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アース製薬 地球を、キモチいい家に。 健康・薬品・日用品・文
具

アートネイチャー ふやしたいのは、笑顔です。 ファッション・化粧品

IHI Realize your dreams 電子・電機・化学・その
他製造

赤城乳業 あそびましょ。 食品・飲料・外食

あきんどスシロー(A) うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。 食品・飲料・外食

あきんどスシロー(B) すしで、笑おう 食品・飲料・外食

アサヒ飲料 100年のワクワクと笑顔を。 食品・飲料・外食
アサヒグループホール
ディングス すべてのお客さまに、最高の明日を。 食品・飲料・外食

アサヒビール すべては、お客さまの「うまい!」のために。 食品・飲料・外食

味の素 Eat Well，Live Well. 食品・飲料・外食

味の素AGF(A) いつでも、ふぅ。 食品・飲料・外食

味の素AGF(B) コーヒーギフトはＡＧＦ 食品・飲料・外食

アドバンテスト 先端技術を先端で支える 電子・電機・化学・その
他製造

アマゾンジャパン 地球上で最もお客様を大切にする企業になること 流通・運輸

イケア・ジャパン(A) この家が好き。 流通・運輸

イケア・ジャパン(B) より快適な毎日を、より多くの方々に 流通・運輸

池田模範堂(MUHI） 肌を治すチカラ 健康・薬品・日用品・文
具

出光興産(A) 人と人がつながるエネルギー。 車・石油

出光興産(B) 真に働く 車・石油

出光興産(C) Truly Inspired 車・石油

伊藤園(A) 自然が好きです。 食品・飲料・外食

伊藤園(B) とどけ!お茶のチカラ 食品・飲料・外食

伊藤園(C) 「世界のティーカンパニー」 食品・飲料・外食
伊藤忠テクノソリュー
ションズ(A) Challenging Tomorrow's Changes 情報・教育

伊藤忠テクノソリュー
ションズ(B) 「答えは、CTC。」 情報・教育

伊藤忠テクノソリュー
ションズ(C) Beyond the Horizons その先の未来へ 情報・教育

イトーキ 明日の「働く」を、デザインする。 住環境・電力・ガス

イトーヨーカ堂 いいもの。いつもの。イトーヨーカドー 流通・運輸

井村屋 おいしい!の笑顔をつくる 食品・飲料・外食

エイチ・アイ・エス Change ＆ Create 趣味・旅行・スポーツ

エーザイ(A) ヒューマン・ヘルスケア 健康・薬品・日用品・文具

エーザイ(B) 元気だしていきましょう。エーザイ 健康・薬品・日用品・文具

auカブコム証券(A) すべてのひとに資産形成を。 金融・不動産

auカブコム証券(B) ONE AND ONLY 金融・不動産

江崎グリコ(A) おいしさと健康 食品・飲料・外食

江崎グリコ(B) smile.Glico 食品・飲料・外食

エステー 空気をかえよう 健康・薬品・日用品・文具
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 情報・教育

NTTコムウェア(A) 心をつなぐ、社会をつなぐ 情報・教育

NTTコムウェア(B) 想像を超える未来を、協創しませんか。 情報・教育

NTTデータ(A) Trusted Global Innovator 情報・教育

NTTデータ(B) NTTデータグループは、情報技術で、新しい「しくみ」や「価
値」を創造し、より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する。 情報・教育

NTTデータ(C) 新しい「これから」を描く 情報・教育

ENEOS(A) ＥＮＥＲＧＹ ｆｏｒ ＡＬＬ 車・石油

ENEOS(B) とどけ!熱いエネルギー 車・石油

エバラ食品工業 こころ、はずむ、おいしさ。 食品・飲料・外食

エフエム東京 Life time audio 80.0 情報・教育

大塚製薬 Otsuka-people creating new products for better health 
worldwide世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する 健康・薬品・日用品・文具

