
■「企業メッセージ調査 2015」 調査対象メッセージ一覧

会社名 メッセージ 会社名 メッセージ

ア アース製薬 Safety & Quality エ エン・ジャパン 転職に、エンを。

アートネイチャー ふやしたいのは、笑顔です。 オ 大阪ガス ガ、スマート！

IHI Realize your dreams さすガっス

アイリスオーヤマ もっと快適に、もっと便利に。 大塚製薬 Otsuka-people creating new products for better health worldwide

旭化成 昨日まで世界になかったものを。 オートバックスセブン 「クルマのことならオートバックス」

Creating for Tomorrow 大林組 「地球に笑顔を」

アサヒグループホールディングス その感動を、わかちあう。 「時をつくる こころで創る」

アシックス sound mind, sound body 沖縄電力 地域とともに、地域のために

味の素 Eat Well, Live Well. オリエントコーポレーション 「かなえる、のそばに。」

味の素ゼネラルフーヅ(AGF) いつでも、ふぅ。 オリックス ほかにはないアンサーを。

コーヒーギフトはＡＧＦ オリンパス Your Vision, Our Future

JapaNeeds Coffee（ジャパニーズコーヒー） ココロとカラダ、にんげんのぜんぶ オリンパス

アドバンテスト 先端技術を先端で支える オンキヨー VALUE CREATION

本質を究める カ 花王 自然と調和する　こころ豊かな毎日をめざして

アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 「生きる」を創る。 いっしょにeco

アメリカン・エキスプレス 世界で最も尊敬されるサービス・ブランドとなる カカクコム ユーザー本位の価値あるサービスを創出しつづける

アルプス電気 美しい電子部品を究めます。 「買ってよかった」をすべてのひとに。

イ イオン 木を植えています 柿安本店 おいしさ、育む。

出光興産 ほっと安心、もっと活力、きっと満足。出光の約束 カゴメ 自然を、おいしく、楽しく。KAGOME

「ニッポンに、エネルギーを。」 カシオ計算機 創造　貢献

伊藤園 自然が好きです。 鹿島建設 100年をつくる会社。

お茶で日本を美しく。 カスペルスキー Save the World from IT threats. (IT上の脅威から世界を守る)

伊藤忠テクノソリューションズ Challenging Tomorrow's Changes カネボウ化粧品 FEEL YOUR BEAUTY

イトーキ 人も活き活き、地球も生き生き－新ユーデコスタイル 美しさの先に、笑顔を。

イトーヨーカ堂 いいもの。いつもの。イトーヨーカドー カリモク家具 木と人の家具

インテリジェンス はたらくを楽しもう １００歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具をつくりたい。

エ エイチ・アイ・エス もっと世界を楽しもう　Love,Peace,TRAVEL カルビー 掘りだそう、自然の力。

エイベックス・グループ・ホールディングス move the world
顧客・取引先から、次に従業員とその家族から、そしてコミュニティから、最後に株主か
ら尊敬され、賞賛され、そして愛される会社になる。

私たちは、すべての人の夢と思いを原点に常識にとらわれない発想で世界に感動を届
けます。～感動体験創造企業へ～

私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなく
らしに貢献します。

エーザイ ヒューマン・ヘルスケア カルピス カラダにピース　CALPIS

元気だしていきましょう。エーザイ 乳酸菌と酵母の生みだすチカラ

江崎グリコ おいしさと健康 川崎重工業
世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する“Global
Kawasaki”

