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ノミネート企業 20社 

2018年 1月 31日 
 

カンパニー・オブ・ザ・イヤー 
 

クレダジ ジャパン株式会社 

ハイエンド美容製品のマーケティング。フランス語で「KEY FOR ASIA」を意

味する CLEDASIE は、アジアで高級品を宣伝して販売するマルチブランド

組織です。私たちは、2 つの異なる任務があり、2 つの組織があります。1

つは、シンガポールに拠点を置く CLEDASIE SINGAPORE Pte Ltdで、地元のディストリビューター企業

のネットワークを通じてアジアでの販売を拡大しています。 

もう 1つは、東京に拠点を置くクレダジ ジャパン株式会社で、国内市場でのブランド化と販売拡大を目

指しています。現在、化粧品部門で 3 つを含む 4 つのブランドを代表しています。（THERMES MARINS 

de Saint-Malo （フランス）、ヴィネイシュ（フランス、ゲヴァリー・シャンベルタン）、SODASHI（オーストラ

リア、パース））また、女性用コスメテキスタイル下着 LYTESSの代理店および代理店です。 

当社のマーケティング戦略は、高級ホテル、美容院、インターネット上のスパで、当社製品を販売する

ことです。チームメンバーの活動により、ブランドパートナーに 「オーダーメイド」のトータルサービスを

提供しています。クレダジ ジャパンは、5 年間で日本の美容事業における「ニッチ製品」のリーダーと

なることを目指しています。 

 

ニナファームジャポン 
 
ニナファームジャポンは、100 歳の日本人の微生物相における研究にフォ

ーカスしています。 現在ある腸内細菌の特異性が、驚愕的な 100 歳を超

える長寿の秘訣を紐解く鍵であることを 発見しました。 この発見に基づい

て、発酵健康ソリューションのような新たな応用力を精巧化し、アンチエイジング市場を変えることがで

きると信じています。 

 

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 

 

フランス PSA グループの直営輸入元としてプジョー、シトロエン、DS Automobiles の新車・部品の輸入

販売を主な活動としています。現在 130 の販売拠点と 154 のサービス拠点で全国展開しています。

PSA 車両がこの要求の高い日本市場に適応していることを、日本のお客様に納得いただき、独自のデ

ザインと快適さを提供しています。プジョーは、2015～2016 年に販売台数を 25％増やし、2016～2017

年には＋11％の成長を実現、シトロエンは、2015～2016 年に 2.4％増、2016～2017 年に＋59％の成

長を遂げました。DSは、昨年 3月に専売店 DSストアを 4拠点開設し、今年中旬までに DS7Crossback

の発売を控え、6拠点の完成が計画されています。 

 

ヴァレオ トランスミッション ジャパン株式会社 

 

ヴァレオグループの自動車サプライヤーメンバーであり、日本の自動

車メーカーと提携しています。 テクノロジー企業として、特に CO2排

出削減に重点を置いて革新的なソリューションを設計しています。 

ヴァレオトランスミッションジャパン株式会社は、自社の開発センターと工場を厚木市に置き、日産自動

車、SUBARU、JATCO等の主要な日本のメーカーのトランスミッションシステム（トルクコンバーター）の



  

 

在日フランス商工会議所 

英語・仏語 : : ペリーヌ・ルック : p.loock@ccifj.or.jp – 03-3288-9630 

日本語  : 森山徹 : t.moriyama@ccifj.or.jp – 03-3288-9633 

Fax: 03-3288-9390 

 

設計及び製造に特化しています。トルクコンバーターは、エンジンのトルクとトランスミッションに位置

し、自動変速機と CVTに使用される油圧システムです。 

 

WEARE PACIFIC 株式会社 

精密機械加工、旋盤、熱処理、表面処理、組立、3D 積層造形の技術を

有するフランスのオーナー企業によって設立された部品製造会社です。

航空宇宙、防衛、自動車、医療、エネルギー産業向けに一貫製造・供給

体制を構築しています。2017 年、このグループは、本社を日本に位置付ける「WEARE Pacific 株式会

社」を新設し事業を拡大します。共同出資会社は、名古屋市に所在する株式会社山一ハガネであり、

同社とは 2016 年に 3D 積層造形のプリズマット・ジャパン株式会社を設立済みで、日仏連合での更な

る強化を目指しています。 

 

