総合ランキング 最優秀サイト （140社）
企業名
(1332)日本水産
(1605)国際石油開発帝石
(1982)日比谷総合設備
(2154)トラスト・テック
(2163)アルトナー
(2178)トライステージ
(2269)明治ホールディングス
(2331)綜合警備保障
(2398)ツクイ
(2502)アサヒグループホールディングス
(2503)キリンホールディングス
(2533)オエノンホールディングス
(2580)コカ・コーライーストジャパン
(2767)フィールズ
(2768)双日
(2871)ニチレイ
(3002)グンゼ
(3003)ヒューリック
(3086)Ｊ．フロント リテイリング
(3105)日清紡ホールディングス
(3156)UKCホールディングス
(3167)TOKAIホールディングス
(3231)野村不動産ホールディングス
(3234)森ヒルズリート投資法人
(3249)産業ファンド投資法人
(3289)東急不動産ホールディングス
(3382)セブン＆アイ・ホールディングス
(3401)帝人
(3626)TIS
(3738)ティーガイア
(4004)昭和電工
(4043)トクヤマ
(4293)セプテーニ・ホールディングス
(4307)野村総合研究所
(4348)インフォコム
(4503)アステラス製薬
(4516)日本新薬
(4519)中外製薬
(4523)エーザイ
(4543)テルモ
(4568)第一三共
(4689)ヤフー
(4726)ソフトバンク・テクノロジー
(4751)サイバーエージェント
(4755)楽天
(4901)富士フイルムホールディングス
(4902)コニカミノルタ
(5012)東燃ゼネラル石油
(5017)富士石油
(5019)出光興産
(5020)JXホールディングス
(5021)コスモエネルギーホールディングス
(5202)日本板硝子
(5411)ジェイ エフ イー ホールディングス
・銘柄コード順に記載

企業名
(5413)日新製鋼
(5456)朝日工業
(5711)三菱マテリアル
(5741)UACJ
(5801)古河電気工業
(6098)リクルートホールディングス
(6113)アマダホールディングス
(6267)ゼネラルパッカー
(6268)ナブテスコ
(6305)日立建機
(6457)グローリー
(6460)セガサミーホールディングス
(6479)ミネベア
(6501)日立製作所
(6502)東芝
(6503)三菱電機
(6504)富士電機
(6645)オムロン
(6701)日本電気
(6702)富士通
(6703)沖電気工業
(6723)ルネサスエレクトロニクス
(6762)TDK
(6809)TOA
(6841)横河電機
(6859)エスペック
(6869)シスメックス
(6875)メガチップス
(6976)太陽誘電
(7011)三菱重工業
(7211)三菱自動車工業
(7222)日産車体
(7238)曙ブレーキ工業
(7272)ヤマハ発動機
(7438)コンドーテック
(7606)ユナイテッドアローズ
(7732)トプコン
(7733)オリンパス
(7844)マーベラス
(7951)ヤマハ
(7966)リンテック
(8001)伊藤忠商事
(8002)丸紅
(8015)豊田通商
(8035)東京エレクトロン
(8050)セイコーホールディングス
(8053)住友商事
(8056)日本ユニシス
(8058)三菱商事
(8060)キヤノンマーケティングジャパン
(8165)千趣会
(8251)パルコ
(8267)イオン
(8303)新生銀行

総合ランキング 最優秀サイト （140社）
企業名
(8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
(8411)みずほフィナンシャルグループ
(8508)Jトラスト
(8566)リコーリース
(8591)オリックス
(8630)損保ジャパン日本興亜ホールディングス
(8697)日本取引所グループ
(8725)MS&ADインシュアランスグループホールディングス
(8729)ソニーフィナンシャルホールディングス
(8766)東京海上ホールディングス
(8933)エヌ・ティ・ティ都市開発
(8953)日本リテールファンド投資法人
(8968)福岡リート投資法人
(9005)東京急行電鉄
(9062)日本通運
(9101)日本郵船
・銘柄コード順に記載

企業名
(9104)商船三井
(9107)川崎汽船
(9201)日本航空
(9202)ANAホールディングス
(9432)日本電信電話
(9433)KDDI
(9437)NTTドコモ
(9438)エムティーアイ
(9501)東京電力ホールディングス
(9532)大阪瓦斯
(9613)エヌ・ティ・ティ・データ
(9697)カプコン
(9719)SCSK
(9783)ベネッセホールディングス
(9787)イオンディライト
(9984)ソフトバンクグループ