みんなに笑顔を届けたい。 Powering your potential

エステー 空気をかえよう キ キーコーヒー コーヒーという情熱

NEC　日本電気 Orchestrating a brighter world ドリップしよう。

Empowered by Innovation キッコーマン おいしい記憶をつくりたい。

C&C seasoning your life

NECネクサソリューションズ 確かな未来をまごころITサービスで キヤノン make it possible with canon

いつもお客様とともに　すべてはお客様の満足のために 九州電力 ずっと先まで、明るくしたい。

NTTコミュニケーションズ Global ICT Partner － Innovative. Reliable. Seamless. 省エネ快適ライフ

SEAMLESS CLOUD FOR THE WORLD　Hosts　Enterprise キユーピー 愛は食卓にある。

NTTコムウェア 心をつなぐ、社会をつなぐ QVCジャパン もっと、あなたに○○を。

NTTデータ Global IT Innovator 京セラ THE NEW VALUE FRONTIER

NTTドコモ いつか、あたりまえになることを。 近畿日本鉄道 「いつも」を支え、「いつも以上」を創ります。

NTT西日本 "光"。ひろがる。ひびきあう。 ク クボタ For Earth, For Life

その挑戦をご一緒に クラシエホールディングス たいせつなこと。Kracie

さぁ、行こうぜ！ クラレ ミラバケッソ

NTTレゾナント 私たちは、心おどる未来をクリエイトするネット企業、日本代表となる 未来に化ける新素材

エバラ食品工業 こころ、はずむ、おいしさ。 グリー インターネットを通じて、世界をより良くする。

エフエム東京 80.Love グループセブジャパン(ティファール) 「一度使えば、ずっとティファール」

EARTH CONSCIOUS（アースコンシャス）～地球を愛し、感じる心　HUMAN CONSCIOUS（ヒューマンコンシャ

ス）～生命を愛し、つながる心 「日々の暮らしをもっと楽しく、快適に」
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会社名 メッセージ 会社名 メッセージ

ク グンゼ 明日をもっと、ここちよく ス スズキ 「価値ある製品を」

a touch of comfort 「小さなクルマ、大きな未来。」

ケ 京王電鉄 あなたと あたらしい あしたへ――京王グループ 住友ゴム工業 タイヤ・フロンティア。

KDDI Designing The Future 住友生命保険 あなたの未来を強くする

あたらしい自由。au 介護と医療のスミセイ

京阪電気鉄道 こころまち　つくろう 住友電気工業 Ingenious Dynamics

ケーズホールディングス 新製品が安い 住友不動産 信用と創造

コ 小岩井乳業
私たちは、大地の恵みを大切に、お客様の「おいしい」「うれしい」の期待にこたえ続けま
す。 住友林業 木と生きる幸福。

小岩井乳業は、お客様のことを一番考える会社をめざします。 森のちからを、未来のちからに。

コスモ石油 ココロも満タンに セ セイコーエプソン EXCEED YOUR VISION

ずっと地球で暮らそう。 Better Products for a Better Future

コナカ すべては品質から。 セイコーホールディングス 時代とハートを動かす　SEIKO

コナミスポーツ＆ライフ トータル健康パートナー 西武ホールディングス でかける人を、ほほえむ人へ。

続けられるスポーツクラブ 積水化学工業
世界にまた新しい世界を。
A new frontier, a new lifestyle.

コニカミノルタ Giving Shape to Ideas 積水ハウス 家に帰れば、積水ハウス。

小林製薬 “あったらいいな”をカタチにする SLOW & SMART　ゆっくり生きてゆく、住まいの先進技術

コンビ 子育てに、イノベーションを。 セブン＆アイ･ホールディングス 新しい今日がある

育児を支えるパートナーを目指して セブン-イレブン・ジャパン 近くて便利

サ サークルKサンクス いちばんの満足をあなたに 千趣会 ウーマン スマイル カンパニー

サカタのタネ PASSION in Seed ソ ソースネクスト 次の常識をつくる

花は心の栄養、野菜は体の栄養 We Source What's Next.