ベストプロダクト・サービス・オブ・ザ・イヤー  
 

 

昭島化学工業株式会社 

 

2016 年より、フランス中国と日本の専門家とエンジニアで構成された

グローバルチームが、日本のカーメーカーとインパネの Tier-1 のた

めに新しいコンパウンドの開発をしています。このコンパウンドには

設計の自由性、本革のような触感、優れた耐摩擦性能と広い温度幅でのエアバック展開性能がありま

す。今まで、日本のスラッシュコンパウンド事業に 3000 万円以上が投資し、東松山市に位置する昭島

化学工業の工場と R&D センターの中に斬新なラボをセットアップし、更に二人のエンジニアを現地で採

用し、フランスと中国でトレーニングしました。この二人は、新しい NAKAN Drysol PVC コンパウンドの

調整と承認を取得するために、日本の OEM の身近で働いています。日本の自動車量産化向けコンパ

ウンドの初めての発送は、2020年予定。 

 

フォルシア・ジャパン 株式会社 

 

当社のインストルメントパネルや、セントラルコンソールが搭載された

新インフィニティ SUV QX50 が、昨年 12 月に日産自動車から正式発

表されました。今までにない最新の技術やイノベーションをご提供し、

cut&sew、本杢目加飾、本アルミ加飾など、細部に亘って高品質な仕上がりを実現致しました。日産自

動車が、初めて系列会社以外の企業をサプライアとして採用した事もさることながら、プレミアムブラン

ドであるインフィニティを任せて頂く事に対し、ドイツの高級ブランド車に立ち向かう熱意を持って、日産

自動車デザイン部門、インフィニティエンジニアリング、RNPO 経営陣の皆様の支えを頂きながら、一丸

となってプロジェクトを完了致しました。開発と試作の全行程を国内で行った事はもとより、メルセデス

ベンツと同等のテクノロジーを採用する事も初めての取り組みです。 

 

川崎機械工業 株式会社 

 

工作機械・産業ロボット・フォークリフトなどの産業用機械、自動車、船舶、そ

して、航空機用の歯車等、高精度の歯車を製作しています。1968 年から、歯

車製造業を生業とし、材料調達から完成まで、歯車の一貫生産をおこなって

きました。海外顧客をお迎えする機会が多いこともあり、本社は、京都市中心

部に置きながら、その他市内に中央研究所・吉祥院工場の二工場を構え、歯

車生産を行っています。 
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ベスト CSR 賞 ※企業の社会的責任 
 

アルタヴィア・ジャパン株式会社 

 

小売業のセールスプロモーションに特化した独立系広告代理店です。グルー

プ代表のラファエル・パルティによる 1983 年の創業以来、顧客のニーズにあ

わせた販売促進支援を提案してきました。今日、効果的なセールスプロモーシ

ョンとは、売り手と顧客が有益な関係を築き上げるための卓越した錬金術によ

って生み出され、その手法は常に刷新され改善を必要としています。アルタヴィアは 300 以上の世界を

代表する小売業企業に信頼され、常に革新的で効果的なサービスを提供しています。 

 

JKホールディングス株式会社 

 

JK ホールディングス株式会社を持ち株会社

とする、連結会社 36 社で構成されているグ

ループです。（総合建材卸売部門が 9社。合板、木材加工事業が 7社。総合建材小売部門が 9社。建

設工事が 3 社。倉庫及び運送業が 2 社。木材加工業が 2 社。不動産賃貸業が１社。フランチャイズ事

業と旅行、保険代理店が各１社）「快適で豊かな住環境の創造へ」を理念に掲げ、住まいに関するあら

ゆる面で積極的に取り組んでいます。 

 

小田急電鉄株式会社 

 