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 流通・運輸

大林組 MAKE BEYOND つくるを拓く 住環境・電力・ガス

オハヨー乳業 ホンモノは、おいしい。 食品・飲料・外食

オリエンタルランド 「夢・感動・喜び・やすらぎ」のために 趣味・旅行・スポーツ
オリエントコーポレーショ
ン かなえる、のそばに。 金融・不動産

オリンパス 世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現 電子・電機・化学・その他
製造

カゴメ(A) 自然を、おいしく、楽しく。ＫＡＧＯＭＥ 食品・飲料・外食

カゴメ(B) 野菜をとろう あと６０ｇ 食品・飲料・外食

カゴメ(C) トマトの会社から、野菜の会社に。 食品・飲料・外食

カシオ計算機 創造 貢献 電子・電機・化学・その他
製造

鹿島建設(A) 100年をつくる会社 住環境・電力・ガス

鹿島建設(B) 想像を、チカラに 住環境・電力・ガス

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ①
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鹿島建設(C) 「あした」は、ナニイロ? 住環境・電力・ガス

花王 FEEL YOUR BEAUTY ファッション・化粧品

カリモク家具(A) 木とつくる幸せな暮らし 住環境・電力・ガス
カリモク家具(B) 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。 住環境・電力・ガス
カリモク家具(C) 木と人の家具 カリモク 住環境・電力・ガス
カルチュア・コンビニエン
ス・クラブ（CCC） カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。 情報・教育

カルビー 堀りだそう、自然の力。 食品・飲料・外食

川崎重工業(A) カワる、サキへ。Changing forward 電子・電機・化学・その
他製造

川崎重工業(B) Powering your potential 電子・電機・化学・その
他製造

キーコーヒー(A) コーヒーという情熱 食品・飲料・外食

キーコーヒー(B) ドリップしよう。 食品・飲料・外食

キーコーヒー(C) おうちカフェKEY 食品・飲料・外食

キッコーマン(A) おいしい記憶をつくりたい。 食品・飲料・外食

キッコーマン(B) seasoning your life 食品・飲料・外食

キヤノン make it possible with Canon 電子・電機・化学・その
他製造

九州電力(A) ずっと先まで、明るくしたい。 住環境・電力・ガス

九州電力(B) 九州から未来を創る九電グループ～豊かさと快適さで、お客さまの一
番に～ 住環境・電力・ガス

九州電力(C) 九電グループは、2050年のカーボンニュートラルの実現に挑戦しま
す ～ 九州から日本の脱炭素をリードする企業グループを目指して ～ 住環境・電力・ガス

キユーピー 愛は食卓にある。 食品・飲料・外食

キリンホールディングス(A) よろこびがつなぐ世界へ 食品・飲料・外食

キリンホールディングス(B) キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」
の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。 食品・飲料・外食