佐川急便 TRAN'SPORT! COMMUNICATION SAGAWA ソニー BE MOVED

物流の実現力で、あなたのビジネスを支える。 For the Next Generation

サッポロホールディングス 潤いを創造し 豊かさに貢献する ソニー生命保険 ライフプランナーバリュー（LIFEPLANNER VALUE）

乾杯をもっとおいしく。 ソフトバンクグループ 情報革命で人々を幸せに

三幸製菓 幸せのシーンを一人でも多くの人へ。 タ 第一生命保険 一生涯のパートナー

参天製薬 ひと・ひとみ・すこやか。　A Clear Vision for Life 安心の定期点検

サントリーホールディングス 水と生きる　SUNTORY 大京 マンションの、その先へ。　-Innovation Everywhere-

サンリオ Small Gift Big Smile Family First.　もっと自由に。ずっと快適に。

シ JR東日本 地域に生きる。世界に伸びる。 ダイキン工業 空気であなたを守る。

行くぜ、東北。 大正製薬 あなたの、健康のそばに。

JSR 可能にする、化学を。 大成建設 For a Lively World

JX日鉱日石エネルギー エネルギーを、ステキに。 人がいきいきとする環境を創造する

JFEホールディングス JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。 地図に残る仕事。

挑戦。柔軟。誠実。 ダイドードリンコ こころとからだにおいしいものを

J:COM もっと、あなたに響くこと。 ダイハツ工業 Innovation for Tomorrow

JTB 感動のそばに、いつも。 大鵬薬品工業
私たちは人びとの健康を高め満ち足りた笑顔あふれる社会づくりに貢献
します。

Perfect moments, always いつもを、いつまでも。

JCB 世界にひとつ。あなたにひとつ。 大和証券グループ本社 Passion For The Best

「ふみ出す人に、世界は微笑む。」 大和ハウス工業 共に創る。共に生きる。

うれしいを、しっかり。 未来を、つなごう We Build ECO

四国電力 しあわせのチカラになりたい。 髙島屋 『｀変わらない´のに、あたらしい。』

資生堂 一瞬も 一生も 美しく タキイ種苗 ひと粒のタネから広がる未来・・・

島津製作所 Excellence in Science 日本の食と農業をタネから考える

清水建設 子どもたちに誇れるしごとを。 竹中工務店 想いをかたちに 未来へつなぐ

ジャストシステム 未来が見えるチカラ 人と自然をつなぐ

ジャパネットたかた 「今を生きる楽しさ」を！ ダスキン 喜びのタネをまこう

「今」が生み出す人の温かさ、つながりを大切に。新しい「今」にチャレンジしていく。買い物を通して「今を生き

る楽しさ」を拡げていく。感動集団、ジャパネット。 身近に、未来に、エコのタネまき。

ジュピターショップチャンネル 心おどる、瞬間を。 田辺三菱製薬 なおせないを、なくしたい

上新電機 まごころサービスのJoshin 目の前のあなたのために。世界のみんなのために。
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チ 中外製薬 創造で、想像を超える。 ニ 日清オイリオグループ 植物のチカラ

すべての革新は患者さんのために 「おいしさ・健康・美」の追求

中国電力 エネルギア ENERGIA ―あなたとともに、地球とともに― 日清食品 おいしい、の　その先へ。

いいことプラス　エネルギア 日清製粉グループ本社 健康と信頼をお届けする日清製粉グループ

中部電力 時代の先へ。ひとりのそばへ。 未来へずっと

テ 帝人 Human Chemistry，Human Solutions ニッセンホールディングス
個々のお客様にとってのベストセレクションを最適な環境で提供し、世の中を豊かにす
る。

んなことあるかも？ 日東電工 Innovation for Customers

テーブルマーク 身近なのに、あたらしい。 Global Niche Top／グローバルニッチトップ

一番大切な人に食べてもらいたい 日本製紙クレシア 心にふれるやわらかさを考える。つくる。

デサント Design for Sports 日本通運 With Your Life

すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを 日本テレビ放送網 日テレ ビジョン「見たい、が世界を変えていく。」

デンソー 世界の命を、技術で守りたい。この惑星を、技術で守りたい。 日本ハム 人輝く、食の未来

地球と生命を守り、次世代に明るい未来を届けたい。 世界で一番の「食べる喜び」を

ト 東急グループ 美しい時代へ――東急グループ 日本ペットフード 食べ継がれる信頼

街に、新しい力を。 日本郵船 Bringing value to life.

東急ハンズ ここは、ヒント・マーケット。 誠意・創意・熱意

東京海上ホールディングス To Be a Good Company ニフティ ニフティとなら、きっとかなう。With Us,You Can.

