
部⾨ 受賞ランク 企業名 掲載URL
Sales Partner Diamond 株式会社サイバーエージェント https://www.cyberagent.co.jp/

Gold 株式会社セプテーニ https://www.septeni.co.jp/
Gold 株式会社電通デジタル https://www.dentsudigital.co.jp/
Gold トランス・コスモス株式会社 https://www.trans-cosmos.co.jp/digitalmktg/line.html
Gold 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ https://www.hakuhodody-media.co.jp/
Gold 株式会社ブリーチ https://bleach.co.jp/
Gold 株式会社ワンスター https://one-star.jp/ 
Silver 株式会社アイレップ https://www.irep.co.jp/ 
Silver 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ https://www.adkms.jp/
Silver 株式会社オーレスト http://allestt.com/
Silver ＧＭＯコマース株式会社 https://www.gmo-c.jp/ 
Silver ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社 https://www.koukoku.jp/

Local Sales Partner Diamond ＧＭＯコマース株式会社 https://www.gmo-c.jp/ 
Diamond 株式会社クラブネッツ https://www.clubnets.jp/
Diamond 株式会社総合アド https://www.sogo-ad.jp/
Gold 株式会社アーバンプロジェクト https://www.urban-project.jp/
Gold 株式会社イースト・デイリー https://www.east-daily.jp/ 
Gold 株式会社ＥＰＡＲＫ https://epark.co.jp/ 
Gold 株式会社パルディア https://www.paldia.co.jp/
Silver 株式会社ａｓｓｉｓｔ https://ab-assist.co.jp/
Silver DACグループ東京（株式会社デイリー・インフォメーション/株式会社デイリースポーツ案内広告社）https://www.din-group.co.jp/
Silver 株式会社デイリー・インフォメーション関⻄ https://dac-kansai.co.jp/

Best LINEミニアプリ Award Best LINEミニアプリ Award株式会社イースト・デイリー https://www.east-daily.jp/ 
Best LINEミニアプリ AwardＧＭＯコマース株式会社 https://www.gmo-c.jp/ 

Ｂ．Ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 http://www.bcreation.jp/
ＣＬＩＣＫ ＴＥＣＨ株式会社 https://en.yeahmobi.com/
ＤＯＴＺ株式会社 https://dotz.co.jp/
Ｇｌｏｓｓｏｍ株式会社 https://glossom.co.jp/
ＧＭＯアドマーケティング株式会社 https://www.gmo-am.jp/
ＧＭＯメディア株式会社 https://www.gmo.media/
ｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式会社 https://hachidori.io/
ＬＩＮＥ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 https://linemp-corp.com/
Ｍｉｃｏｗｏｒｋｓ株式会社 https://www.mico-cloud.jp/
SoftBank Telecom Europe Ltd. https://www.digitalmarketingforasia.com/
Ｓｕｐｅｒｓｈｉｐ株式会社 https://supership.jp/
ｔｒａｎｓｃｏｓｍｏｓ ｏｎｌｉｎｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社https://transcosmos-online.com/
アイエム株式会社 http://imgolf.co.jp/
アイプロスペクト・ジャパン株式会社 https://www.iprospect.com/ja/jp/
アライドアーキテクツ株式会社 https://www.kentokento.com/
アルファコム株式会社 https://alfacom.jp/
インキュデータ株式会社 https://www.incudata.co.jp/
クリエイティブリンク株式会社 http://www.creative-link.co.jp/
サムライト株式会社 https://somewrite.com/
スタークス株式会社 https://starx.co.jp/
ソウルドアウト株式会社 https://www.sold-out.co.jp/
ソーシャルデータバンク株式会社 https://social-db.co.jp/
ソフトバンク株式会社 https://www.softbank.jp/biz/services/digital-marketing/
チーターデジタル株式会社 https://www.cheetahdigital.com/jp/
デジタルアスリート株式会社 https://ppc-master.jp/
モテコ出版株式会社 https://moteco-publishing.co.jp/
モビルス株式会社 https://mobilus.co.jp/
ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社 https://www.yamazen-net.co.jp/
リンクシェア・ジャパン株式会社 https://jp.linkshare.com/
伊藤忠インタラクティブ株式会社 https://www.market.co.jp/#top
伊藤忠エネクス株式会社 https://www.itcenex.com/ja/
株式会社ＢＯＡＴＳ https://boats-inc.jp/
株式会社Ｂｏｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ https://www.bot-express.com/
株式会社Ｃａｎｄｅｅ http://candee.co.jp/
株式会社ＣＤＧ https://www.cdg.co.jp/
株式会社ＣｙｂｅｒＺ https://cyber-z.co.jp/
株式会社Ｄ２ＣＲ http://www.d2cr.co.jp/
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ https://www.ecbeing.net/
株式会社ｅｓｐｒｏｔ https://www.esprot.co.jp/

