日本経済研究センター会員名簿
2022.8.1 現在 309 社
あ
ＩＨＩ あいおいニッセイ同和損害保険 曙ブレーキ工業 旭化成 アサヒグループホールディングス
亜細亜大学 アジア太平洋研究所 足利銀行 アシックス あずさ監査法人 アフラック生命保険
アラムコ・アジア・ジャパン いちよし証券 出光興産 伊藤忠総研 いよぎん地域経済研究センター
インターネットイニシアティブ 上田八木短資 内田洋行 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
エア・ウォーター ＡＮＡホールディングス ＡＧＣ ＳＭＣ ＳＭＢＣ日興証券 ＮＴＮ
エヌ・ティ・ティ・データ ＮＴＴ都市開発投資顧問 ＥＮＥＯＳホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研 王子製紙 大阪瓦斯 大阪経済大学 大阪シティ信用金庫
大阪府（大阪産業経済リサーチ＆デザインセンター） 大塚ホールディングス 大林組 オービック
岡三証券

オカムラ

岡山経済研究所

沖縄電力

オムロン

オリエンタルランド

オリエント総合研究所

オリックス
か
花王 学習院大学経済学部

格付投資情報センター カシオ計算機 鹿島建設 カネカ 川崎重工業

韓国対外経済政策研究院 関西経済連合会 関西大学総合情報学部 関西学院大学 かんぽ生命保険
キッコーマン キヤノン 九州大学 九州電力 京都銀行 きらぼし銀行 キリンホールディングス
近畿大学 ＱＵＩＣＫ クボタ クレディセゾン クレハ 群馬経済研究所
慶應義塾大学三田メディアセンター 経済同友会 ＫＤＤＩ 京葉銀行 甲南学園
神戸大学大学院経済学研究科 國學院大學 国際協力銀行 国際経済研究所 五島育英会 コナミグループ
駒澤大学図書館 コマツ
さ
埼玉りそな産業経済振興財団 在日オーストラリア大使館 山九 サントリーホールディングス
シービーアールイー ＪＡ共済総合研究所 ＪＦＥホールディングス ジェイ・ボンド東短証券
ＪＴＢ総合研究所 ＪＥＲＡ 四国電力 静岡銀行 芝浦機械 島津製作所 シマノ 清水建設
証券保管振替機構 商工組合中央金庫 商船三井 上智大学経済学部 常陽銀行 昭和電工 信金中央金庫
新生銀行 住友大阪セメント 住友化学 住友商事グローバルリサーチ 住友生命保険 住友電気工業
住友林業 セールスフォース・ジャパン セーレン 積水化学工業 積水ハウス 石油連盟 セコム
全国地方銀行協会 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 綜合警備保障 双日総合研究所
ソシエテ・ジェネラル証券

ソニー生命保険 損害保険ジャパン SOMPO インスティチュート・プラス

た
第一生命保険 大王製紙 ダイキン工業 大建工業 大樹生命保険 大成建設 大東印刷工業
大同生命保険 大同特殊鋼

太平洋セメント 太陽有限責任監査法人 大和製罐 大和総研

大和ハウス工業 大和ハウスリアルティマネジメント 竹中工務店 ちばぎん総合研究所
千葉商科大学付属図書館 中外製薬 中国電力 中部電力 帝国ホテル DC Frontiers 帝人 テルモ
テレビ大阪 テレビ東京 デロイト トーマツ コンサルティング デンカ 電源開発 電通
電力中央研究所 東海東京証券 東海旅客鉄道 東京海上アセットマネジメント 東京海上日動火災保
東京電力ホールディングス

東京都 同志社大学政策学部 投資信託協会 東芝 東武鉄道

とうほう地域総合研究所 東レ トーマツ 戸田建設 トピー工業 トヨタ自動車 豊田通商
な
ナウキャスト 長島・大野・常松法律事務所 南都銀行 西日本シティ銀行 西日本旅客鉄道 ニチレイ
日経統合システム 日経ＢＰ 日経メディアマーケティング 日経リサーチ 日建設計

日興リサーチセンター 日証金信託銀行 日清製粉グループ本社 ニッセイ基礎研究所
NIPPON EXPRESS ホールディングス 日本ガイシ

日本軽金属 日本経済団体連合会 日本精工

日本製紙 日本製鉄 日本電気 日本電気硝子 日本電信電話 日本取引所グループ 日本郵政
日本郵政グループ労働組合

日本郵便 日本アイ・ビー・エム 日本エネルギー経済研究所 日本経済社

日本経済新聞社 日本自動車工業会 日本証券業協会 日本新聞協会 日本政策金融公庫
日本政策投資銀行 日本生命保険 日本総合研究所 日本たばこ産業 日本鉄鋼連盟 日本投資顧問業協会
日本不動産研究所 日本プロジェクト産業協議会 日本民間放送連盟 日本労働組合総連合会
Nutanix Japan 合同会社 農林中央金庫 農林中金総合研究所 野村アセットマネジメント 野村證券
野村総合研究所 野村不動産ホールディングス
は
ハウス食品グループ本社 博報堂ＤＹホールディングス 橋本産業 八十二銀行 パナソニック
浜銀総合研究所 阪急電鉄

阪和興業 ＢＳテレビ東京 ＢＮＰパリバ証券 東日本旅客鉄道

ビジネスエンジニアリング

日立製作所 ヒューリック 兵庫県公立大学法人 広島銀行

ぶぎん地域経済研究所 福岡銀行 富国生命保険 富士通 富士通フューチャースタディーズ・センター
富士フイルム 芙蓉総合リース プライム ライフ テクノロジーズ 平安女学院 北陸電力 北海道銀行
北海道電力 本田技研工業
ま
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 丸紅 ミサワホーム みずほ銀行
みずほ証券 みずほリサーチ&テクノロジーズ 三井化学 三井住友海上火災保険 三井住友銀行
三井住友信託銀行 三井住友ＤＳアセットマネジメント 三井物産戦略研究所 三井不動産
三菱経済研究所 三菱ケミカル 三菱地所 三菱商事 三菱総合研究所 三菱電機 三菱ＵＦＪ銀行
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 武蔵野大学国際総合研究所
明海大学経済学部 明治ホールディングス 明治安田生命保険 明星大学経営学部 明電舎
モスフードサービス 森ビル
や
ヤクルト本社 ゆうちょ銀行
ら
ＬＩＮＥ リコー りそなアセットマネジメント りそな銀行 立教大学図書館 立命館大学経済学部
リバー産業 リョービ ルミネ 連合総合生活開発研究所 レンゴー
わ
早稲田大学図書館