キリンホールディングス(C) やっぱりビールは、おいしい、うれしい。 食品・飲料・外食

クボタ(A) For Earth, For Life 電子・電機・化学・その
他製造

クボタ(B) 食料・水・環境 電子・電機・化学・その
他製造

クボタ(C) 壁がある。だから、行く。 電子・電機・化学・その
他製造

クラシエホールディングス
(A) 夢中になれる明日 Kracie 健康・薬品・日用品・文

具
クラシエホールディングス
(B) CRAZY KRACIE 健康・薬品・日用品・文

具

グループセブジャパン(A) あっという間にすぐに沸く、ティファール 健康・薬品・日用品・文
具

グループセブジャパン(B) 取っ手のとれる、ティファール 健康・薬品・日用品・文
具

グループセブジャパン(C) あっという間にシワのびる、ティファール 健康・薬品・日用品・文
具

グンゼ 明日をもっと、ここちよく ファッション・化粧品

京王電鉄 あなたと あたらしい あしたへ －京王グループ 流通・運輸

KDDI(A) Tomorrow，Together 情報・教育

KDDI(B) おもしろいほうの未来へ。 情報・教育

KDDI(C) シンプルを、みんなに。 情報・教育

京阪ホールディングス こころまち つくろう 流通・運輸

ケーズホールディングス 新製品が安いケーズデンキ 流通・運輸

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。 食品・飲料・外食

コーセー 美しい知恵 人へ、地球へ。 ファッション・化粧品
コスモエネルギーホールディ
ングス（コスモ石油） ココロも満タンに コスモ石油 車・石油

コニカミノルタ Giving Shape to Ideas 電子・電機・化学・その他製
造

小林製薬 あったらいいなをカタチにする 健康・薬品・日用品・文具

コメダ “心にもっとくつろぎを”KOMEDA COMES TRUE. with YOU 食品・飲料・外食

サカタのタネ PASSION in Seed 趣味・旅行・スポーツ

サッポロビール(A) 乾杯をもっとおいしく 食品・飲料・外食

サッポロビール(B) 誰かの、いちばん星であれ 食品・飲料・外食

三幸製菓 幸せのシーンを一人でも多くの人へ。 食品・飲料・外食

サントリー 水と生きる SUNTORY 食品・飲料・外食

JSR(A) 可能にする、化学を。 電子・電機・化学・その他製
造

JSR(B) Materials Innovation 電子・電機・化学・その他製
造

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。 電子・電機・化学・その他製
造

JCOM あたらしいを、あたりまえに 情報・教育

JTB 「感動のそばに、いつも。 Perfect moments，always」 趣味・旅行・スポーツ

JCB 世界にひとつ。あなたにひとつ。 金融・不動産

四国電力 しあわせのチカラになりたい。 住環境・電力・ガス

シチズン時計 BETTER STARTS NOW 電子・電機・化学・その他製
造

島津製作所(A) 科学技術で社会に貢献する 電子・電機・化学・その他製
造

島津製作所(B) 「人と地球の健康」への願いを実現する 電子・電機・化学・その他製
造

島津製作所(C) Excellence in Science 電子・電機・化学・その他製
造

しまむら きっと見つかる、みんなワクワク。 ファッション・化粧品

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ②
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清水建設 子どもたちに誇れるしごとを。 住環境・電力・ガス

シャープ Be Original. 電子・電機・化学・その他製
造

ジャストシステム 次の「あたりまえ」をつくる。 情報・教育

ジャックス 未来にタネをまこう。 金融・不動産
ジョイックスコーポレー
ション 着るよろこび、それ以上を ファッション・化粧品

スタジオジブリ 子供向けに高品質なアニメーション映画を提供 趣味・旅行・スポーツ

SUBARU 安心と愉しさ 車・石油

住友金属鉱山 MINING THE FUTURE 車・石油

住友ゴム工業 事故のない毎日をつくりたい。 車・石油

住友商事 Enriching lives and the world 流通・運輸

住友生命保険 あなたの未来を強くする 金融・不動産

住友電気工業 Connect with Innovation 電子・電機・化学・その他製
造

住友不動産 信用と創造 金融・不動産

住友林業 木と生きる幸福。 住環境・電力・ガス

セイコーホールディングス 時代とハートを動かすSEIKO 電子・電機・化学・その他製
造

西武ホールディングス(A) でかける人を、ほほえむ人へ。 流通・運輸

西武ホールディングス(B) Smiles ahead 流通・運輸

積水化学工業(A) 世界にまた新しい世界を。 A new frontier，a new lifestyle. 電子・電機・化学・その他製
造

積水化学工業(B) Innovation for the Earth 電子・電機・化学・その他製
造

積水化学工業(C) 時を経ても、続く価値を。 電子・電機・化学・その他製
造

積水ハウス(A) 家に帰れば、積水ハウス。 住環境・電力・ガス

積水ハウス(B) 「わが家」を世界一 幸せな場所にする 住環境・電力・ガス

セブン-イレブン・ジャパン 近くて便利 流通・運輸

全日本空輸(ANA)(A) あんしん、あったか、あかるく元気! 流通・運輸

全日本空輸(ANA)(B) Inspiration of JAPAN 流通・運輸

ソースネクスト 次の常識をつくる 情報・教育

ソニー(A) クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。 電子・電機・化学・その他製
造

ソニー(B)

