
プレス・インターナショナル・インコーポレイテッ
ド /アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 )
●EY Japan(EY新日本有限責任監査法人 /EY税
理士法人 /EYストラテジー・アンド・コンサルティ
ング株式会社 /EY Japan株式会社 /EYビジネス
パートナー株式会社 /EY行政書士法人 /EY社会保
険労務士法人 /EY弁護士法人 /EYソリューション
ズ株式会社 /EYフォレンジック・アンド・インテグ
リティ合同会社 /EYジャパン合同会社 )
●AIサポートホールディングス (株式会社AIサポー
トホールディングス /株式会社AI サポート /株式会
社 LGO/株式会社コンタクトサポート /株式会社ぺ
いじず )
●AIGジャパン・ホールディングス株式会社 /AIG
損害保険株式会社 /アメリカンホーム医療・損害保
険株式会社/AIGパートナーズ株式会社/テックマー
クジャパン株式会社 /AIGテクノロジーズ株式会社
/AIGアセット・マネジメント株式会社 /AIGビジネ
ス・パートナーズ株式会社 /AIGハーモニー株式会
社
●ANAホールディングス株式会社 /全日本空輸株
式会社 /全日空モーターサービス株式会社 /株式会
社ANAケータリングサービス /MRO Japan 株式
会社 /ANA X株式会社 /ANAシステムズ株式会社
/株式会社インフィニトラベルインフォメーション /
株式会社エアージャパン /株式会社ANAエアサー



●セプテーニグループ ( 株式会社セプテーニ・ホー
ルディングス /株式会社セプテーニ /Septeni 
Japan株式会社 /Septeni Global 合同会社
/MANGO株式会社 /株式会社ハイスコア /株式会
社 FLINTERS/Septeni Ad Creative 株式会社 /
株式会社デライトチューブ /株式会社セプテーニ・
クロスゲート /トライコーン株式会社 /ミロゴス株
式会社 /コミックスマート株式会社 /株式会社ビビ
ビット /gooddo株式会社 /株式会社アルファブル
/株式会社TowaStela/ 株式会社サインコサイン /
株式会社セプテーニ・インキュベート /PERF株式
会社 /株式会社 FLINTERS Base/Qzil.la 株式会
社 /株式会社 人的資産研究所 /LIVAND株式会社 /
株式会社セプテーニ・データ・ソリューションズ )＊
グループ内2社（株式式会社電通ダイレクト /株式
会社電通エルフトアーキテクト）を除く
●ソシエテ・ジェネラル証券株式会社/ソシエテ・ジェ
ネラル銀行　東京支店 /ソシエテジェネラルエアク
ラフトリーシング株式会社 /ソシエテ・ジェネラル・
オスマン・マネジメント株式会社
●株式会社ZOZO/株式会社ZOZO NEXT
●株式会社ダイバースパートナーズ /Ｒ＆Ｃ株式会社
●中外製薬グループ (中外製薬株式会社 /株式会社 
中外医科学研究所 /株式会社 中外臨床研究センター
/中外製薬工業株式会社 /中外製薬ビジネスソリュー
ション株式会社 )
●戸田中央メディカルケアグループ (一般社団法人
TMG本部 /医療法人東光会 /医療法人武蔵野会 /
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム /医療法人社
団伊豆七海会 /医療法人社団七仁会 /医療法人社団
松井病院 /医療法人社団時正会 /学校法人栄戸学園

/社会福祉法人優美会 /株式会社日本白十字社 /TM
ソリューション株式会社 /株式会社ふれあい広場 /
株式会社TLC/立花商事株式会社 /株式会社横浜メ
ディカルケア /TMG健康保険組合 )
●帝人株式会社 /帝人ファーマ株式会社
●デロイト トーマツ グループ (デロイト トーマツ
合同会社/有限責任監査法人トーマツ/デロイトトー
マツリスクアドバイザリー株式会社 /デロイト トー
マツ サイバー合同会社 /デロイト トーマツ ウェブ
サービス株式会社 /デロイト トーマツ サステナビリ
ティ株式会社 /デロイト トーマツ プロダクト＆テク
ノロジー株式会社 /株式会社エスピーアイ /SPI イ
ンタラクティブ株式会社/シンプルビジネスソリュー
ションズ株式会社 /デロイト トーマツ コンサルティ
ング合同会社 /デロイト　トーマツ　アクト株式会
社 /デロイト トーマツ ノード合同会社 /デロイト 
トーマツ リップルマーク合同会社 /デロイト トーマ
ツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 /デロ
イト トーマツ人材機構株式会社 /デロイト トーマツ 
TMAC株式会社 /デロイト トーマツ テレワークセ
ンター株式会社 /デロイト トーマツ PRS株式会社
/デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 /
デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社 /株式
会社シー・アイ・エー /UnsungHeroes 株式会社
/デロイト トーマツ税理士法人 /DT弁護士法人 /デ
ロイト トーマツ行政書士法人 /デロイト トーマツ 
タレントプラットフォーム株式会社 /デロイト トー
マツ社会保険労務士法人 /デロイト トーマツ コーポ
レート ソリューション合同会社 /デロイト トーマツ 
サービシーズ株式会社 /トーマツチャレンジド株式
会社 /デロイト トーマツ サイバーセキュリティ先端

