会員社リスト

2019年4月現在

広告主
味の素株式会社
味の素ＡＧＦ株式会社
エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社
花王株式会社
株式会社 カネボウ化粧品
キリンビール株式会社
キリンホールディングス株式会社
キリンビバレッジ株式会社
近畿日本ツーリスト株式会社
興和株式会社
サッポロビール株式会社
サントリービジネスエキスパート株式会社
株式会社 資生堂
資生堂ジャパン株式会社

セイコーホールディングス株式会社
セイコーウオッチ株式会社
第一三共ヘルスケア株式会社
大正製薬ホールディングス株式会社
大正製薬株式会社
大和ハウス工業株式会社
タマホーム株式会社
株式会社 ツムラ
株式会社 帝国ホテル
株式会社 東京會舘
東宝株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本たばこ産業株式会社
株式会社 パイロットコーポレーション

パナソニック株式会社
久光製薬株式会社
株式会社 日立製作所
富士ゼロックス株式会社
株式会社 松屋
株式会社 三越伊勢丹
三菱鉛筆株式会社
三菱電機株式会社
株式会社 明治
森永製菓株式会社
森永乳業株式会社
株式会社 ヤクルト本社
ライオン株式会社
株式会社 リクルートコミュニケーションズ

株式会社 下野新聞社東京支社
株式会社 上毛新聞社東京支社
株式会社 新日本海新聞社東京支社
株式会社 スポーツニッポン新聞社東京本社
聖教新聞社
株式会社 中国新聞社東京支社
株式会社 中日新聞社東京本社
株式会社 中部経済新聞東京支社
株式会社 デイリースポーツ
株式会社 デーリー東北新聞社東京支社
株式会社 東奥日報社東京支社
株式会社 十勝毎日新聞社東京支社
一般社団法人 徳島新聞社東京支社
株式会社 長崎新聞社東京支社
株式会社 奈良新聞社東京支社
株式会社 新潟日報社東京支社
株式会社 西日本新聞東京支社
株式会社 日刊現代

株式会社 日刊工業新聞社
株式会社 日刊スポーツ新聞社
株式会社 日本経済新聞社東京本社
株式会社 日本工業新聞社
株式会社 日本農業新聞
株式会社 福井新聞社東京支社
株式会社 福島民報社東京支社
福島民友新聞株式会社東京支社
株式会社 報知新聞社
株式会社 北海道新聞社東京支社
株式会社 北國新聞社東京支社
株式会社 毎日新聞社東京本社
株式会社 南日本新聞社東京支社
株式会社 宮崎日日新聞社東京支社
株式会社 山形新聞社東京支社
山口新聞東京支社
株式会社 読売新聞東京本社
株式会社 琉球新報社東京支社

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

新聞社
株式会社 秋田魁新報社東京支社
株式会社 朝日新聞社東京本社
株式会社 岩手日報社東京支社
株式会社 愛媛新聞社東京支社
有限会社 大分合同新聞社東京支社
株式会社 沖縄タイムス社東京支社
株式会社 河北新報社東京支社
株式会社 北日本新聞社東京支社
株式会社 岐阜新聞社東京支社
株式会社 京都新聞ＣＯＭ
株式会社 熊本日日新聞社東京支社
株式会社 高知新聞社東京支社
株式会社 神戸新聞東京支社
株式会社 埼玉新聞社
株式会社 産業経済新聞社東京本社
株式会社 サンケイリビング新聞社
株式会社 山陽新聞社東京支社
株式会社 四国新聞社東京支社
信濃毎日新聞東京支社

雑誌出版社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

朝日新聞出版
岩波書店
講談社
光文社
集英社
主婦と生活社

小学館
宣伝会議
中央公論事業出版
中央公論新社
東京ニュース通信社

徳間書店
日経ＢＰ
日之出出版
文藝春秋
マガジンハウス

放送会社
株式会社 アール・エフ・ラジオ日本
ＲＫＢ毎日放送株式会社東京支社
株式会社 あいテレビ東京支社
株式会社 ＩＢＣ岩手放送東京支社
青森朝日放送株式会社東京支社
株式会社 青森テレビ東京支社
青森放送株式会社東京支社
秋田テレビ株式会社東京支社
株式会社 秋田放送東京支社
朝日放送株式会社東京支社
株式会社 岩手朝日テレビ東京支社
株式会社 岩手めんこいテレビ東京支社
株式会社 愛媛朝日テレビ東京支社
株式会社 エフエム東京
大分朝日放送株式会社東京支社
株式会社 大分放送東京支社
岡山放送株式会社東京支社
沖縄テレビ放送株式会社東京支社
株式会社 鹿児島放送東京支社
関西テレビ放送株式会社東京支社

