公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 正会員名簿（社名50音順）
部会別一覧

2019年12月31日現在

■ 医薬品部会（24社）

会員社数：282社
株式会社ベネッセコーポレーション

アース製薬株式会社

株式会社マガジンハウス

株式会社浅田飴

株式会社リクルートコミュニケーションズ

エーザイ株式会社
株式会社太田胃散
大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
救心製薬株式会社
興和株式会社
小林製薬株式会社
佐藤製薬株式会社
ゼリア新薬工業株式会社
第一三共株式会社
第一三共ヘルスケア株式会社
大正製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田コンシューマーヘルスケア株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
テルモ株式会社
久光製薬株式会社
ファイザー株式会社
養命酒製造株式会社
株式会社龍角散
ロート製薬株式会社

■ 飲食料品部会（49社）
株式会社アキタフーズ
アサヒ飲料株式会社
アサヒグループ食品株式会社
アサヒビール株式会社
味の素株式会社
味の素ＡＧＦ株式会社
味の素冷凍食品株式会社
江崎グリコ株式会社
エスビー食品株式会社
カゴメ株式会社
カルビー株式会社
キッコーマン食品株式会社
キユーピー株式会社
キリンビール株式会社
キリンビバレッジ株式会社
月桂冠株式会社
サッポロビール株式会社
サントリーコミュニケーションズ株式会社
株式会社J-オイルミルズ
東洋水産株式会社
株式会社永谷園ホールディングス

■ 印刷・出版部会（30社）

日清オイリオグループ株式会社

株式会社朝日新聞出版

日清食品ホールディングス株式会社

株式会社岩波書店

日本ケロッグ合同会社

株式会社オレンジページ

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

株式会社学研プラス

日本コカ・コーラ株式会社

株式会社KADOKAWA

日本水産株式会社

株式会社講談社

日本マクドナルド株式会社

株式会社光文社

ネスレ日本株式会社

株式会社CCCメディアハウス

ハーゲンダッツジャパン株式会社

株式会社集英社

ハウス食品グループ本社株式会社

株式会社主婦と生活社

株式会社不二家

株式会社小学館

ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

株式会社新潮社

丸美屋食品工業株式会社

スターツ出版株式会社

株式会社Mizkan

株式会社世界文化社

株式会社明治

株式会社宣伝会議

株式会社桃屋

大日本印刷株式会社

森永製菓株式会社

株式会社ダイヤモンド社

森永乳業株式会社

株式会社宝島社

モンデリーズ・ジャパン株式会社

株式会社中央公論新社

株式会社ヤクルト本社

株式会社東京ニュース通信社

ヤマキ株式会社

株式会社徳間書店

山崎製パン株式会社

凸版印刷株式会社

ヤマサ醤油株式会社

株式会社日経BP

UCC上島珈琲株式会社

株式会社ビジネスガイド社

雪印メグミルク株式会社

株式会社日之出出版

株式会社𠮷野家

株式会社扶桑社

理研ビタミン株式会社

株式会社文藝春秋

株式会社ロッテ
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■ 運輸・運輸機器部会（18社）

クラシエホールディングス株式会社

近畿日本鉄道株式会社

株式会社コーセー

株式会社SUBARU

サンスター株式会社

住友ゴム工業株式会社

株式会社資生堂

全日本空輸株式会社

日本メナード化粧品株式会社

ダイハツ工業株式会社

日本ロレアル株式会社

東京急行電鉄株式会社

株式会社ファンケル

東京地下鉄株式会社

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

TOYO TIRE株式会社

株式会社ポーラ

トヨタ自動車株式会社

株式会社マンダム

西日本旅客鉄道株式会社

ユニ・チャーム株式会社

日産自動車株式会社

ライオン株式会社

日本航空株式会社
日本通運株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ブリヂストン
本田技研工業株式会社
ヤマト運輸株式会社
ヤマハ発動機株式会社

■ 建設・不動産部会（10社）
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
積水ハウス株式会社
大和ハウス工業株式会社
タマホーム株式会社
東急不動産株式会社