Values 価値観／夢と好奇心 夢と好奇心から、未来を拓く。／多
様性 多様な人、異なる視点がより良いものをつくる。／高潔さと
誠実さ 倫理的で責任ある行動により、ソニーブランドへの信頼に
応える。／持続可能性 規律ある事業活動で、ステークホルダーへ
の責任を果たす。

電子・電機・化学・その他製
造

ソニー生命保険 LIFEPLANNER VALUE. 金融・不動産

ソフトバンクグループ 情報革命で人々を幸せに 情報・教育

第一生命保険(A) 一生涯のパートナー 金融・不動産

第一生命保険(B) いちばん、人を考える 金融・不動産
第一生命保険(C) 安心の最高峰を、地域へ、世界へ 金融・不動産

タイガー魔法瓶(A) 未来を水筒につめて。 健康・薬品・日用品・文具

タイガー魔法瓶(B) すぐに沸く、だけじゃない。 健康・薬品・日用品・文具

ダイキン工業 空気で答えを出す会社 電子・電機・化学・その他製
造

大正製薬 あなたの、健康のそばに 健康・薬品・日用品・文具

大成建設 地図に残る仕事。 住環境・電力・ガス
ダイソー だんぜん!ダイソー 健康・薬品・日用品・文具

ダイドードリンコ(A) こころとからだに、おいしいものを。 食品・飲料・外食

ダイドードリンコ(B) 世界中の人々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグルー
プへ 食品・飲料・外食

ダイハツ工業 Light you up ～らしく、ともに、軽やかに～ 車・石油

大鵬薬品工業 いつもを、いつまでも 健康・薬品・日用品・文具

大和証券グループ本社(A) たどり着けない場所など、ない。 金融・不動産

大和証券グループ本社(B) 世界とつながる。響きあう。 金融・不動産

大和証券グループ本社(C) Passion for the Best 金融・不動産

大和ハウス工業 共に創る。共に生きる。 住環境・電力・ガス

髙島屋 『`変わらない′のに、あたらしい。』 流通・運輸

竹中工務店(A) 想いをかたちに 未来へつなぐ 住環境・電力・ガス

竹中工務店(B) 人と自然をつなぐ 住環境・電力・ガス

ダスキン(A) 喜びのタネをまこう 住環境・電力・ガス

ダスキン(B) くらしのリズムを整えよう♪ 住環境・電力・ガス
田辺三菱製薬(A) 病と向き合うすべての人に、希望ある選択肢を。 健康・薬品・日用品・文具

田辺三菱製薬(B) 一人ひとりに最適な医療を届けるヘルスケアカンパニー 健康・薬品・日用品・文具

田辺三菱製薬(C) この手で、未来を。 健康・薬品・日用品・文具

中外製薬 創造で、想像を超える。/INNOVATION BEYOND IMAGINATION 健康・薬品・日用品・文具

中部電力 むすぶ。ひらく。 住環境・電力・ガス
チョーヤ梅酒 とどけ、梅のちから。 食品・飲料・外食

TBSホールディングス(A) 最高の“時”で、明日の世界をつくる。 情報・教育

TBSホールディングス(B) From TBS 情報・教育

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ③
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帝人 Human Chemistry，Human Solutions 電子・電機・化学・その他
製造

