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株式会社ギブリー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：井手高志)は、 
2012年8月2日（木）にベルサール渋谷ファーストにて「Facebookリクルーティングサミット」を開催し、 
2013 年度のFacebookリクルーティングランキングおよびFacebookリクルーティングアワードを発表いたしました。 

「Facebookリクルーティングランキング」とは 

「Facebookリクルーティングランキング」 

PRESS RELEASE 

2012年8月2日（木）Facebookリクルーティングサミット開催 

Facebookリクルーティングランキング／アワードを発表 
総合ランキング第一位は株式会社ニトリ！ 

「Facebookリクルーティングランキング」は、Facebook採用ページを立ち上げている企業約1360社をリサーチし、 
デザイン面やマーケティング面、ファン数などをポイント化し、ランキング形式としてまとめたものです。 
採用にFacebookを活用するのであれば、ファンの獲得だけでなく、 
「双方向でコミュニケーションができているか」「口コミが起きているか」を重要視する必要がありますが、 
これまではファン数のみのランキングしかなく、本質的な部分が見落とされつつありました。 
そのため、今回は単純なファン数だけでなく、上記のような総合的観点からランキング化することで、 
本質的に有効活用をされている企業様にフォーカスさせていただく意図があります。 

第一位 株式会社ニトリ 

第二位 株式会社リクルート 

第三位 株式会社電通 

デザイン部門 株式会社オロ 

マーケティング部門 株式会社ニトリ 

コミュニケーション部門 三幸製菓株式会社 

「Facebookリクルーティングランキング」および「Facebookリクルーティングアワード」は、 
一般社団法人日本Webソリューションデザイン協会（JWSDA）の協力のもと厳選なる審査を行い決定しました。 

「Facebookリクルーティングアワード」各優秀賞 

「Facebookリクルーティングアワード」とは 

「Facebookリクルーティングランキング」の作成において、 
各審査項目で秀でた運用、デザインをされている企業様を表彰させていただくアワードです。 

審査について 

http://givery.co.jp/
mailto:press@givery.co.jp
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Facebookリクルーティングランキング 
Facebookリクルーティングアワード 
各表彰の発表およびノミネート一覧 
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総合部門ランキングtop30 

総合部門 
ランキング 

社名 
総合部門 
ポイント 

1  株式会社ニトリ 318.73  
2  株式会社リクルート    266.33  
3  株式会社電通 250.15  
4  株式会社リクルートＨＲマーケティング 231.99  
5  株式会社ブライダルプロデュース 220.30  
6  カバヤ食品株式会社 181.12  
7  三幸製菓株式会社 180.20  
8  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 156.58  
9  東京海上日動火災保険株式会社 144.71  
10  大日本印刷株式会社 131.18  
11  株式会社ノバレーゼ 107.11  
12  高見株式会社 106.83  
13  株式会社オロ 104.03  
14  株式会社ネオキャリア 102.85  
15  日本生命保険相互会社 91.26  
16  株式会社Plan・Do・See 88.11  
17  チロルチョコ株式会社 87.27  
18  株式会社エイチ・アイ・エス 86.94  
19  株式会社テレビ東京 84.57  
20  江崎グリコ株式会社 84.40  
21  タマホーム株式会社 81.61  
22  第一生命保険株式会社 76.17  
23  株式会社日立ソリューションズ 74.01  
24  東日本電信電話株式会社 73.62  
25  本田技研工業株式会社 72.48  
26  アチーブメント株式会社 71.58  
27  株式会社マクロミル 70.78  
28  日本テレビ放送網株式会社 70.57  
29  株式会社大和証券グループ本社 69.23  
30  株式会社日立製作所 67.34  

総合部門【選考基準】 
 デザイン部門、マーケティング部門でノミネートされたFacecookページを 
 それぞれ以下のようにポイント化し、ランキング化いたしました。 
 
 ・デザイン部門におけるポイント：JWSDA審査員による５0点満点の評価 
 ・マーケティング部門におけるポイント 
  （企業の投稿回数×0.01）+（投稿にコメントしたユーザー数×0.2）+（投稿に対するユーザーのコメント数×0.1） 
   +（投稿へのいいね！合計数×0.01）+（ページのファン数×0.005） 
  