東京 新宿駅から神奈川県の小田原駅を結ぶ小田急小田

原線を中心に、途中、新百合ヶ丘駅から分岐する多摩線、

相模大野駅を分岐して片瀬江ノ島間駅を結ぶ江ノ島線、3

路線計 120.5キロの鉄道路線を有しています。東京都新宿区や渋谷区など 27の市区町村がある沿線

の人口は、509 万人です。郊外から沿線内や都心への通勤・通学客を中心に、鉄道の年間輸送人員

は 7497 百万人です。また、商業やオフィスなどの不動産賃貸業も幅広く展開しており、総賃貸面積は

949.1千㎡になります。 

小田急線の起点となる新宿は、日本最大のターミナルで、大型デパート等が立ち並ぶ商業集積エリア

で、副都心といわれるビジネスエリアでもあると共に、食やエンターテイメントも充実し、多様な魅力を

持っています。そして、終点の小田原は伝統ある城下町で、世界的観光地の箱根の玄関口として賑わ

っています。また、江の島は、日本のモンサンミシェルともいわれる景観が特徴の美しい島で、東京か

らの日帰り観光やマリンスポーツで人気を誇っています。2016 昨年 4 月に、小田原線開業から 90 周

年を迎えました。沿線の発展とともに、鉄道を中心とした交通事業、不動産事業、百貨店、スーパーマ

ーケットなどの流通事業、ホテル、レストラン事業などの多角的なグループ事業を展開し、成長を遂げ

てきました。これからも「日本一暮らしやすい沿線」、「選ばれる沿線」を目指していきます。 

 

サッポロホールディング株式会社 

 

1876 年のビール製造に端を発したサッポログループは、

2016 年に創業 140 周年を迎え、世界に広がる「酒」「食」

「飲」で、個性かがやくブランドカンパニーを目指します。 

グループの成長の源泉は、創業以来培われた「ブランド資産」にあると改めて認識した上で、グループ

のコア事業を「酒」「食」「飲」の 3分野と位置づけ、不動産事業とともにグループ保有のブランドを育成・

強化し、日本国内のみならず、世界に潤いと豊かさをご提供できる企業となることを目指します。環境
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変化に即したグループ経営基盤の変革に加え、既存事業の継続成長と投資事業の成果創出により高

めるキャッシュを基に、「酒」「食」「飲」の成長領域にフォーカスした「投資」、「財務体質の強化」、「株主

還元の充実」とのベストバランスを追求していきます。 

 

フレンチテック東京賞 

 

アクアビットスパイラルズ 

特許技術を用いて独自に開発した「スマートプレート」で、リアルな生活空間

と既存の豊富なオンラインコンテンツをダイレクトにつなぎ、検索することなく

モノや場所がネットの情報と直接つながる「Connected Life」を実現します。

スマートプレートを利用することで、エンドユーザーは、その場所やモノにス

マホをかざすだけで、瞬時に関連情報を取得することができます。配信されるコンテンツは、すべてクラ

ウドで遠隔管理が行え、利用状況もリアルタイムで確認できます。専用アプリのインストールやバッテリ

ーが不要なスマートプレートは、コンテンツやサービスの入り口に最適で、都市情報配信インフラとして

機能しうるポテンシャルを持っています。 

 

ファイナルキャド 

  

工事を請け負う建設会社に、モバイル端末アプリケーシ

ョンと予測解析を提供し、建設現場での作業工程で発生

する不具合や是正項目を、容易に発見・解決できる仕組みを提供します。ファイナルキャドのミッション

は、「品質の向上、無駄な経費の削減、そして、すべての人が共有できるようにすること」です。 2011年

以降、ファイナルキャドは、延べ 35 ヶ国において 15,000 以上のプロジェクト導入実績があり、現在も建

設現場へのデジタル化支援を行っています。 

 

株式会社 ikkai 

 