研究所 /一般社団法人デロイト トーマツウェルビー
イング財団 )
●ドイツ銀行グループ (ドイツ証券株式会社 /ドイ
ツ銀行東京支店 /ドイチェ・アセット・マネジメン
ト株式会社 )
●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
●東洋インキＳＣホールディングス株式会社 /トー
ヨーカラー株式会社 /トーヨーケム株式会社 /東洋
インキ株式会社 /東洋ビジュアルソリューションズ
株式会社
●西日本電信電話株式会社 /NTTビジネスソリュー
ションズ株式会社 /株式会社NTTマーケティング
アクトProCX/株式会社NTTフィールドテクノ /
株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日
本 /ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社 /エヌ・
ティ・ティ・メディアサプライ株式会社 /エヌ・ティ・
ティ・スマートコネクト株式会社 /エヌ・ティ・ティ・
ソルマーレ株式会社 /株式会社ＮＴＴ西日本アセッ
ト・プランニング /テルウェル西日本株式会社 /株
式会社NTT西日本ルセント /株式会社ジャパン・
インフラ・ウェイマーク /株式会社NTTSportict/
ＮＴＴビジネスソリューションズＭＣＳ/株式会社地
域創生Coデザイン研究所/株式会社メディアプラッ
トフォームラボ /NTT PARAVITA株式会社 /株式
会社NTT EDX
●パナソニックホールディングス株式会社 /パナソ
ニック株式会社 /パナソニックオートモーティブシ
ステムズ株式会社 /パナソニックエンターテインメ
ント&コミュニケーション株式会社 /パナソニック

●サントリーホールディングス株式会社/サントリー
食品インターナショナル株式会社
●三洋化成工業株式会社 /SDPグローバル株式会社
/サンノプコ株式会社 /サンケミカル株式会社 /サ
ンアプロ株式会社 /株式会社サン・ペトロケミカル
/三洋化成ロジスティクス株式会社 /塩浜ケミカル
倉庫株式会社
●GEジャパン (GEヘルスケア・ジャパン株式会社
/GEジャパン株式会社 )
●J. フロントリテイリング株式会社 /株式会社大丸
松坂屋百貨店 /株式会社パルコ /株式会社博多大丸
/株式会社 JFRカード /大丸興業株式会社 /株式会
社 J. フロント建装 /株式会社エンゼルパーク /株式
会社 JFRサービス /株式会社 JFR情報センター /
株式会社パルコスペースシステムズ
●シティ・ジャパン (シティグループ証券株式会社 /
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 /シティグループ・
ジャパン・ホールディングス合同会社 /シティグルー
プ・サービス・ジャパン合同会社 /CFJ合同会社 )
●ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グルー
プ (ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 /ヤ
ンセンファーマ株式会社 /エイエムオー・ジャパン
株式会社 )
●株式会社新生銀行 /株式会社アプラス /新生フィ
ナンシャル株式会社 /昭和リース株式会社 /新生イ
ンベストメント＆ファイナンス株式会社
●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 )
●セガサミーホールディングス株式会社 /サミー株
式会社 /株式会社セガ