テーブルマーク(A) 身近なのに、あたらしい。 食品・飲料・外食

テーブルマーク(B) 一番大切な人に食べてもらいたい 食品・飲料・外食

デサント(A) すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを 趣味・旅行・スポーツ

デサント(B) Design for Sports 趣味・旅行・スポーツ

テレビ朝日 テレビ朝日３６０° 情報・教育
テレビ東京 大切にします、ミライ ～ずっと地球に一緒に～ 情報・教育
東急グループ 美しい時代へ 流通・運輸
東急ハンズ ここは、ヒント・マーケット。 流通・運輸

東京海上ホールディングス To Be a Good Company 金融・不動産

東芝(A) 人と、地球の、明日のために。 電子・電機・化学・その他
製造

東芝(B) For a new day 電子・電機・化学・その他
製造

東芝(C) 世界を、止めるな。 電子・電機・化学・その他
製造

東洋水産 Smiles for All. 食品・飲料・外食

東レ(A) 素材には、社会を変える力がある。 電子・電機・化学・その他
製造

東レ(B) Innovation by Chemistry 電子・電機・化学・その他
製造

東和薬品 くすりのあしたを考える。 健康・薬品・日用品・文具

TOTO(A) あしたを、ちがう「まいにち」に。 住環境・電力・ガス

TOTO(B) つくるって、人を思うこと。 住環境・電力・ガス

TOTO(C) TOTOあんしんリモデル 住環境・電力・ガス

トヨタ自動車 Start Your Impossible 車・石油
トリンプ・インターナショナ
ル・ジャパン

#measure4me(メジャー・フォー・ミー）息のあうラン
ジェリーと、生きていこう ファッション・化粧品

中日本高速道路（NEXCO中日
本） もっと安全に、もっとスムーズに 流通・運輸

名古屋鉄道（MEITETSU） ココロをつなぐ、あしたへはこぶ。 流通・運輸

ナブテスコ(A) うごかす、とめる。 電子・電機・化学・その他
製造

ナブテスコ(B) 「ナブテスコって、ナンデスコ?」 電子・電機・化学・その他
製造

南海電気鉄道（NANKAI）(A) ʻなんかいいね’があふれてる 流通・運輸

南海電気鉄道（NANKAI）(B) お客さまとともに 流通・運輸

南海電気鉄道（NANKAI）(C) 未来を信じて、想いをひとつに。 流通・運輸
西川 よく眠り、よく生きる。 住環境・電力・ガス

西日本鉄道（Nishitetsu） まちに、夢を描こう。 流通・運輸

西日本電信電話（NTT西日
本)(A) あしたへ－with you, with ICT. 情報・教育
西日本電信電話（NTT西日
本)(B) ソーシャルＩＣＴパイオニア 情報・教育
西日本電信電話（NTT西日
本)(C) ICTで、いつかを、いまに。 情報・教育