総合ランキング 優秀サイト （100社）
企業名
(1333)マルハニチロ
(1979)大気社
(2131)アコーディア・ゴルフ
(2198)アイ・ケイ・ケイ
(2370)メディネット
(2425)ケアサービス
(2440)ぐるなび
(2587)サントリー食品インターナショナル
(2802)味の素
(2897)日清食品ホールディングス
(3098)ココカラファイン
(3099)三越伊勢丹ホールディングス
(3101)東洋紡
(3153)八洲電機
(3197)すかいらーく
(3227)MCUBS MidCity投資法人
(3258)ユニゾホールディングス
(3313)ブックオフコーポレーション
(3402)東レ
(3405)クラレ
(3407)旭化成
(3660)アイスタイル
(3668)コロプラ
(3774)インターネットイニシアティブ
(3853)インフォテリア
(3863)日本製紙
(3921)ネオジャパン
(4045)東亞合成
(4151)協和発酵キリン
(4183)三井化学
(4185)JSR
(4188)三菱ケミカルホールディングス
・銘柄コード順に記載

企業名
(4204)積水化学工業
(4205)日本ゼオン
(4208)宇部興産
(4301)アミューズ
(4324)電通
(4508)田辺三菱製薬
(4661)オリエンタルランド
(4666)パーク二四
(4668)明光ネットワークジャパン
(4674)クレスコ
(4832)JFEシステムズ
(5105)東洋ゴム工業
(5108)ブリヂストン
(5334)日本特殊陶業
(5384)フジミインコーポレーテッド
(5401)新日鐵住金
(5706)三井金属鉱業
(5929)三和ホールディングス
(5938)LIXILグループ
(6079)エナリス
(6250)やまびこ
(6301)小松製作所
(6324)ハーモニック・ドライブ・システムズ
(6383)ダイフク
(6506)安川電機
(6594)日本電産
(6753)シャープ
(6816)アルパイン
(6845)アズビル
(6849)日本光電工業
(6920)レーザーテック
(6924)岩崎電気

総合ランキング 優秀サイト （100社）
企業名
(7003)三井造船
(7181)かんぽ生命保険
(7270)富士重工業
(7731)ニコン
(7752)リコー
(7832)バンダイナムコホールディングス
(7860)エイベックス・グループ・ホールディングス
(7893)プロネクサス
(7956)ピジョン
(8028)ファミリーマート
(8075)神鋼商事
(8078)阪和興業
(8308)りそなホールディングス
(8316)三井住友フィナンシャルグループ
(8410)セブン銀行
(8570)イオンフィナンシャルサービス
(8572)アコム
(8604)野村ホールディングス
・銘柄コード順に記載

企業名
(8750)第一生命保険
(8795)T&Dホールディングス
(8840)大京
(8848)レオパレス２１
(8860)フジ住宅
(8923)トーセイ
(9024)西武ホールディングス
(9086)日立物流
(9370)郵船ロジスティクス
(9413)テレビ東京ホールディングス
(9474)ゼンリン
(9503)関西電力
(9506)東北電力
(9531)東京瓦斯
(9533)東邦瓦斯
(9684)スクウェア・エニックス・ホールディングス
(9766)コナミホールディングス
(9983)ファーストリテイリング

総合ランキング 優良サイト （205社）
企業名
(1377)サカタのタネ
(1379)ホクト
(1518)三井松島産業
(1606)日本海洋掘削
(1662)石油資源開発
(1663)K&Oエナジーグループ
(1720)東急建設
(1762)高松コンストラクショングループ
(1803)清水建設
(1808)長谷工コーポレーション
(1812)鹿島建設
(1820)西松建設
(1835)東鉄工業
(1878)大東建託
(1893)五洋建設
(1911)住友林業
(1925)大和ハウス工業
(1928)積水ハウス
(1954)日本工営
(1963)日揮
(1973)NECネッツエスアイ
(2120)ネクスト
(2128)ノバレーゼ
(2153)E・Jホールディングス
(2175)エス・エム・エス
(2186)ソーバル
(2229)カルビー
(2264)森永乳業
(2267)ヤクルト本社
(2270)雪印メグミルク
(2282)日本ハム
(2309)シミックホールディングス
(2317)システナ
・銘柄コード順に記載