式会社ベルシステム２４
●Honda グループ (本田技研工業株式会社 /株式
会社本田技術研究所 /株式会社　ホンダアクセス /
株式会社　ホンダ・レーシング /学校法人　ホンダ
学園 )
●マイクロングループ (マイクロンメモリ ジャパン
株式会社 /マイクロンジャパン株式会社 )
●株式会社みずほフィナンシャルグループ /株式会
社みずほ銀行 /みずほ信託銀行株式会社 /みずほ証
券株式会社 /みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式
会社
●三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 /
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 /
三井住友トラスト・カード株式会社 /三井住友トラ
ストクラブ株式会社 /三井住友トラスト・ビジネス
サービス株式会社 /日興アセットマネジメント株式
会社 /三井住友トラスト・パナソニックファイナン
ス株式会社 /株式会社日本カストディ銀行 /三井住
友トラスト・ライフパートナーズ株式会社
●株式会社三井住友フィナンシャルグループ /株式
会社三井住友銀行 /三井住友カード株式会社 /ＳＭ
ＢＣファイナンスサービス株式会社 /ＳＭＢＣコン
シューマーファイナンス株式会社 /株式会社ＳＭＢ
Ｃ信託銀行 /ＳＭＢＣ日興証券株式会社 /三井住友
ファイナンス＆リース株式会社 /株式会社日本総合
研究所 /三井住友DSアセットマネジメント株式会
社
●株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ /株
式会社三菱UFJ銀行 /三菱UFJ信託銀行株式会社
/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 )
●USEN-NEXT GROUP（株式会社
USEN-NEXT HOLDINGS/ 株式会社USEN/株
式会社U-NEXT/ 株式会社アルメックス /株式会社
USEN NETWORKS/ 株式会社USEN ICT 
Solutions/株式会社USEN Smart Works/キャ
ンシステム株式会社 /株式会社U-MX/株式会社
USEN-NEXT LIVING PARTNERS/ 株式会社
USEN Media/ 株式会社TACT/ 株式会社USEN
テクノサービス /USEN-NEXT Design 株式会社
/USEN少額短期保険株式会社 /USEN Business 
Design 株式会社 /株式会社USEN FB 
Innovation/ 株式会社ユーズミュージック /株式会
社Next Innovation/ 株式会社USEN 
Healthcare/ 株式会社USEN Properties/ 株式
会社USEN WORKING/ 株式会社USEN-NEXT 
フィナンシャル /株式会社U-POWER）＊グループ
内1社（株式会社バーチャルレストラン）を除く
●UBSグループ (UBS証券株式会社 /UBS銀行東
京支店 /UBSアセット・マネジメント株式会社
/UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式
会社 )
●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

ハウジングソリューションズ株式会社 /パナソニッ
クコネクト株式会社 /パナソニックインダストリー
株式会社 /パナソニックエナジー株式会社 / パナソ
ニックオペレーショナルエクセレンス株式会社
●バルクグループ (株式会社バルクホールディング
ス /株式会社バルク /株式会社CEL/ 株式会社サイ
バージムジャパン /株式会社MSS)
●P&Gジャパン (Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 /ピー・
アンド・ジー株式会社 /Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社
/Ｐ＆Ｇイノベーション合同会社 )
●PwC Japanグループ (PwCあらた有限責任監査
法人 /PwC京都監査法人 /PwCコンサルティング
合同会社 /PwCアドバイザリー合同会社 /PwC税
理士法人 /PwC弁護士法人 /PwCビジネスアシュ
アランス合同会社 /PwC Japan合同会社 /PwCサ
ステナビリティ合同会社 /PwCビジネスアシュアラ
ンス合同会社 /PwCビジネスソリューション合同会
社 )
●NTT東日本グループ (東日本電信電話株式会社 /
株式会社NTT東日本‐南関東 /株式会社NTT東日
本‐関信越 /株式会社NTT東日本‐東北 /株式会
社NTT東日本‐北海道 /株式会社エヌ・ティ・ティ 
エムイー /株式会社NTT東日本サービス )
●株式会社ファンケル /株式会社アテニア
●フィデリティグループ (フィデリティ投信株式会
社 /フィデリティ証券株式会社 /フィデリティ・ジャ
パン・ホールディングス株式会社 )
●べーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同
事業）/べーカー＆マッケンジー・マネージメント・
サービス株式会社
●株式会社ベルシステム２４ホールディングス /株



シルバー（4点獲得）

認定数（応募単位）

51 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

86 社



【建設業】
エクシオグループ株式会社
株式会社大林組
株式会社熊谷組
JFEエンジニアリング株式会社
清水建設株式会社
ジョンソンコントロールズ株式会社
株式会社スエヒロ工業
大東建託株式会社

【製造業】
アステラス製薬株式会社
出光興産株式会社
オリンパス株式会社
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社
サノフィ株式会社 *
ソニー・太陽株式会社
チェリオグループ *
日本オーチス・エレベータ株式会社 *
村田機械株式会社 *

