
No 企業名 業種

1 アウディジャパン 製造（輸送機）

2 アカマイ・テクノロジーズ合同会社 情報通信

3 アクサ生命保険 金融保険

4 アクサ損害保険 金融保険

5 アクサダイレクト生命保険 金融保険

6 アクサ収納サービス 金融保険

7 アクセンチュア 専門・技術サービス

8 アクゾノーベル 製造（化学）

9 アゴダ・インターナショナル・ジャパン 情報通信

10 アストラゼネカ 製造（医薬）

11 アッヴィ合同会社 製造（医薬）

12 アップルジャパン合同会社 情報通信

13 アディダスジャパン 製造（その他）

14 アデコ サービス

15 アトス 情報通信

16 アドビシステムズ 情報通信

17 アトラスコプコ 製造（産機）

18 アナログ・デバイセズ 製造（半導体）

19 アプライド・マテリアルズ・ジャパン 製造（産機）

20 アフラック生命保険 金融保険

21 アボットジャパン 製造（医薬）

22 アマゾン ジャパン 卸売小売

23 アマデウス ジャパン 情報通信

24 アメアスポーツ・ジャパン 製造（その他）

25 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 金融保険

26 アリスタ フードソリューションズ ジャパン 製造（食品）

27 アルケマ 製造（化学）

28 アルコア・クロージャー・システム 製造（非鉄）

29 イエナオプティック・ジャパン 製造（精密機）

30 イケア・ジャパン 卸売小売

31 Ingenico Japan サービス

32 インターテック ジャパン サービス

33 インフィニオンテクノロジーズジャパン 製造（半導体）

34 インフォシス・テクノロジーズ 専門・技術サービス

35 インテュイティブサージカル合同会社 製造（機械）

36 インテル 製造（半導体）

37 EMCジャパン 卸売小売

38 EMIミュージック・ジャパン 生活関連サービス

39 池田物産 卸売小売

40 ヴァレオ・ジャパン 製造（輸送機）

41 ウェスタン・デジタル・ジャパン 製造（電子機器）
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42 ウェルズ・ファーゴ証券 金融保険