株式会社 仙台放送東京支社
中京テレビ放送株式会社東京支社
株式会社 中国放送東京支社
株式会社 ＴＢＳテレビ
株式会社 ＴＢＳラジオ
テレビ愛知株式会社東京支社
株式会社 テレビ朝日
株式会社 テレビ岩手東京支社
テレビ大阪株式会社東京支社
株式会社 テレビ金沢東京支社
株式会社 テレビ熊本東京支社
株式会社 テレビ静岡東京支社
株式会社 テレビ信州東京支社
株式会社 テレビ新広島東京支社
テレビせとうち株式会社東京支社
株式会社 テレビ東京
株式会社 テレビ新潟放送網東京支社
株式会社 テレビ西日本東京支社
株式会社 テレビ北海道東京支社
株式会社 テレビ宮崎東京支社

株式会社 新潟放送東京支社
西日本放送株式会社東京支社
株式会社 ニッポン放送
日本テレビ放送網株式会社
株式会社 ＢＳ日本
株式会社 ＢＳ朝日
株式会社 ＢＳ－ＴＢＳ
株式会社 ＢＳジャパン
株式会社 ビーエス フジ
株式会社 東日本放送東京支社
広島テレビ放送株式会社東京支社
株式会社 広島ホームテレビ東京支社
福井放送株式会社東京支社
株式会社 福岡放送東京支社
福島テレビ株式会社東京支社
株式会社 フジテレビジョン
株式会社 文化放送
北陸朝日放送株式会社東京支社
北陸放送株式会社東京支社
北海道テレビ放送株式会社東京支社

株式会社 岐阜放送東京支社
九州朝日放送株式会社東京支社
株式会社 熊本県民テレビ東京支社
株式会社 熊本放送東京支社
札幌テレビ放送株式会社東京支社
株式会社 サンテレビジョン東京支社
株式会社 ＣＢＣテレビ東京支社
株式会社 ＣＢＣラジオ東京支社
株式会社 Ｊ－ＷＡＶＥ
四国放送株式会社東京支社
株式会社 静岡朝日テレビ東京支社
株式会社 静岡第一テレビ東京支社
静岡放送株式会社東京支社
信越放送株式会社東京支社
株式会社 スーパーネットワーク
株式会社 瀬戸内海放送東京支社

株式会社 テレビ山梨東京支社
株式会社 テレビユー福島東京支社
東海テレビ放送株式会社東京支社
東海ラジオ放送株式会社東京支社
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
東北放送株式会社東京支社
富山テレビ放送株式会社東京支社
長崎文化放送株式会社東京支社
長崎放送株式会社東京支社
長野朝日放送株式会社東京支社
株式会社 長野放送東京支社
名古屋テレビ放送株式会社東京支社
南海放送株式会社東京支社
株式会社 新潟総合テレビ東京支社
株式会社 新潟テレビ２１東京支社

北海道文化放送株式会社東京支社
北海道放送株式会社東京支社
株式会社 毎日放送東京支社
三重テレビ放送株式会社東京支社
株式会社 南日本放送東京支社
株式会社 宮城テレビ放送東京支社
株式会社 宮崎放送東京支社
株式会社 山形テレビ東京支社
山形放送株式会社東京支社
山口朝日放送株式会社東京支社
株式会社 山梨放送東京支社
横浜エフエム放送株式会社東京支社
読売テレビ放送株式会社東京支社
琉球放送株式会社東京支社
株式会社 ＷＯＷＯＷ