企業名
(2335)キューブシステム
(2411)ゲンダイエージェンシー
(2433)博報堂DYホールディングス
(2471)エスプール
(2579)コカ・コーラウエスト
(2651)ローソン
(2681)ゲオホールディングス
(2685)アダストリア
(2760)東京エレクトロン デバイス
(2809)キユーピー
(2810)ハウス食品グループ本社
(2915)ケンコーマヨネーズ
(3023)ラサ商事
(3034)クオール
(3041)ビューティ花壇
(3093)トレジャー・ファクトリー
(3150)グリムス
(3279)アクティビア・プロパティーズ投資法人
(3281)GLP投資法人
(3299)ムゲンエステート
(3319)ゴルフダイジェスト・オンライン
(3353)メディカル一光
(3377)バイク王&カンパニー
(3436)SUMCO
(3441)山王
(3591)ワコールホールディングス
(3632)グリー
(3636)三菱総合研究所
(3655)ブレインパッド
(3659)ネクソン
(3673)ブロードリーフ
(3680)ホットリンク
(3861)王子ホールディングス

総合ランキング 優良サイト （205社）
企業名
(3895)ハビックス
(3902)メディカル・データ・ビジョン
(4005)住友化学
(4042)東ソー
(4272)日本化薬
(4326)インテージホールディングス
(4358)ティー・ワイ・オー
(4502)武田薬品工業
(4506)大日本住友製薬
(4507)塩野義製薬
(4548)生化学工業
(4549)栄研化学
(4555)沢井製薬
(4576)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
(4592)サンバイオ
(4708)りらいあコミュニケーションズ
(4735)京進
(4739)伊藤忠テクノソリューションズ
(4775)総合メディカル
(4829)日本エンタープライズ
(4849)エン・ジャパン
(4911)資生堂
(4912)ライオン
(4917)マンダム
(4927)ポーラ・オルビスホールディングス
(5002)昭和シェル石油
(5101)横浜ゴム
(5201)旭硝子
(5332)TOTO
(5406)神戸製鋼所
(5471)大同特殊鋼
(5486)日立金属
(5713)住友金属鉱山
(5715)古河機械金属
(5989)エイチワン
(6028)テクノプロ・ホールディングス
(6054)リブセンス
(6070)キャリアリンク
(6118)アイダエンジニアリング
(6136)オーエスジー
(6141)DMG森精機
(6143)ソディック
(6146)ディスコ
(6157)日進工具
(6178)日本郵政
(6258)平田機工
(6269)三井海洋開発
(6287)サトーホールディングス
(6302)住友重機械工業
(6312)フロイント産業
(6326)クボタ
(6367)ダイキン工業
(6370)栗田工業
・銘柄コード順に記載

企業名
(6430)ダイコク電機
(6471)日本精工
(6486)イーグル工業
(6592)マブチモーター
(6616)トレックス・セミコンダクター
(6632)JVCケンウッド
(6638)ミマキエンジニアリング
(6752)パナソニック
(6758)ソニー
(6773)パイオニア
(6835)アライドテレシスホールディングス
(6902)デンソー
(6904)原田工業
(6925)ウシオ電機
(6981)村田製作所
(6988)日東電工
(6997)日本ケミコン
(7013)IHI
(7182)ゆうちょ銀行
(7186)コンコルディア・フィナンシャルグループ
(7201)日産自動車
(7203)トヨタ自動車
(7261)マツダ
(7459)メディパルホールディングス
(7518)ネットワンシステムズ
(7532)ドンキホーテホールディングス
(7718)スター精密
(7735)SCREENホールディングス
(7741)HOYA
(7743)シード
(7751)キヤノン
(7762)シチズンホールディングス
(7817)パラマウントベッドホールディングス
(7915)日本写真印刷
(7921)宝印刷
(8012)長瀬産業
(8020)兼松
(8031)三井物産
(8074)ユアサ商事
(8098)稲畑産業
(8130)サンゲツ
(8131)ミツウロコグループホールディングス
(8133)伊藤忠エネクス
(8158)ソーダニッカ
(8214)AOKIホールディングス
(8309)三井住友トラスト・ホールディングス
(8473)SBIホールディングス
(8524)北洋銀行
(8593)三菱UFJリース
(8595)ジャフコ
(8601)大和証券グループ本社
(8616)東海東京フィナンシャル・ホールディングス
(8793)NECキャピタルソリューション