「ikkai」は、学生と依頼者を 1 回完結で仕事をマッチングする、オンライン

プラットフォームです。依頼者は、予算に合わせて発注でき、学生は、空

いている時間とスキルに合わせて自由に働くことができます。働く学生の

スキルや性格、興味や傾向、就業状況に関してのデータを収集が可能

で、企業の採用支援にも役立ちます。「Career by ikkai」は、長期のアルバイトやインターンシップ、及び、

そこで接点を持った学生の採用までを支援する求人紹介サービスです。プラットフォームで収集した学

生のデータを用い、企業の人材採用支援を行うとともに、就職ミスマッチを減らし、学生の中長期的な

キャリア形成の手助けすることを目指しています。 

 

インスティテューション フォー ア グローバル ソサイエティ株式

会社 

 

東京に本拠を置く人材分析企業です。最先端の 360 度評価シ

ステム（iOS及び Android上で実施可能）である GROW360は、人間のバイアスを排除する技術により、

受検者の性格、スキル、コンピテンシーを調査し、人々の成長可能性を可視化します。採用時のスクリ

ーニングや組織の人材開発において、機械学習による評価精度向上とビッグデータを活用することで、

今までの直感による判断から、科学的で客観的なエビデンスに基づく人事オペレーションへの移行を

目指しています。 
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現在 GROW は、12 万人以上のユーザーを持ち、様々な企業で活用されています。（導入先例：経済産

業省、三菱商事、ロバートウォルターズ、ANA、セプテーニ、 DeNA、楽天、AXA等） 

 

エルピクセル株式会社 

 

医療・製薬・農業などのライフサイエンス研究領域の画像解析シ

ステムの研究開発に強みを持つ、東京大学発のベンチャー企業です。ライフサイエンス領域の知識と、

イメージングの技術の双方の領域に精通しており、ImPACT（内閣府）、CREST（JST）、戦略的基盤技

術高度化支援事業（経済産業省）等、3 つの国家プロジェクトにも参画し、大学の研究室のような面も

併せ持っています。自社製品、研究開発として、独自の人工知能アルゴリズムを活用した医療画像診

断支援技術「EIRL（エイル）」、ライフサイエンス研究者向け画像解析プラットフォーム「IMACEL（イマセ

ル）」の開発などに注力しています。 

 

ネクストレベルジャパン株式会社 

 

主にデジタルヘルス、ビジネスソフトウェアやモバイル

ライフスタイルを専門に、他の業界にもクライアントを

持つ、日本市場参入支援を提供する、小規模ながら急成長中の企業です。より良いサービスを日本の

クライアントに提供したいと望む企業 （主に外国企業）向けに、代理業務から流通経路開発、現地プロ

ジェクトコーディネーション、デジタルマーケティングまで幅広いサービスを提供しています。 

 

セキュア-アイシー 株式会社 

 

セキュア-アイシー 株式会社は、フランスで最も有名な研

究機関の一つであるテレコム・パリテック*からスピンオフし

た企業です。フランスを基点に 20 年以上に渡るセキュリティー分野でのパイオニアとして、世界中の国

家機関、研究機関や大学、認証機関（日本を含む）との共同研究で数々の成果を、生み出しています

（200 以上の文献発表）。近年セキュリティー対策が重要課題となる中で、2016 年 11 月に、日本法人

を設立し、日本のお客様に最適なセキュリティーソリューションを提供できるパートナーシップ構築に努

めています。PROTECT（防御）、EVALUATE（評価）、SERVICE（コンサルティング）の 3 分野でソリュー

ションを提供しています。 

 

ウィノテック株式会社 

 

Hireplanner.com は、人事採用担当者のための日本で最初のバイリンガルクラウド型リクルート管理シ

ステムです。採用プロセスをより簡素化し、多くのマニュアル作業を減らすために、様々な機能を備え、

また非常に使いやすくデザインされています。私たちの提供する機能（求人投稿、人材紹介会社管理

システム、履歴書検索、面接スケジュール機能など）は、採用の管理業務に費やす時間を大幅に削減

するだけでなく、大切なデータの管理や採用にかかるコストを下げるお手伝いをします。また、直接的

な採用業務に費やす時間が増えることで、より充実した候補者への対応が可能となります。 
 

http://hireplanner.com/