ニチレイ おいしい瞬間を届けたい 食品・飲料・外食

日清オイリオグループ(A) 植物のチカラ 食品・飲料・外食

日清オイリオグループ(B) 「おいしさ・健康・美」の追求 食品・飲料・外食

日清食品 おいしい、の その先へ。 食品・飲料・外食

日東電工 技術で未来を創造する。 電子・電機・化学・その他
製造

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 健康・薬品・日用品・文具

日本ハム(A) たんぱく質を、もっと自由に。 食品・飲料・外食

日本ハム(B) 人輝く、食の未来 食品・飲料・外食

日本ペットフード 食べ継がれる信頼 趣味・旅行・スポーツ

日本経済新聞社(A) 中正公平 情報・教育

日本経済新聞社(B) WE THINK. 情報・教育

日本航空(JAL) 明日の空へ、日本の翼 流通・運輸

日本生命保険(A) 今日と未来を、つなぐ。 金融・不動産

日本生命保険(B) Play，Support. ～さあ、支えることを始めよう～ 金融・不動産

日本たばこ産業(JT) ひとのときを、想う。JT 趣味・旅行・スポーツ

日本電信電話（NTT）(A) つなぐ（Connect）、信頼（Trust）、誠実（Integrity） 情報・教育

日本電信電話（NTT）(B) Your Value Partner 情報・教育

日本マクドナルド I'm lovin' it 食品・飲料・外食

日本郵政(A) すべてを、お客さまのために。 流通・運輸

日本郵政(B) そばにいるから、できることがある。 流通・運輸

日本ユニシス(A) Foresight in sight 情報・教育

日本ユニシス(B) ビジネスをつなぎ、サービスを動かす。ICTを刺激し、未来をつく
り出そう。 情報・教育

ネスレ日本(A) Good food， Good life 食品・飲料・外食

ネスレ日本(B) ネスレは、食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての
人々の生活の質を高めていきます 食品・飲料・外食

野村證券 それ、野村にきいてみよう 金融・不動産

ハーゲンダッツジャパン(A) Dedicated to Perfection 食品・飲料・外食

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ④



6Copyright © 2021 Nikkei BP Consulting, Inc. All rights reserved.

ハーゲンダッツジャパン(B) ハローしあわせ。 食品・飲料・外食
パーソルキャリア 人々に「はたらく」を自分のものにする力を 情報・教育
パイロットコーポレーション 書く、を支える。 健康・薬品・日用品・文具

ハウス食品グループ本社(A) 食でつなぐ、人と笑顔を。 食品・飲料・外食

ハウス食品グループ本社(B) 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。 食品・飲料・外食

ハウステンボス(A) 花と光の感動リゾートハウステンボス 趣味・旅行・スポーツ

ハウステンボス(B) 日本一広いテーマパーク 趣味・旅行・スポーツ

はごろもフーズ(A) 人と自然を、おいしくつなぐ 食品・飲料・外食

はごろもフーズ(B) 人と地球に愛される企業を目指します。 食品・飲料・外食

はごろもフーズ(C) テーブルコミュニケーション「笑顔がおいしい食シーン」のお
手伝い 食品・飲料・外食

バスクリン 健康は、進化する。 健康・薬品・日用品・文具

パナソニック(A) A Better Life, A Better World 電子・電機・化学・その他
製造

パナソニック(B) くらしアップデート 電子・電機・化学・その他
製造

パナソニックホームズ あなたの誇りを建てる。 住環境・電力・ガス
阪急交通社(A) 心に届く旅 Direct to your heart 趣味・旅行・スポーツ
阪急交通社(B) 行きたい旅、見つかる。 趣味・旅行・スポーツ

阪急交通社(C) 見つけた!私だけの旅 趣味・旅行・スポーツ

バンダイナムコホールディン
グス 夢・遊び・感動 趣味・旅行・スポーツ

日立製作所(A) HITACHI Inspire the Next 電子・電機・化学・その他
製造

日立製作所(B) Hitachi Social Innovation is POWERING GOOD 電子・電機・化学・その他
製造

ファーストリテイリング（ユニ
クロ）(A) LifeWear ファッション・化粧品

ファーストリテイリング（ユニ
クロ）(B) MADE FOR ALL ファッション・化粧品

ファミリーマート あなたと、コンビに、ファミリーマート 流通・運輸

ファンケル 正直品質。 ファッション・化粧品
FOOD ＆ LIFE COMPANIES 変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。 食品・飲料・外食
フェリシモ ともにしあわせになるしあわせ 流通・運輸
フォルクスワーゲン グルー
プ ジャパン People’s Car 車・石油

