
「女性マーケター養成講座」過去参加企業一覧表（第１期～第42期） ※敬称略。ご参加いただいた時点での社名です。（延べ　378社）

ア ㈱アートコーヒー カ 片岡物産㈱ シ ㈱シジシージャパン テ ㈱デンソー ニ 日本ペイント㈱ マ ㈱マンダム
㈱Ｉ&Ｓ ＢＢＤＯ カネテツデリカフーズ㈱ ㈱資生堂 ㈱電通 日本ユニシス㈱ ㈱マンナンライフ
㈱アイ・キューブ カネハツ食品㈱ シチズン商事㈱ ト 東海漬物㈱ 日本リーバ㈱ 萬年堂
㈱アイビー化粧品 ㈱カーメイト シチズン時計㈱ 東京ガス㈱ 日本ルナ㈱ ミ ㈱ミキモト
赤城乳業㈱ ㈱カネボウ化粧品 シャープ㈱ 東京サービス㈱ 日本ロレアル㈱ 三国コカ・コーラボトリング㈱
アキレス㈱ カネボウフーズ㈱ ジャスコ㈱ ㈱東急百貨店 ネ ネスレ日本㈱ ミサワホーム㈱
㈱浅田飴 カネボウ薬品㈱ 蛇の目ミシン工業㈱ 東京三洋電機㈱ ノ ㈱ノエビア ミズノ㈱
アサヒ飲料㈱ 亀田製菓㈱ ジャパンミルクネット㈱ ㈱東芝 ノーベル製菓㈱ 三井農林㈱
旭化成工業㈱ カルビー㈱ ジュジュ化粧品㈱ 東陶機器㈱ ㈱ノーリツ 三井ホーム㈱
㈱朝日広告社 カルピス㈱ ㈱主婦の友社 ㈱東ハト ハ ハーゲンダッツジャパン㈱ ㈱三越
旭電化工業㈱ ㈱河田 正田醤油㈱ 堂本食品㈱ パイオニア㈱ 三菱鉛筆㈱
アサヒビール㈱ 関東自動車工業㈱ 昭和産業㈱ 東洋製罐㈱ ハインツ日本㈱ 三菱商事㈱
味の素㈱ カンロ㈱ 殖産住宅㈱ 東洋製罐グループホールディングス㈱ ハウス食品㈱ 三菱自動車工業㈱
味の素ゼネラルフーヅ㈱ キ キーコーヒー㈱ ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 東洋漢方製薬㈱ ㈱はくばく 三菱電機㈱
味の素ダノン㈱ キッコーマン㈱ ㈱白子 東洋醸造㈱ ㈱博報堂 明星食品㈱
味の素冷凍食品㈱ ㈱きむら食品 新日本企画㈱ トーラク㈱ はごろもフーズ㈱ メ 明治㈱
㈱アテニア キヤノン 新日本証券㈱ 東レ㈱ ㈱服部セイコー 明治製菓㈱
天野実業㈱ 牛乳石鹸共進社 新日軽㈱ 常盤薬品工業㈱ ㈱バンダイ 明治乳業㈱
㈱アリミノ 協同乳業㈱ ス ㈱すかいらーく ドクタードラレジャパン㈱ ヒ ㈱ＰＲ現代 ㈱ メタボリック
㈱アルビオン 協同広告㈱ スズキ㈱ トステム技研 ㈱ビービーラボラトリーズ メルシャン㈱

イ ㈱池田模範堂 キリン㈱ 住友スリーエム㈱ 凸版印刷㈱ ピジョン㈱ メロディアン㈱
いすゞ自動車㈱ キリンビール㈱ 住友生命保険相互会社 トミー ㈱日立製作所 モ ㈱モスサプライ
㈱伊勢半 ク クックベッセル㈱ スリーエムヘルスケア㈱ トヨタ自動車㈱ 日立マクセル㈱ ㈱モスフードサービス
一正蒲鉾㈱ 窪田味噌醤油㈱ セ セイコー㈱ ㈱トンボ鉛筆 ㈱ビデオリサーチ モランボン㈱
㈱伊藤園 くめ・クオリティ・プロダクツ㈱ セイコー電子工業㈱ ナ ㈱ナリス化粧品 広森産業㈱ 森下仁丹㈱
伊藤忠食品㈱ 公文教育センター ㈱西武百貨店 長瀬産業㈱ フ ファイザー製薬㈱ 森永製菓㈱
伊藤ハム㈱ クラリオン㈱ (合)西友 ㈱永谷園 ㈱ファミリーマート 森永乳業㈱
㈱イトーヨーカ堂 クラシエホームプロダクツ ㈱ 積水ハウス㈱ ㈱中埜酢店 ㈱ファンケル モロゾフ㈱
井村屋製菓㈱ グリコ乳業㈱ ゼリア新薬工業 ㈱ ナショナル住宅産業㈱ フジカラー販売㈱ ㈱モンテール
岩崎通信機㈱ クリナップ㈱ 全国農協直販㈱ ㈱ナムコ 富士重工業㈱ ヤ ㈱ヤクルト本社
岩谷産業㈱ ㈱クレシア ㈱千趣会 ニ ニコスター㈱ 富士ゼロックス㈱ ヤマキ㈱
岩塚製菓㈱ ㈱クレハ ㈱ゼンショーホールディングス ㈱ニコン 富士通㈱ 山崎製パン㈱