東京ガス エネルギー・フロンティア 日本航空(JAL) 明日の空へ、日本の翼

東芝 TOSHIBA Leading Innovation 日本生命保険 “大切な人を想う”の いちばん近くで。

人と、地球の、明日のために。 日本たばこ産業(JT) ひとのときを、想う。JT

Human Smart Community by lifenology 日本マクドナルドホールディングス i'm lovin' it

東洋ゴム工業 そのタイヤに、驚きはあるか。 日本ユニシス Foresight in sight

tecology　技術と環境の調和 ネ NEXCO中日本 「道を通じて感動を　人へ、世界へ」

東洋水産（マルちゃん） Smiles for All. すべては、笑顔のために。 安全のためにできる、すべてのことを。NEXCO中日本

東洋紡 Ideas & Chemistry NEXCO東日本 あなたに、ベスト・ウェイ。

順理則裕 ネスレ日本 Good Food, Good Life 「グッドフード、グッドライフ」

東レ Innovation by Chemistry ノ ノーリツ エコ＊リラ＊キレイ

素材には、社会を変える力がある。 新しい幸せを、わかすこと。

TOTO あしたを、ちがう「まいにち」に。 野村證券
Connecting Markets East & West
アジアから世界へ、お客様の未来と市場をつなぐ

凸版印刷 印刷テクノロジーで、世界を変える。TOPPAN 「それ、野村にきいてみよう。」

トヨタ自動車 FUN TO DRIVE, AGAIN. For Future Generations（次世代のために）

豊田自動織機 OPEN 3E WORLD ハ ハーゲンダッツ　ジャパン PURE PLEASURE

トリドール
ひとりでも多くのお客様にいつまでも愛され続ける地域一番店を創造して
いこう

Dedicated to Perfection

トリンプ・インターナショナル・ジャパン きもちまでポジティブ パイロットコーポレーション 書く、を支える。

Find The One あなただけのベストフィット体験を。 ハウス食品グループ本社 食でつなぐ、人と笑顔を。

トレンドマイクロ Securing Your Journey to the Cloud 食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーをめざします。

ナ ナイキジャパン JUST DO IT. バッファロー デジタルライフ、もっと快適に

永谷園 味ひとすじ　永谷園 パナソニック A Better Life, A Better World

名古屋鉄道 ココロをつなぐ、あしたへはこぶ。 Wonders! by Panasonic

電車で、ECO MOVE。 パナホーム あなたと夢を、ごいっしょに。

ナブテスコ うごかす、とめる。ナブテスコ 阪急交通社 心に届く旅　Direct to your heart

南海電気鉄道 お客さまとともに 行きたい旅、見つかる。

愛が、多すぎる。 阪神電気鉄道 “たいせつ”がギュッと。

ニ 西川産業 誠実・親切・共栄 バンダイ 夢・クリエイション～楽しいときを創る企業～

くらし、ステキに バンダイナムコホールディングス 夢・遊び・感動

西日本鉄道 まちに、夢を描こう。 Fun for the future 楽しみながら、楽しい未来へ。

ニチレイ おいしい瞬間を届けたい ヒ Ｐ＆Ｇ 暮らし感じる、変えていく　Ｐ＆Ｇ

選ばれつづける仕事。 日立製作所 Inspire the Next

日産自動車 今までなかったワクワクを SOCIAL INNOVATION ‐ IT'S OUR FUTURE

人々の生活を豊かに フ ファイザー より健康な世界の実現のために　Working together for a healthier world
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フ ファミリーマート あなたと、コンビに、ファミリーマート ミ 三菱電機 Changes for the Better

「Fun & Fresh」 eco changes（エコチェンジ）

ファンケル 「もっと何かできるはず」 ニクイねぇ！

不の解消 三菱UFJフィナンシャル・グループ Quality for You　確かなクオリティを、明日へ。世界へ。

フィリップス　エレクトロニクス　ジャパン innovation and you
世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ－Be the world’s most trusted
financial group－