株式会社 ジェイアール東日本企画
ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン合同会社
株式会社 春光社
株式会社 昭通
株式会社 新通東京支社
株式会社 新東通信東京本社
株式会社 信和エージェンシー
株式会社 スペイス エイジ
株式会社 誠廣社
株式会社 第一通信社
株式会社 大広
株式会社 中日映画社
株式会社 Ｄ ２ Ｃ
株式会社 ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ
株式会社 デルフィス
株式会社 伝創社
株式会社 電通
株式会社 電通アドギア
株式会社 電通デジタル
株式会社 電通東日本
株式会社 電通マクロミルインサイト
株式会社 東映エージエンシー
株式会社 東急エージェンシー
株式会社 東京アドエージェンシー
株式会社 東京アドレップ
株式会社 東京メディア・サービス
株式会社 東広
株式会社 東弘
株式会社 とうこう・あい
株式会社 東宣
株式会社 ＴＯＭＯＥ
株式会社 内藤一水社
長田広告株式会社Ｎｅｔwork事業部東京事務所

株式会社 日刊スポーツエージェンシー
株式会社 日経ピーアール
株式会社 日経ＢＰアド・パートナーズ
株式会社 日交
株式会社 日宣
株式会社 日本経済広告社
株式会社 日本経済社
株式会社 日本廣告社
株式会社 日本スタデオ
株式会社 博報堂ＤＹホールディングス
株式会社 博報堂
株式会社 博報堂ＤＹメディアパートナーズ
株式会社 博報堂コンサルティング
株式会社 ＨＡＫＵＨＯＤＯ ＤＥＳＩＧＮ
株式会社 博報堂プロダクツ
ビーコン コミュニケーションズ株式会社
株式会社 フロンテッジ
株式会社 文化企画
株式会社 文宣
株式会社 星広告
株式会社 毎日企画サービス
株式会社 毎日広告社
株式会社 マッキャンエリクソン
株式会社 ムサシノ広告社
メディアエムジー株式会社
株式会社 メトロアドエージェンシー
株式会社 大和通信社
株式会社 読売ＩＳ
株式会社 読売アドセンター
株式会社 読売エージェンシー
株式会社 読売広告社
株式会社 讀賣連合広告社東京支社
株式会社 リード東京本社

太陽企画株式会社
Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社
株式会社 デジタルエッグ
株式会社 電通クリエーティブＸ
株式会社 電通テック
株式会社 電通ライブ
株式会社 東京企画／ＣＭ総合研究所
株式会社 東北新社
凸版印刷株式会社

株式会社 ナノベーション
日経広告研究所
ニッセイエブロ株式会社
一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会
株式会社 PTP
株式会社 ビデオリサーチ
株式会社 ビデオリサーチコムハウス
株式会社 フェローズ
ヤフー株式会社

広告業
株式会社 ＡＩＡＤ
株式会社 アイアンドエス・ビービーディーオー
株式会社 アサツー ディ・ケイ
株式会社 朝日オリコミ
株式会社 朝日広告社
株式会社 朝日ＰＲセンター
株式会社 ＡＪＡ
株式会社 アドサービス
株式会社 インターワールド
株式会社 栄光社
株式会社 エクスプレス
株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド
株式会社 大手広告通信社
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社
株式会社 小田急エージェンシー
株式会社 オプト
株式会社 オリコ ビジネス＆コミュニケーションズ
株式会社 オリコム
株式会社 京橋エイジェンシー
株式会社 協和企画
株式会社 近宣東京支社
株式会社 クオラス
クロード株式会社
ゲンダイエ－ジェンシー株式会社
株式会社 弘亜社
株式会社 広和
株式会社 国連社
株式会社 サイバーエージェント
株式会社 サイバー・コミュニケーションズ
株式会社 三栄広告社
株式会社 サンケイ アイ
株式会社 産経広告社
株式会社 産通
株式会社 ジェイアール東海エージェンシー

専門業
株式会社 ＡＯＩ Ｐｒｏ．
株式会社 アマナ
株式会社 ギークピクチュアズ
株式会社 グレイプ
公益財団法人 広告審査協会
コムエクスポジアム・ジャパン株式会社
株式会社 コレクシア
株式会社 サン・アド
株式会社 シースリーフィルム
株式会社 ＣＭｅｒＴＶ