業種別ランキング 最優秀サイト （34社）
企業名
(1332)日本水産
(1605)国際石油開発帝石
(1982)日比谷総合設備
(2503)キリンホールディングス
(3002)グンゼ
(3863)日本製紙
(4516)日本新薬
(4751)サイバーエージェント
(4901)富士フイルムホールディングス
(5019)出光興産
(5108)ブリヂストン
(5202)日本板硝子
(5456)朝日工業
(5741)UACJ
(5938)LIXILグループ
(6502)東芝
(7011)三菱重工業
・銘柄コード順に記載

企業名
(7272)ヤマハ発動機
(7606)ユナイテッドアローズ
(7732)トプコン
(7966)リンテック
(8001)伊藤忠商事
(8411)みずほフィナンシャルグループ
(8566)リコーリース
(8604)野村ホールディングス
(8766)東京海上ホールディングス
(8933)エヌ・ティ・ティ都市開発
(8953)日本リテールファンド投資法人
(9005)東京急行電鉄
(9101)日本郵船
(9202)ANAホールディングス
(9370)郵船ロジスティクス
(9501)東京電力ホールディングス
(9697)カプコン

業種別ランキング 優秀サイト （136社）
企業名
(1301)極洋
(1333)マルハニチロ
(1377)サカタのタネ
(1379)ホクト
(1518)三井松島産業
(1606)日本海洋掘削
(1662)石油資源開発
(1663)K&Oエナジーグループ
(1820)西松建設
(1878)大東建託
(1911)住友林業
(1979)大気社
(2163)アルトナー
(2178)トライステージ
(2269)明治ホールディングス
(2502)アサヒグループホールディングス
(2533)オエノンホールディングス
(2580)コカ・コーライーストジャパン
(2767)フィールズ
(2768)双日
(3003)ヒューリック
(3086)J．フロント リテイリング
(3101)東洋紡
(3227)MCUBS MidCity投資法人
(3231)野村不動産ホールディングス
(3234)森ヒルズリート投資法人
(3249)産業ファンド投資法人
(3289)東急不動産ホールディングス
(3382)セブン&アイ・ホールディングス
(3401)帝人
(3402)東レ
(3405)クラレ
(3436)SUMCO
・銘柄コード順に記載

企業名
(3441)山王
(3591)ワコールホールディングス
(3738)ティーガイア
(3861)王子ホールディングス
(3864)三菱製紙
(3880)大王製紙
(3895)ハビックス
(4004)昭和電工
(4043)トクヤマ
(4208)宇部興産
(4503)アステラス製薬
(4519)中外製薬
(4523)エーザイ
(4543)テルモ
(4568)第一三共
(4902)コニカミノルタ
(5012)東燃ゼネラル石油
(5017)富士石油
(5020)JXホールディングス
(5021)コスモエネルギーホールディングス
(5101)横浜ゴム
(5105)東洋ゴム工業
(5121)藤倉ゴム工業
(5162)朝日ラバー
(5201)旭硝子
(5332)TOTO
(5334)日本特殊陶業
(5384)フジミインコーポレーテッド
(5401)新日鐵住金
(5411)ジェイ エフ イー ホールディングス
(5413)日新製鋼
(5471)大同特殊鋼
(5706)三井金属鉱業

業種別ランキング 優秀サイト （136社）
企業名
(5711)三菱マテリアル
(5715)古河機械金属
(5801)古河電気工業
(5929)三和ホールディングス
(5989)エイチワン
(6113)アマダホールディングス
(6268)ナブテスコ
(6457)グローリー
(6460)セガサミーホールディングス
(6479)ミネベア
(6701)日本電気
(6762)TDK
(7181)かんぽ生命保険
(7211)三菱自動車工業
(7222)日産車体
(7238)曙ブレーキ工業
(7270)富士重工業
(7731)ニコン
(7733)オリンパス
(7832)バンダイナムコホールディングス
(7893)プロネクサス
(7951)ヤマハ
(7956)ピジョン
(8002)丸紅
(8015)豊田通商
(8050)セイコーホールディングス
(8165)千趣会
(8267)イオン
(8303)新生銀行
(8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ
(8316)三井住友フィナンシャルグループ
(8410)セブン銀行
(8473)SBIホールディングス
(8508)Jトラスト
(8570)イオンフィナンシャルサービス
・銘柄コード順に記載