フェリシモ ともにしあわせになるしあわせ メ 明治ホールディングス 明日をもっとおいしく

フォルクスワーゲン グループ ジャパン ゴキゲン♪ワーゲン メガソフト 使いやすさと信頼性

Think Blue. メニコン ずっと輝く瞳に。メニコン

福助 ハピネス　アシスト　カンパニー モ モスフードサービス 日本のおいしさと、おもてなし

フジ医療器 マッサージチェアのパイオニア　フジ医療器 森永製菓 おいしく、たのしく、すこやかに

富士重工業 Confidence in Motion エンゼルのように地球にやさしく

富士通 shaping tomorrow with you 森永乳業 “おいしい”をデザインする

富士電機 Innovating Energy Technology モンベル "Function is Beauty" "Light & Fast"

富士フイルム Value from Innovation ヤ ヤクルト本社 人も地球も健康に

世界は、ひとつずつ変えることができる。 ヤッホーブルーイング ビールに味を！人生に幸せを！

不二家 すべてを、「おかあさんの気持ち」で『ベストクオリティ・ベストサービス』を提供します 知的な変わり者

愛と誠心と感謝をこめてお客様に愛される不二家になります ヤマト運輸 ちっちゃいの出た！

ブラザー工業 At your side. ヤマハ 感動を・ともに・創る

ブリヂストン あなたと、つぎの景色へ Powered by Music

未来のすべての子どもたちが「安心」して暮らしていくために・・・ ヤマハ発動機 Revs your Heart

Your Journey, Our Passion ユ 雪印メグミルク 未来は、ミルクの中にある。

ブルボン おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。 ユニーグループホールディングス 毎日が、あなたの日。

おいしい笑顔の真ん中に ユニチカ We Realize It!

ヘ ベネッセホールディングス Benesse=よく生きる ユニ・チャーム やさしさをつくる。やさしさでささえる。

人は、一生育つ。 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス よりよい明日を創るために

ホ ボーズ Better sound through research. 小さな積み重ねが、大きな力に

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ おいしい「！」がある ヨ 横浜ゴム すごいをさりげなく

毎日の生活に彩りと輝きをくわえる、新しい「おいしい」を次々と生み出し
続けます

エコで地球をワクワクさせたい。

マ マツダ ZOOM-ZOOM（ズーム・ズーム） 吉野家ホールディングス 「うまい、やすい、はやい」

Be a driver. 「牛丼は、どこまでうまくなれるのか。」

マツモトキヨシホールディングス 1st for You. あなたにとっての、いちばんへ。 よつ葉乳業 北海道のおいしさを、まっすぐ。

マルハニチロ 世界においしいしあわせを ラ ライオン 今日を愛する。LION

丸美屋食品工業 今日もおいしく 暮らし、まいにち、エコ。

ミ ミキハウス 子どもと家族の毎日を笑顔でいっぱいに ライフネット生命保険 正直に、わかりやすく、安くて、便利に。

ミサワホーム 住まいを通じて生涯のおつきあい
子育て世代の保険料を半分にして、安心して赤ちゃんを産み育てられる社会をつくりた
い

ミズノ 明日は、きっと、できる。 リ LIXIL Link to Good Living

みずほフィナンシャルグループ One MIZUHO 未来へ。お客さまとともに MADE By LIXIL それがリクシルのものづくり

三井住友フィナンシャルグループ LEAD THE VALUE リクルートホールディングス まだ、ここにない、出会い。

三井不動産 都市に豊かさと潤いを FOLLOW YOUR HEART

人と地球がともに豊かになる社会をめざして　＆EARTH リコー imagine. change.

三井ホーム 「オーダーメイドの歓び。」 良品計画 自然、当然、無印。

暮らし継がれる家 ロ ローソン マチの健康ステーション

Mizkan やがて、いのちに変わるもの。 私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。

三越伊勢丹ホールディングス this is japan. ローム
われわれは、つねに品質を第一とする。いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量に

供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする。

三菱ケミカルホールディングス KAITEKI（THE KAITEKI COMPANY） ロッテ お口の恋人

Good Chemistry for Tomorrow ワ YKK AP 窓を考える会社

三菱自動車工業 Drive@earth ローエネで、暮そう。窓からはじめる快適な住まい

EVで先駆け、『人と地球との共生』を目指す WOWOW 見るほどに、新しい出会い。

三菱重工業 この星に、たしかな未来を エンターテインメントにできること。

Our Technologies, Your Tomorrow ワコール 光ってる人の、恋とワコール。
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