43 Uber Japan 生活関連サービス

44 エアバス・ジャパン 製造（航空）

45 Airbnb Japan 生活関連サービス

46 amsジャパン 製造（電子機器）

47 H&M ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン 製造（その他）

48 HSBC Japan 金融保険

49 AT&Tジャパン 情報通信

50 ABBジャパン 製造（機械）

51 エーエスエムエル・ジャパン 製造（機械）

52 エクスペディアホールディングス サービス

53 エクスペリアンジャパン 情報通信

54 エスエス製薬 製造（医薬）

55 SAPジャパン 情報通信

56 SGSジャパン サービス

57 エデンレッドジャパン 情報通信

58 NXPジャパン 情報通信

59 エヌエヌ生命保険 金融保険

60 エヌシー・ジャパン 娯楽

61 NVIDIA 製造業（電子機器）

62 MSCI合同会社 情報通信

63 MSCクルーズジャパン サービス

64 エムエスシージャパン 輸送

65 MSD 製造（製薬）

66 FCAジャパン 卸売小売

67 エムスケミー・ジャパン 製造（化学）

68 エムケー・チーズ 製造（食品）

69 MVアグスタ JAPAN 製造（輸送機）

70 エリクソン・ジャパン 情報通信

71 エレクトロニック・アーツ 情報通信

72 エレクトロラックス・ジャパン 製造（機械）

73 OPPO Digital Japan 製造（電子機器）

74 オートデスク 情報通信

75 オートリブ 製造（機械）

76 オープンテーブル サービス

77 オックスフォード大学出版局 情報通信

78 オットージャパン 製造（その他）

79 オライリー・ジャパン 情報通信

80 カーギル・ジャパン 卸売小売

81 カーゴテック・ジャパン 製造（産機）

か行



No 企業名 業種

82 カスペルスキー・ラボ・ジャパン 情報通信

83 カミンズジャパン 製造（建機）

84 カンター・ジャパン 専門・技術サービス

85 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報通信

86 キャタピラージャパン 製造（建機）

87 キャップジェミニ 専門・技術サービス

88 キャンベル・ジャパン 製造（食品）

89 キューネ・アンド・ナーゲル 輸送

90 ギリアド・サイエンシズ 製造（製薬）

91 クアルコム・ジャパン 情報通信

92 グーグル合同会社 情報通信

93 グラクソ・スミスクライン 製造（製薬）

94 クラブメッド 娯楽

95 クラリアントジャパン 製造（化学）

96 クリスチャン・ディオール 製造（その他）

97 クレディ・アグリコル生命保険 金融保険

98 クレディ・スイス銀行 金融保険

99 KTMジャパン 製造（輸送機）

100 ケルヒャージャパン 製造（機械）

101 ゴールドマン・サックス 金融保険

102 コストコホールセールジャパン 卸売小売

103 コダックジャパン 製造（化学）

104 ゴディバ・ジャパン 製造（食品）

105 コネクレーンズ 輸送

106 コベストロジャパン 製造（化学）

107 コロプラスト 製造（医療）

108 サーモフィッシャー・サイエンティフィック 製造（機械）

109 ザイリンクス 製造（半導体）

110 サザビーズ・ジャパン サービス

111 サノフィ 製造（製薬）

112 サフラン・ヘリコプター・エンジンズ・ジャパン 卸売小売

113 サンゴバン・ジャパン 製造（その他）

114 サンディスク 製造（半導体）

115 サンドビック 製造（産機）

116 シーメンス・ジャパン 製造（電子機器）

117 ジェイアイ傷害火災保険 金融保険

118 シェブロン・ジャパン 製造（化学）

119 ジェムアルト 製造（その他）

120 シスコシステムズ合同会社 製造（電子機器）

121 シティグループ・ジャパン・ホールディングス 金融保険
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122 シートリップ・ジャパン 情報通信

123 シナジーキャピタル 金融保険

124 ジブラルタ生命保険 金融保険

125 ジボダン・ジャパン 製造（その他）

126 シマンテック 情報通信

127 シムライズ 製造（化学）

128 シャイアー・ジャパン 製造（製薬）

129 シャープ 製造（電子機器）

130 シャネル 製造（その他）

131 シュアラスター・ジャパン 卸売小売

132 シュウウエムラ 製造（その他）

133 シュナイダーエレクトリック 製造（機械）

134 ジュリアス・ベア ウェルス マネジメント 金融保険

135 シュルンベルジェ 製造（機械）

136 ジョージフィッシャー 製造（機械）

137 ジョンソン・エンド・ジョンソン サービス

138 昭和シェル石油 製造（石油）

139 昭和四日市石油 製造（石油）

140 シンジェンタ・ジャパン 農林漁

141 スイス・リー 金融保険

142 スウォッチ・グループ・ジャパン 製造（機械）

143 スコール・サービス・ジャパン 金融保険

144 スターバックス ジャパン サービス

145 スタインウェイ・ジャパン 製造（その他）

146 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン 金融保険

147 ストゥーラエンソジャパン 製造（製紙）

148 ストローマン・ジャパン 製造（医療）

149 スミス・アンド・ネフュー 製造（医療）

150 スリーエム ジャパン 製造（化学）

151 スワロフスキー・ジャパン 製造（その他）

152 セールスフォース・ドットコム 情報通信

153 西友 卸売小売

154 西洋フード・コンパスグループ サービス

155 セブジャパン 製造（機械）

156 ゼネラルモーターズ・ジャパン 製造（輸送機）

157 ゼンハイザージャパン 製造（電子機器）

158 ソニーライフ・エイゴン生命保険 金融保険

159 ソルベイ・ジャパン 製造（化学）

160 ダイソン 製造（機械）

161 ダイムラー日本 製造（輸送機）
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162 ダウケミカル日本 製造（化学）

163 ダッソー・システムズ 情報通信

164 ダノンジャパン 製造（食品）

165 チェックポイントシステムジャパン 専門・技術サービス

166 Chubb損害保険 金融保険

167 中外製薬 製造（製薬）

168 チューリッヒ保険 金融保険

169 Twitter Japan 情報通信

170 デアゴスティーニ・ジャパン 情報通信

171 D+Mホールディングス 製造（電子機器）

172 ディー・エイチ・エル・ジャパン 輸送

173 ディー・エス・エム・ジャパン 製造（その他）

174 DKSHジャパン 専門・技術サービス

175 DXCテクノロジー・ジャパン合同会社 情報通信

176 テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社 娯楽

177 ディスカバリー・ジャパン 情報通信

178 ティッセンクルップ・アクセス・ジャパン 製造（機械）

179 テメノス・ジャパン 専門・技術サービス

180 デュポン・ジャパン 製造（化学）

181 デル 製造（電子機器）

182 ドイツ銀行 金融保険

183 東亜石油 製造（石油）

184 トーキン 製造（電子機器）

185 東芝キヤリア 製造（産機）

186 東レデュポン・ナイロン 製造（化学）

187 ドゥカティジャパン 製造（輸送機）

188 トーメンデバイス 卸売小売

189 トタル・ルブリカンツ・ジャパン 製造（石油）

190 トライアンフジャパン 製造（輸送機）

191 トラベレックスジャパン 金融保険

192 トリップアドバイザー サービス

193 ナイキジャパン 製造（その他）

194 ナティクシス日本証券 金融保険

195 ニコン・エシロール 製造（光学）

196 日産自動車 製造（輸送機）

197 日産車体 製造（輸送機）

198 ニベア花王 卸売小売

199 日本アイ・ビー・エム 製造（電子機器）

200 日本アルコン 製造（医療）

201 日本イーライリリー 製造（製薬）
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202 日本エア・リキード ガス