企業名
(8591)オリックス
(8595)ジャフコ
(8601)大和証券グループ本社
(8616)東海東京フィナンシャル・ホールディングス
(8630)損保ジャパン日本興亜ホールディングス
(8697)日本取引所グループ
(8725)MS&ADインシュアランスグループホールディングス
(8729)ソニーフィナンシャルホールディングス
(8840)大京
(8968)福岡リート投資法人
(9024)西武ホールディングス
(9025)鴻池運輸
(9062)日本通運
(9066)日新
(9086)日立物流
(9104)商船三井
(9107)川崎汽船
(9119)飯野海運
(9201)日本航空
(9206)スターフライヤー
(9232)パスコ
(9233)アジア航測
(9302)三井倉庫ホールディングス
(9308)乾汽船
(9364)上組
(9375)近鉄エクスプレス
(9433)KDDI
(9437)NTTドコモ
(9506)東北電力
(9531)東京瓦斯
(9532)大阪瓦斯
(9533)東邦瓦斯
(9783)ベネッセホールディングス
(9787)イオンディライト
(9984)ソフトバンクグループ

新興市場ランキング 最優秀サイト （20社）
企業名
(2163)アルトナー
(2178)トライステージ
(2370)メディネット
(2425)ケアサービス
(2471)エスプール
(3041)ビューティ花壇
(3353)メディカル一光
(3853)インフォテリア
(3895)ハビックス
(3921)ネオジャパン
・銘柄コード順に記載

企業名
(4293)セプテーニ・ホールディングス
(4348)インフォコム
(4576)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
(4849)エン・ジャパン
(5456)朝日工業
(6079)エナリス
(6258)平田機工
(6267)ゼネラルパッカー
(6324)ハーモニック・ドライブ・システムズ
(6904)原田工業

新興市場ランキング 優秀サイト （31社）
企業名
(2121)ミクシィ
(2146)UTグループ
(2186)ソーバル
(2315)SJI
(2411)ゲンダイエージェンシー
(2464)ビジネス・ブレークスルー
(3134)Hamee
(3150)グリムス
(3286)トラストホールディングス
(3441)山王
(3633)GMOペパボ
(3652)ディジタルメディアプロフェッショナル
(3680)ホットリンク
(3800)ユニリタ
(3848)データ・アプリケーション
(3902)メディカル・データ・ビジョン
・銘柄コード順に記載

企業名
(3909)ショーケース・ティービー
(3928)マイネット
(4575)キャンバス
(4592)サンバイオ
(5162)朝日ラバー
(6026)GMO TECH
(6157)日進工具
(6180)GMOメディア
(6312)フロイント産業
(6469)放電精密加工研究所
(6633)C&Gシステムズ
(8769)アドバンテッジリスクマネジメント
(8789)フィンテック グローバル
(9640)セゾン情報システムズ
(9950)ハチバン

新興市場ランキング 優良サイト （50社）
企業名
(1418)インターライフホールディングス
(2122)インタースペース
(2159)フルスピード
(2307)クロスキャット
(2483)翻訳センター
(2669)カネ美食品
(2705)大戸屋ホールディングス
(3069)アスラポート・ダイニング
(3135)マーケットエンタープライズ
(3622)ネットイヤーグループ
(3645)日本メディカルネットコミュニケーションズ
(3653)モルフォ
(3664)モブキャスト
(3687)フィックスターズ
(3689)イグニス
(3696)セレス
(3698)CRI・ミドルウェア
(3839)ODKソリューションズ
(3843)フリービット
(3857)ラック
(3907)シリコンスタジオ
(3912)モバイルファクトリー
(3917)アイリッジ
(3918)PCIホールディングス
(3936)グローバルウェイ
・銘柄コード順に記載

企業名
(4298)プロトコーポレーション
(4308)Jストリーム
(4347)ブロードメディア
(4565)そーせいグループ
(4583)カイオム・バイオサイエンス
(4594)グリーンペプタイド
(4667)アイサンテクノロジー
(4712)アドアーズ
(4760)アルファ
(4816)東映アニメーション
(6030)アドベンチャー
(6033)エクストリーム
(6038)イード
(6047)Gunosy
(6254)野村マイクロ・サイエンス
(6777)サンテック
(7157)ライフネット生命保険
(7185)ヒロセ通商
(7472)鳥羽洋行
(8119)三栄コーポレーション
(8903)サンウッド
(9036)東部ネットワーク
(9416)ビジョン
(9436)沖縄セルラー電話
(9441)ベルパーク