その他認定パートナー



株式会社ｉ－Ｓｔｙｌｅ https://www.i-style.vc/
株式会社ＩＬＢ https://ilb.net/
株式会社Ｉｎｆｉｄｅｘ https://infidex.co.jp/
株式会社ＪＡＬブランドコミュニケーション http://www.jalbrand.co.jp/
株式会社ｊｅｋｉインタラクティブ・コミュニケーションズ https://www.jeki-ic.co.jp/
株式会社Ｌｅｇｏｌｉｓｓ https://legoliss.co.jp/
株式会社ＮＤＰマーケティング https://www.ndpmarketing.co.jp/
株式会社ＰＬＡＮ－Ｂ https://www.plan-b.co.jp/
株式会社Ｓｐｏｑａ http://www.spoqa.jp/
株式会社ＺＥＡＬＳ https://chatcommerce.zeals.co.jp/
株式会社Ｚｕｃｋｓ https://zucks.co.jp/
株式会社アイアンドアイ http://www.iandi-sp.jp
株式会社アイディーズ https://www.id-s.net/
株式会社アキデザイン https://www.akidesign.co.jp
株式会社アド・リード https://adlead.jp/index.html
株式会社アドウェイズ https://www.adways.net/
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ https://www.ad-flex.com/
株式会社アドラボ https://adlab.jp/
株式会社イデア・レコード https://idearecord.co.jp/
株式会社ウィンテル https://www.wintel.jp/
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ https://www.nttdata.com/jp/ja/
株式会社エビソル http://www.ebisol.co.jp/
株式会社エフ・コード https://f-code.co.jp/
株式会社エム・エス・ピー https://mspnet.co.jp/
株式会社エンバーク https://www.embark-guide.com/
株式会社オプト https://www.opt.ne.jp/
株式会社ガイアプロモーション https://www.gaia-pro.co.jp/
株式会社ガイエ http://gaie.jp/
株式会社ギブリー https://givery.co.jp/
株式会社クーネルワーク https://cunelwork.co.jp/
株式会社クレオ https://kreo.jp/
株式会社ケイアートファクトリー https://k-art-factory.jp/
株式会社ココラブル https://www.cocolable.co.jp/
株式会社コネクター・ジャパン https://cnctor.jp/
株式会社これから https://corekara.co.jp/
株式会社ザ・ゴール https://www.thegoal.jp/
株式会社サイバー・バズ https://www.cyberbuzz.co.jp/
株式会社ジェイアール東⽇本企画 https://www.jeki.co.jp/
株式会社スコープ https://www.scope-inc.co.jp/
株式会社セルクル https://www.design-inc.jp/contents/company/cercle/
株式会社センターオブユニバース https://centerofuniverse.jp/
株式会社ソーシャルＰＬＵＳ https://socialplus.jp/line/
株式会社タイムリー https://www.timely-group.jp/
株式会社ディグナ https://digna.co.jp/
株式会社ディスコ https://www.disc.co.jp/
株式会社デイリー・インフォメーション九州 https://din-kyushu.jp/
株式会社デイリー・インフォメーション中部 https://www.din-c.jp/
株式会社デジタルガレージ https://dgmt.garage.co.jp/
株式会社デジタルシフト https://www.digitalshift.co.jp/
株式会社テラスカイ https://www.terrasky.co.jp/
株式会社トライバルメディアハウス https://www.tribalmedia.co.jp/
株式会社バウハウス http://www.mymall.co.jp/
株式会社プランニングＡ https://planning-a.jp/
株式会社フルアウト https://fullout.jp/
株式会社フルスピード https://www.fullspeed.co.jp
株式会社ブレイクスルー https://break-net.com/ 
株式会社ブロードリーフ https://www.broadleaf.co.jp/
株式会社プロトコーポレーション https://www.proto-g.co.jp/
株式会社ベイス https://www.base-net.co.jp/
株式会社ペンシル https://www.pencil.co.jp/
株式会社ホスピタソン http://hospitason.co.jp/company/
株式会社マテリアル http://materialpr.jp/
株式会社メディックス https://www.medix-inc.co.jp/
株式会社ライフマップ http://www.lifemap.jp/
株式会社りんく https://linq.company/
株式会社ループス・コミュニケーションズ http://looops.net/



株式会社旭広告社 https://asahi-ad.co.jp/
株式会社関広 https://www.kanko-ad.co.jp/
株式会社丸信 https://www.maru-sin.co.jp/
株式会社⾹輪社 http://www.colimsha.co.jp/
株式会社出前館コミュニケーションズ https://de-com.jp/
株式会社新旭 https://shinasa.co.jp/
株式会社総合オリコミ社 https://www.sogo-orikomi.co.jp/
株式会社地域新聞社 https://chiikinews.co.jp/
株式会社中央アド新社 https://www.chuo-ad.co.jp/
株式会社電通プロモーションプラス https://www.dentsu-pmp.co.jp/digital-marketing/LINE/
株式会社電通九州 https://www.dentsu-kyu.co.jp/
株式会社電通国際情報サービス https://www.isid.co.jp/
株式会社電通⻄⽇本 https://www.dentsu-west-j.co.jp/
株式会社東急エージェンシー https://www.tokyu-agc.co.jp/
株式会社平賀 https://www.pp-hiraga.co.jp/
第⼀コンピュータ印刷株式会社 https://ichi-com.co.jp/
凸版印刷株式会社 https://www.toppan.co.jp/index.html
北陸プロモーション協同組合 http://www.hpr.or.jp/index.html
有限会社ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ https://t-mark.jp/
有限会社ダイスマネージ http://www.dicemanege.com/