203 日本エイ・エム・ディ 製造（半導体）

204 日本HP 製造（電子機器）

205 日本NCR 製造（電子機器）

206 日本エマソン 製造

207 日本オーチス・エレベータ 製造（機械）

208 日本オラクル 情報通信

209 日本ケロッグ 製造（食品）

210 日本コカコーラ 製造（食品）

211 日本サムスン 製造（電子機器）

212 日本GE 製造（機械）

213 日本シーカ 卸売小売

214 日本シノプシス合同会社 情報通信

215 日本スティーベル 製造（機械）

216 日本テキサス・インスツルメンツ 製造（半導体）

217 日本テラデータ 情報通信

218 日本トイザらス 卸売小売

219 日本ヒルズ・コルゲート 卸売小売

220 日本ベーリンガーインゲルハイム 製造（製薬）

221 日本ベクトン・ディッキンソン 製造（医療）

222 日本マイクロソフト 情報通信

223 日本マクドナルドホールディングス サービス

224 日本ミシュランタイヤ 製造（化学）

225 日本メドトロニック 専門・技術サービス

226 日本ロレアル 製造（その他）

227 ネイチャー・ジャパン 情報通信

228 ネクソン 情報通信

229 ネスレ日本 製造（食品）

230 ネットアップ 製造（電子機器）

231 Netflix 情報通信

232 ノキアジャパン 製造（電子機器）

233 ノバルティス ファーマ 製造（製薬）

234 ノボザイムズジャパン 製造（化学）

235 ノボノルディスク ファーマ 製造（製薬）

236 バークレイズ証券 金融保険

237 ハーゲンダッツジャパン 製造（食品）

238 バーバリー・ジャパン 製造（その他）

239 ハーレーダビッドソン ジャパン 製造（輸送機）

240 バイエル薬品 製造（製薬）

241 バイオジェン・ジャパン 製造（製薬）
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242 ハイネケン・キリン 製造（食品）

243 ハインツ日本 製造（食品）

244 バクスター 製造（医療）

245 ハズブロジャパン合資会社 娯楽

246 ハネウェル・ジャパン 製造（電子機器）

247 ハノーバー・リー・サービセス 金融保険

248 ハパックロイド・ジャパン 輸送

249 パラマウント・ジャパン合同会社 情報通信

250 バルチラ・ジャパン 製造（輸送機）

251 バング&オルフセンジャパン 製造（電子機器）

252 パンドラジュエリージャパン 製造（その他）

253 ハンファQセルズジャパン 製造（電子機器）

254 B-Rサーティワンアイスクリーム 製造（食品）

255 ピアソン・ジャパン 情報通信

256 ピアッジオ グループ ジャパン 製造（輸送機）

257 BASFジャパン 製造（化学）

258 BMG JAPAN 情報通信

259 BMW JAPAN 製造（輸送機）

260 BNPパリバ銀行 金融保険

261 ビーピー・カストロール 製造（化学）

262 BRPジャパン 製造（輸送機）

263 BTジャパン 情報通信

264 ピクテ投信投資顧問 金融保険

265 ビック 製造（その他）

266 ビューローベリタスジャパン 専門・技術サービス

267 ヒョースンモータージャパン 製造（輸送機）

268 ピレリ・ジャパン 製造（化学）

269 ファイザー 製造（製薬）

270 ファーウェイ・テクノロジーズ・ジャパン 製造（電子機器）

271 VAT 製造（機械）

272 フィリップス・ジャパン 製造（電子機器）

273 フィリップスライティングジャパン合同会社 製造（電子機器）

274 フィリップモリス・ジャパン 製造（たばこ）

275 Facebook Japan 情報通信

276 フェデラル・エクスプレス・ジャパン 輸送

277 フォナック・ジャパン 製造（医療）

278 フェラガモ・ジャパン 製造（その他）

279 フォード・ジャパン 製造（輸送機）

280 FOXインターナショナル・チャンネルズ 情報通信

281 フォルクスワーゲン グループ ジャパン 製造（輸送機）

282 フォルシア・ジャパン 製造（輸送機）

283 富士石油 製造（石油）
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284 プジョーモトサイクルジャポン 製造（輸送機）