福助 心とカラダに『福』を。 ファッション・化粧品
フジ医療器 美と健康の総合メーカー 健康・薬品・日用品・文具

富士電機 Innovating Energy Technology 電子・電機・化学・その他
製造

富士フイルムホールディングス(A) Value from Innovation 電子・電機・化学・その他
製造

富士フイルムホールディングス(B) NEVER STOP 電子・電機・化学・その他
製造

不二家 Smile Switch 食品・飲料・外食

ブックオフグループホールディン
グス 「多くの人に楽しく豊かな生活を提供すること」 情報・教育

ブラザー工業(A) At your side. 電子・電機・化学・その他
製造

ブラザー工業(B) あなたのブラザーでいたい。 電子・電機・化学・その他
製造

ブリヂストン Solutions for your journey 車・石油

ブルボン(A) おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。 食品・飲料・外食

ブルボン(B) おいしい笑顔の真ん中に 食品・飲料・外食

ポーラ Ｗｅ Ｃａｒｅ Ｍｏｒｅ. 世界を変える、心づかいを。ファッション・化粧品

星野リゾート(A) 旅は魔法 趣味・旅行・スポーツ
星野リゾート(B) 旅を楽しくする 趣味・旅行・スポーツ
本田技研工業 The Power of Dreams 車・石油

マツダ Be a driver. 車・石油

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 流通・運輸

マルハニチロ 海といのちの未来をつくる 食品・飲料・外食
丸美屋食品工業 今日もおいしく丸美屋 食品・飲料・外食

三浦工業(A) そのひらめきに、愛はあるか。 電子・電機・化学・その他
製造

三浦工業(B) 熱・水・環境のベストパートナー 電子・電機・化学・その他
製造

ミキハウス 子どもと家族の毎日を笑顔でいっぱいに ファッション・化粧品
ミサワホーム 住まいを通じて生涯のおつきあい 住環境・電力・ガス
ミズノ REACH BEYOND 趣味・旅行・スポーツ
みずほフィナンシャルグループ
(A) One MIZUHO 未来へ。お客さまとともに 金融・不動産

みずほフィナンシャルグループ
(B) 次世代金融への転換 金融・不動産

三井不動産(A) 人と地球がともに豊かになる社会をめざして
＆EARTH 金融・不動産

三井不動産(B) BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変えよう。 金融・不動産

Mizkan（ミツカン） やがて、いのちに変わるもの。 食品・飲料・外食

三菱ケミカルホールディングス(A) KAITEKI Value for Tomorrow 電子・電機・化学・その他
製造

三菱ケミカルホールディングス(B) KAITEKI 電子・電機・化学・その他
製造

三菱ケミカルホールディングス(C) 未来を描く。明日が変わる。 電子・電機・化学・その他
製造

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ⑤
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三菱重工業 Move the world forward 電子・電機・化学・その他
製造

三菱商事 世界とひとりのために。 流通・運輸
三菱UFJフィナンシャル・グ
ループ 世界が進むチカラになる。 金融・不動産

ミニストップ 私たちは、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を
実現します。 流通・運輸

明治ホールディングス(A) 健康にアイデアを 食品・飲料・外食

明治ホールディングス(B) POWER!ひとくちの力 食品・飲料・外食

メガソフト 使いやすさと信頼性 情報・教育

メニコン ずっと輝く瞳に。 健康・薬品・日用品・文具

メルコホールディングス
（バッファロー） つなぐ技術で、あなたに喜びを 電子・電機・化学・その他

製造

桃屋 味を大切にする 食品・飲料・外食

森永製菓 おいしく たのしく すこやかに 食品・飲料・外食
森永乳業 かがやく“笑顔”のために 食品・飲料・外食
ヤクルト本社 人も地球も健康に 食品・飲料・外食
ヤッホーブルーイング ビールに味を!人生に幸せを! 食品・飲料・外食
ヤマハ(A) Make Waves 趣味・旅行・スポーツ