 以上の合計点数を総合し、ランキング化しております。 
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各部門 最優秀賞 

■最優秀デザイン賞    
 株式会社オロ 

■最優秀マーケティング賞    
 株式会社ニトリ 

■最優秀コミュニケーション賞    
 三幸製菓株式会社 

最優秀デザイン賞について  
JWSDAの審査により、最も優れたページデザインと評価された企業に授与する賞 

最優秀マーケティング賞について  
企業の投稿回数、投稿にコメントしたユーザー数、投稿に対するユーザーのコメント数、 
投稿へのいいね！数、ページのファン数を総合的に換算し、 
最も高いポイントを獲得した企業に授与する賞 

最優秀コミュニケーション賞について  
ページのファン数に対する、ユーザーコメント数の割合が最も高い企業に授与する賞 
（ファンと親密にコミュニケーションがとれているかの指標） 
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株式会社スパイア  
株式会社スパイスボックス  
ソフトバンク株式会社  
第一生命保険株式会社  
株式会社大京  
大日本印刷株式会社  
株式会社大和証券グループ本社  
大和ライフネクスト株式会社  
株式会社テレビ東京  
デンソーテクノ株式会社  
株式会社電通  
東京海上日動火災保険株式会社  
東邦ガス株式会社  
株式会社トランズ  
ニッセイ情報テクノロジー株式会社  
日本生命保険相互会社  
株式会社ネクシィーズ  
株式会社ネットワークインフォメーションセンター  
野村不動産株式会社  
株式会社博報堂アイ・スタジオ  
東日本電信電話株式会社  
ピクシブ株式会社  
株式会社日立製作所  
株式会社日立ソリューションズ  
株式会社ビットサーフ  
株式会社フォーバル  
株式会社フジテックス  
株式会社Plan・Do・See  
株式会社ブレインパッド  
株式会社マクロミル  
マザウェイズ株式会社  
株式会社三井住友銀行  
株式会社メンバーズ  
株式会社リクルート  
株式会社レイ・クリエーション  
レジェンダ・コーポレーション株式会社  
株式会社ワダエンジニアリング 

アクセンチュア株式会社  
株式会社アメニティーサービス  
アルプス電気株式会社  
株式会社一条工務店  
株式会社イチネンホールディングス  
インターネット･ビジネス･ジャパン株式会社  
宇宙航空研究開発機構  
株式会社ABC  
エス・アンド・アイ株式会社  
株式会社エスキュービズム  
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  
株式会社オロ  
株式会社カケハシスカイソリューションズ  
カバヤ食品株式会社  
環境省  
キャリアフィールド株式会社  
キラメックス株式会社  
株式会社きん商  
株式会社キンレイ  
株式会社グッドウィル  
クラウンコンサルティング株式会社  
グローバルブレインズ株式会社  
コニカミノルタホールディングス株式会社  
株式会社サイゼリヤ  
株式会社サイバーリンクス  
佐賀県  
三幸製菓株式会社  
株式会社ＣＤＧ  
株式会社ジェイスリー  
株式会社ジオコード  
静岡朝日テレビ  
シナジーマーケティング株式会社  
株式会社シンカ  
シンフォニーマーケティング株式会社  
株式会社スカイアーチネットワークス  
株式会社すこやか工房  
スターフリートホールディングス株式会社  

   全74社 
（五十音順・敬称略） 

デザイン部門ノミネート一覧 

【選定基準】  
2012年7月31日時点で公開されている1360の法人の新卒採用Facebookページを調査し、  
カバー写真を設定している708のページうち、JWSDA様審査員による一次審査を通過したFacebook
ページをノミネート。  
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マーケティング部門 
コミュニケーション部門ノミネート一覧① 