285 プジョー・シトロエン・ジャポン 製造（輸送機）

286 ブッキングドットコム・ジャパン サービス

287 ブラックロック・ジャパン 金融保険

288 ブリタニカ・ジャパン 情報通信

289 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 製造（たばこ）

290 ブルガリ・ジャパン 製造（その他）

291 ブルックス・ブラザーズ・ジャパン 製造（その他）

292 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン 金融保険

293 プルデンシャル生命 金融保険

294 ジブラルタ生命 金融保険

295 フレゼニウス・カービ・ジャパン サービス

296 フレゼニウス・メディカルケア・ジャパン 製造（医療）

297 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（P&G） 製造（化学）

298 ベクター・ジャパン 情報通信

299 ベネトン・ジャパン 製造（その他）

300 ベライゾン・ジャパン合同会社 専門・技術サービス

301 ベリングポイント 専門・技術サービス

302 ペルノ・リカール・ジャパン 製造（食品）

303 ヘンケル・ジャパン 製造（化学）

304 ボーイング・ジャパン 製造（輸送機）

305 ボーズ 製造（電子機器）

306 ボーランド 情報通信

307 ボシュロムジャパン 製造（医療）

308 ボストン・コンサルティング・グループ 専門・技術サービス

309 ボスホスジャパン 製造（輸送機）

310 ボッシュ 製造（機械）

311 ポリスター 娯楽

312 ポリプラスチックス 製造（化学）

313 ボルボ・カー・ジャパン 卸売小売

314 マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン 製造（半導体）

315 マイクロフォーカス 情報通信

316 マイクロンメモリジャパン 製造（半導体）

317 マイラン製薬 製造（製薬）

318 マカフィー 情報通信

319 マッキンゼー&カンパニー・インク・ジャパン 専門・技術サービス

320 マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン 製造（化学）

321 マテル・インターナショナル 製造（その他）

322 マニュライフ生命保険 金融保険

323 マラグーティ・ジャポーネ 製造（輸送機）
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324 マリオット・インターナショナル 宿泊

325 マンパワーグループ サービス

326 ミーレ・ジャパン 製造（機械）

327 三菱電機オスラム ×

328 三菱ふそうトラック・バス 製造（輸送機）

329 ミュンヘン再保険会社 金融保険

330 メガリジャパン 製造（輸送機）

331 メットライフ生命保険 金融保険

332 メリルリンチ日本証券 金融保険

333 メルク 製造（電子機器）

334 モルガン・スタンレー 金融保険

335 モンクレール・ジャパン 製造（その他）

336 モンデリーズ・ジャパン 製造（食品）

337 Yahoo! JAPAN 情報通信

338 ユービーアイソフト 娯楽

339 UBS銀行 金融保険

340 ユーシービージャパン 製造（製薬）

341 UDトラックス 製造（輸送機）

342 UPMキュンメネ・ジャパン 農林漁

343 ユー・エス・ジェイ 娯楽

344 ユーラーヘルメス・ジャパン・サービス 金融保険

345 ユーピーエス・ジャパン 輸送

346 ユニバーサルミュージック 娯楽

347 ユニリーバ・ジャパン 製造（化学）

348 ユミコアジャパン 鉱

349 ライオンブリッジ・ジャパン 情報通信

350 ラムリサーチ 製造（機械）

351 ランクセス 製造（化学）

352 ランスタッド サービス

353 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン 金融保険

354 リエフジャパン 製造（輸送機）

355 リオティント・ジャパン 鉱

356 リシュモンジャパン 製造（その他）

357 リンツ&シュプルングリージャパン 製造（食品）

358 ルノー・ジャポン 製造（輸送機）

359 ルンドベック・ジャパン 製造（製薬）

360 レキットベンキーザー・ジャパン 製造（化学）

361 レゴジャパン 娯楽

や行
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362 レゴランド・ジャパン 娯楽

363 レノボ・ジャパン 製造（電子機器）

364 ロールスロイス・ジャパン 製造（輸送機）

365 ロイヤルコペンハーゲン・ジャパン 製造（非金属）

366 ロクシタン・ジャポン 製造（その他）

367 ロジクール 製造（電子機器）

368 ロジャースラボラトリー・ジャパン 娯楽

369 ロンザジャパン 製造業（製薬）

370 ロンバー・オディエ信託 金融保険

371 ワーナー ブラザーズ ジャパン 情報通信

371 ワーナー・マイカル 娯楽

371 ワーナーミュージック・ジャパン 娯楽

371 Worldpay サービス

わ行