ヤマハ(B) 『なくてはならない、個性輝く企業になる』～ブランド力を一段高
め、高収益な企業へ 趣味・旅行・スポーツ

ヤマハ発動機 Revs your Heart 車・石油

ユーグレナ(A) Sustainability First（サステナビリティ・ファースト） 健康・薬品・日用品・文具

ユーグレナ(B) いきる、たのしむ、サステナブる。 健康・薬品・日用品・文具

UCC上島珈琲(A) Good Coffee Smile 食品・飲料・外食

UCC上島珈琲(B) WE LOVE COFFEE 食品・飲料・外食
USEN-NEXT 
HOLDINGS(A) 必要とされる次へ。 情報・教育

USEN-NEXT 
HOLDINGS(B) IoTで店舗経営をスマート化するワンストップ・ソリューション 情報・教育

USEN-NEXT 
HOLDINGS(C) テクノホスピタリティを世界へ 情報・教育

雪印メグミルク(A) 未来は、ミルクの中にある。 食品・飲料・外食
雪印メグミルク(B) ミルク未来創造企業 食品・飲料・外食

ユニチカ(A) We Realize It! 電子・電機・化学・その他
製造

ユニチカ(B) 素材で未来をカタチに。 電子・電機・化学・その他
製造

ユニリーバ・ジャパン・
ホールディングス サステナビリティを暮らしの“あたりまえ”に 健康・薬品・日用品・文具

吉野家ホールディングス(A) For the People 食品・飲料・外食

吉野家ホールディングス(B) 「飲食業の再定義」 食品・飲料・外食

吉野家ホールディングス(C) 「NEW BEGINNINGS 2025 競争から共創へ」 食品・飲料・外食

よつ葉乳業(A) 北海道のおいしさを、まっすぐ。 食品・飲料・外食

よつ葉乳業(B) よつ葉乳業は、北海道の酪農家の会社です。 食品・飲料・外食
ライオン 今日を愛する。 健康・薬品・日用品・文具

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。 金融・不動産

LINE CLOSING THE DISTANCE 情報・教育

LIXIL いつもを、幸せに。 住環境・電力・ガス
リクルートホールディング
ス(A) FOLLOW YOUR HEART 情報・教育
リクルートホールディング
ス(B) まだ、ここにない、出会い。 情報・教育

リコー(A) imagine.change. 電子・電機・化学・その他製造

リコー(B) EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES 電子・電機・化学・その他製造

リコー(C) “はたらく”に歓びを 電子・電機・化学・その他製造

良品計画（無印良品）(A) 自然、当然、無印。 流通・運輸

良品計画（無印良品）(B) わけあって、安い。 流通・運輸

良品計画（無印良品）(C) 気持ちいいのはなぜだろう。 流通・運輸
リンガーハット(A) 日本の野菜をおいしく食べる! 食品・飲料・外食

リンガーハット(B) すべてのお客さまに楽しい食事のひとときを心と技術でつくるリ
ンガーハットグループ 食品・飲料・外食

ローソン マチのほっとステーション 流通・運輸

ローム(A) パワーとアナログにフォーカスし、 お客様の“省エネ”・“小型化”
に寄与することで、社会課題を解決する 電子・電機・化学・その他製造

ローム(B) Electronics for the Future 電子・電機・化学・その他製造

ロッテ お口の恋人 食品・飲料・外食
ロフト(A) 「時の器」 流通・運輸

ロフト(B) 何かある。きっとある。 流通・運輸

ワークマン(A) 機能と価格に新基準 ファッション・化粧品

ワークマン(B) 声のする方に、進化する。 ファッション・化粧品

YKK AP(A) 善の巡環 電子・電機・化学・その他製造

YKK AP(B) 窓を考える会社 電子・電機・化学・その他製造

YKK AP(C) Architectural Productsで社会を幸せにする会社。 電子・電機・化学・その他製造

ワコール MEET YOUR JUST. ファッション・化粧品

※業種は便宜的に以下の10分類としています。
①ファッション・化粧品、②食品・飲料・外食、③住環境・電力・ガス、④健康・薬品・日用品・文具、⑤車・石油、
⑥電子・電機・化学・その他製造、⑦流通・運輸、⑧金融・不動産、⑨情報・教育、⑩趣味・旅行・スポーツ ⑥