ウ ウエラ化粧品㈱ 呉羽化学工業㈱ ㈱ゼンリン ニチバン㈱ フジッコ㈱ ヤマハ発動機㈱
㈱内田洋行 ケ ㈱ケープ ソ ㈱創健社 ㈱ニチベイ ㈱富士通システム総合研究所 ヤヨイ食品㈱
㈱ウテナ コ ㈱コーセー ㈱創造開発研究所 ㈱ニチレイ 富士フイルム㈱ ユ ㈱ユーハイム

エ エイボン・プロダクツ㈱ コーセーコスメポート㈱ ソニー㈱ ㈱ニチロ プラスロン化粧品㈱ 有楽製菓㈱
エーエムピーエム・ジャパン ゴールドパック㈱ ㈱ソニー・クリエイティブプロダクツ ニッカウヰスキー㈱ ブリストルマイヤーズ㈱ 雪印食品㈱
エースコック㈱ コカ･コーラカスタマーマーケティング㈱ ソントン食品工業㈱ 日産自動車㈱ ㈱ブリヂストン 雪印乳業㈱
江崎グリコ㈱ コスモ石油㈱ タ ダイアナ㈱ 日清オイリオグループ㈱ プリマハム㈱ ユニ・チャーム㈱
エスエス製薬㈱ 寿精版印刷 ㈱ 第一屋製パン㈱ 日清シスコ㈱ ブルーミング中西㈱ ヨ 横河北辰電気㈱
エステー化学㈱ 小林製薬㈱ ㈱ダイエー 日清食品㈱ ㈱フルハウス 吉永プリンス㈱
ヱスビー食品㈱ ㈱小山本家酒造 大王製紙㈱ 日清フーズ㈱ フレッシュ・フード・サービス㈱ 吉原製油㈱
エバラ食品工業㈱ サ サッポロビール㈱ 大正製薬㈱ 日清ファルマ㈱ ㈱ブレーンチャイルド よつ葉乳業㈱
㈱ エフワークス ㈱サナ 大日本印刷㈱ ㈱ニトムズ ㈱ブレーンズ・ヴォイス ㈱ヨネザワ
㈱エトワール海渡 ㈱サブヒロモリ 大洋漁業㈱ ニベア花王㈱ ヘ ヘレンカーチス ㈱読売ＰＲ
㈱エリザベス サランラップ販売㈱ 大和製罐㈱ 日本板硝子㈱ ぺんてる㈱ ラ ライオン㈱

オ 大関㈱ ㈱三愛 ダウ・ケミカル日本㈱ 日本ウェルチフーズ㈱ ホ ㈱宝幸水産 ライオン菓子㈱
㈱太田胃酸 ㈱三共 高砂香料工業㈱ ㈱日本経済社 朋和産業㈱ リ 理研ビタミン㈱
大塚製薬㈱ ㈱サンクスアンドアソシエイツ ㈱髙島屋 日本ケンタッキー・フライドチキン㈱ ㈱ホーネンコーポレーション リズム時計工業㈱
㈱オーディーエス 三幸製菓㈱ 宝酒造㈱ ㈶日本交通公社 ㈱ポーラ ㈱リブドゥコーポリーション
小川香料㈱ 山水電気㈱ ㈱タカラ ㈱日本香堂 ㈱ポーラ化粧品本舗 ル ルマール化粧品
沖電気工業㈱ サンスター㈱ 武田薬品工業㈱ 日本香料薬品㈱ ポーラフーズ㈱ レ レイノルズ・エム・シー・タバコ㈱ 
小倉屋昆布食品㈱ サントリー㈱ 玉川衛材㈱ 日本酸素㈱ ㈱ポッカコーポレーション ㈱レストラン西武
オタフクソース㈱ サントリー食品インターナショナル㈱ チ チチヤス乳業㈱ 日本水産㈱ ポッカサッポロ フード＆ビバレッジ㈱ レック㈱
オリエント時計㈱ 三洋電機㈱ 中央宣興㈱ 日本製粉㈱ 本田技研工業㈱ レブロン㈱
オリンパス光学工業㈱ ㈱三陽商会 中外製薬㈱ 日本生命保険相互会社 マ ㈱マーケッティング・サービス レンゴー㈱
オルガノ㈱ ㈱サンリオ ㈱忠実屋 日本ゼトック㈱ マックス㈱ ロ ロート製薬㈱
オルビス㈱ 三立製菓㈱ ツ 月星化成㈱ 日本たばこ産業㈱ 松下電器産業㈱ ローマイヤ㈱
㈱オンワード樫山 三和シャッター工業㈱ ㈱ツムラ ㈱日本デキシー 松下電工㈱ ㈱ロッテ

カ カイゲンファーマ㈱ シ ジークス㈱ テ ㈱ディーエイチシー 日本電気デザインセンター 松下電送㈱ ㈱ロッテアイス
花王㈱ ㈱シーボン ㈱帝国ホテル 日本電気ホームエレクトロニクス㈱ マツダ㈱ ロッテ電子工業㈱
カゴメ㈱ J．ウォルター・トンプソン・ジャパン㈱ テーブルマーク㈱ 日本電装㈱ 丸大食品㈱ ワ ＹＫＫアーキテクチュアル㈱
カシオ計算機㈱ 敷島製パン㈱ ㈱デニーズ・ジャパン 日本ハム㈱ 丸美屋食品工業㈱ ＹＫＫ　ＡＰ ㈱

　一般社団法人 マーケティング共創協会（2017年 8月現在）