■ 化学・石油部会（6社）

野村不動産株式会社

出光興産株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社クレハ

三井不動産株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社

株式会社レオパレス21

JXTGエネルギー株式会社
株式会社ダイセル
株式会社UACJ

■ スポーツ・レジャー・サービス部会 (12社)
株式会社オリエンタルランド
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

■ 金融・保険部会（16社）

松竹株式会社

アフラック生命保険株式会社

株式会社第一興商

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

SMBC日興証券株式会社

株式会社帝国ホテル

株式会社かんぽ生命保険

東映株式会社

株式会社クレディセゾン

株式会社東京會舘

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東宝株式会社

株式会社大和証券グループ本社

日本郵便株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

ミズノ株式会社

日本生命保険相互会社

ヨネックス株式会社

一般社団法人日本損害保険協会
野村證券株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社ゆうちょ銀行

■ 生活文化部会 (28社)
AGC株式会社
エイベックス・エンタテインメント株式会社
株式会社エスピーアイ
LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンジャパン
株式会社Gunosy
株式会社クボタ

■ 化粧品・雑貨部会（18社）
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株式会社グライダーアソシエイツ

株式会社アテニア

コマツ

株式会社アデランス

コンビ株式会社

株式会社伊勢半

住友商事株式会社

エステー株式会社

セガサミーホールディングス株式会社

花王株式会社

象印マホービン株式会社

株式会社カネボウ化粧品

株式会社ディー･エヌ･エー

株式会社東京個別指導学院

京セラ株式会社

TOTO株式会社

株式会社JVCケンウッド

一般社団法人日本音楽著作権協会

シャープ株式会社

独立行政法人日本スポーツ振興センター

ソニーマーケティング株式会社

日本たばこ産業株式会社

株式会社東芝

任天堂株式会社

日本電気株式会社（NEC）

株式会社野村総合研究所

パナソニック株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

パーソルホールディングス株式会社

株式会社日立製作所

ホーユー株式会社

富士通株式会社

三井物産株式会社

富士電機株式会社

ヤマハ株式会社

三菱電機株式会社

株式会社ユーキャン

横河電機株式会社

株式会社LIXIL
リシュモンジャパン株式会社

■ 電力･ガス･通信･公共サービス部会 (13社)
株式会社NTTドコモ

■ 精密・事務機器部会 (23社)

エヌ･ティ･ティレゾナント株式会社

アドビシステムズ株式会社

株式会社カカクコム

株式会社インターメスティック

KDDI株式会社

エプソン販売株式会社

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社セールスフォース・ドットコム

株式会社大塚商会

ソフトバンク株式会社

オリンパス株式会社

Twitter Japan株式会社

カシオ計算機株式会社

電源開発株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

東京ガス株式会社

コクヨ株式会社

日本郵政株式会社

コニカミノルタ株式会社

東日本電信電話株式会社

シチズン時計株式会社

ヤフー株式会社

セイコーホールディングス株式会社
トビー・テクノロジー株式会社
株式会社トンボ鉛筆
株式会社ニコン
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本HP
株式会社パイロットコーポレーション
株式会社ビービット
富士ゼロックス株式会社
富士フイルム株式会社
株式会社リコー
株式会社ワコム

■ 百貨店・流通部会 (13社)
株式会社AOKI
株式会社イトーヨーカ堂
オイシックス・ラ・大地株式会社
株式会社小田急百貨店
サントリーマーケティング＆コマース株式会社
株式会社そごう・西武
株式会社大丸松坂屋百貨店
株式会社チヨダ
株式会社ニトリ
株式会社松屋
株式会社丸井

■ 繊維・紙部会 (8社)
旭化成株式会社

株式会社三越伊勢丹
株式会社ローソン

株式会社アダストリア
株式会社オンワード樫山
帝人株式会社
東レ株式会社
トリンプ･インターナショナル･ジャパン株式会社
株式会社レナウン
株式会社ワコール

■ 電気機器部会 (14社)
オムロン株式会社
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