【電気・ガス・熱供給・水道業】
株式会社 JERA

【情報通信業】
アステリア株式会社
クラスメソッド株式会社 *
TIS 株式会社
株式会社　日立システムズフィールドサービス
株式会社日立ソリューションズ東日本

【運輸業／郵便業】
SGホールディングスグループ *
Maersk

【卸売業／小売業】
株式会社あさひ
イオン株式会社
株式会社QVCジャパン
株式会社ゲオホールディングス
株式会社サンゲツ
株式会社ジンズ ホールディングス *
住友商事株式会社
株式会社富士薬品

【金融業／保険業】
東京センチュリー株式会社
マネックスグループ株式会社 *

【不動産業／物品賃貸業】
野村不動産ホールディングス株式会社 *
リコーリース株式会社

【学術研究／専門・技術サービス業】
株式会社電通北海道
学校法人龍谷大学

【宿泊業 /飲食サービス】
W大阪 (南船場４丁目ホテルシステムズ株式会社 )

【生活関連サービス業／娯楽業】
株式会社三重平安閣
株式会社ルネサンス

【医療／福祉】
社会医療法人敬和会
特定非営利活動法人　心澄

【サービス業（他に分類されないもの）】
株式会社エージェント
株式会社電通ＰＲコンサルティング
HITOWAホールディングス株式会社
株式会社ベネッセホールディングス
ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社

＜グループ /複数社連名応募＞シルバー認定 企業・団体

●SGホールディングスグループ（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 /株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部）＊グ
ループ内1社（佐川林業株式会社）を除く
●クラスメソッド株式会社 /アノテーション株式会社
●サノフィ株式会社 /エスエス製薬株式会社
●株式会社ジンズ ホールディングス /株式会社ジンズ
●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縄 /株式会
社チェリオジャパン )
●日本オーチス・エレベータ株式会社 /マーキュリーア
シェンソーレ株式会社
●野村不動産ホールディングス株式会社 /野村不動産株式
会社 /野村不動産投資顧問株式会社
●マネックスグループ株式会社 /マネックス証券株式会社
●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 /ムラテックメカトロニクス株式会社 /ム
ラタエンジニアリング株式会社 /ムラテックCCS株式会
社 /村田ツール株式会社 /村田パーツ販売株式会社 /株式
会社テクノアドバンス

（＊はグループ応募、または複数社連名での応募）



ブロンズ（3点獲得）

認定数（応募単位）

29 社
グループ・複数社連名
応募含む合計認定数

51 社



＜グループ /複数社連名応募＞ブロンズ認定 企業・団体

●株式会社ケンビファミリー /株式会社分子栄養学研究
所 /株式会社KYBメディカルサービス /医療法人社団同
心会
●コスモエネルギーホールディングス株式会社 /コスモ
エネルギー開発株式会社 /コスモ石油株式会社 /コスモ
石油マーケティング株式会社 /コスモ石油ルブリカンツ
株式会社 /コスモビジネスアソシエイツ株式会社
●シーシーアイホールディングス株式会社 /シーシーア
イ株式会社 /シーシーアイビジネスサービス株式会社
●ソウルドアウトグループ (ソウルドアウト株式会社
/SO Technologies 株式会社 /アンドデジタル株式会社
/メディアエンジン株式会社 )
●株式会社デジタルホールディングス /株式会社オプト /
株式会社デジタルシフト /株式会社コネクトム /株式会
社オプトインキュベート /ＪＯＭＹＡＫＵ株式会社 /株式
会社バンカブル
●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

【建設業】
大成建設株式会社
高砂熱学工業株式会社

【製造業】
株式会社イトーキ
KMバイオロジクス株式会社
コスモエネルギーホールディングス株式会社 *
株式会社GSユアサ
株式会社ＳＵＢＡＲＵ
東芝エネルギーシステムズ株式会社 *
豊田合成株式会社
三井化学株式会社
三菱マテリアル株式会社

【情報通信業】
株式会社沖縄タイムス社
株式会社スタジオディーン
株式会社デジタルホールディングス *

【運輸業／郵便業】
日本郵船株式会社

【卸売業／小売業】
株式会社ケンビファミリー
ロイヤルホームセンター株式会社

【不動産業／物品賃貸業】
野村不動産ソリューションズ株式会社
野村不動産パートナーズ株式会社
芙蓉総合リース株式会社

【宿泊業 /飲食サービス】
株式会社 KPG HOTEL&RESORT

【医療／福祉】
医療法人社団　安藤眼科医院
社会福祉法人同胞会DOHOグループ

【サービス業（他に分類されないもの）】
株式会社ONODERA USER RUN
社会保険労務士法人小林労務
シーシーアイホールディングス株式会社 *
ソウルドアウトグループ *
フェリカネットワークス株式会社

（＊はグループ応募、または複数社連名での応募）