株式会社アイスタイル 
株式会社AOKI 
アクセンチュア株式会社 
アチーブメント株式会社 
株式会社アルプス技研 
イー・アクセス株式会社 
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
株式会社イトクロ 
株式会社イプロス 
株式会社インタープライズ・コンサルティング 
株式会社インテリジェンス 
株式会社ウィルゲート 
株式会社ウイングル 
宇宙航空研究開発機構 
株式会社エイチ・アイ・エス 
株式会社エイチーム 
株式会社HDE 
江崎グリコ株式会社 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 
株式会社エムティーアイ 
株式会社 オービック 
株式会社オールアバウト 
株式会社オプト 
株式会社オロ 
株式会社grooves 
株式会社カケハシスカイソリューションズ 
カバヤ食品株式会社 
株式会社キタムラ 
キャリアフィールド株式会社 
クラウンコンサルティング株式会社 
コニカミノルタホールディングス株式会社 
株式会社サイゼリヤ 
株式会社サイバーエージェント 
株式会社サイバード 
三幸製菓株式会社 
GMOアドパートナーズ株式会社 
株式会社ジェイアール東日本企画 
シチズン時計株式会社 
シナジーマーケティング株式会社 
ジャパンライフ株式会社 
株式会社ジャルエクスプレス 
株式会社シンクスマイル 
株式会社STUDIOUS 
株式会社スパイスボックス 
株式会社関家具 
ソニー損害保険株式会社 
第一生命保険株式会社 
 

株式会社ジェイアール東日本企画 
シチズン時計株式会社 
シナジーマーケティング株式会社 
ジャパンライフ株式会社 
株式会社ジャルエクスプレス 
株式会社シンクスマイル 
株式会社STUDIOUS 
株式会社スパイスボックス 
株式会社関家具 
ソニー損害保険株式会社 
第一生命保険株式会社 
株式会社大広 
大日本印刷株式会社 
株式会社大和証券グループ本社 
大和ライフネクスト株式会社 
高見株式会社 
株式会社タスク・フォース  
タマホーム株式会社  
株式会社地域新聞社  
チロルチョコ株式会社  
株式会社ディアーズ・ブレイン 
株式会社D2C 
株式会社DYM  
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ  
ディップ株式会社  
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社  
株式会社テレビ東京  
株式会社デンソー 
株式会社電通  
株式会社東急エージェンシー 
東京海上日動火災保険株式会社 
株式会社日テレITプロデュース 
株式会社ニトリ  
日本アイ・ビー・エム株式会社 
日本オラクル株式会社 
日本GE株式会社 
日本生命保険相互会社 
日本テレビ放送網株式会社 
日本電気株式会社 
NTT研究所 
日本マクドナルド株式会社  
株式会社ネオキャリア  
株式会社ネットプロテクションズ  
株式会社ノバレーゼ  
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  
株式会社博報堂アイ・スタジオ  
株式会社パソナグループ  
パナソニック株式会社  
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本田技研工業株式会社  
株式会社マイクロアド  
株式会社マクロミル  
株式会社マッキャンエリクソン  
株式会社マルハン  
三井不動産株式会社  
三井不動産リフォーム株式会社  
株式会社mediba  
株式会社メンバーズ 
 ユニデン株式会社 
モーションビート株式会社 
株式会社 ライフネット生命保険 
株式会社 ライブレボリューション  
株式会社リクルート  
株式会社リクルートＨＲマーケティング 
株式会社リクルートエージェント  
レイス株式会社  
レバレジーズ株式会社  
株式会社レプロエンタテインメント  

株式会社パラドックス・クリエイティブ  
阪急電鉄株式会社  
株式会社阪急阪神百貨店  
株式会社バンタン  
東日本電信電話株式会社 
株式会社日立製作所  
株式会社日立ソリューションズ  
株式会社表現 
株式会社ブライダルプロデュース  
株式会社Plan・Do・See  
フリュー株式会社  
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 
株式会社ベインキャリージャパン  
株式会社ベクトル 
ヘンケルジャパン株式会社 
株式会社ポイント  
株式会社ホワイト・ベアーファミリー  
 
 
 
 

【選定基準】 
2012年7月31日時点で公開されている1360の法人の新卒採用Facebookページを調査し、 
①2011/10/1～2012/5/31の期間において、平均月4回以上の投稿をしている  
②いいね！数400以上  
③投稿の半数以上がオリジナル投稿（リクナビ連携、ブログ連携、Twitter連携による自動投稿ではない）となっている  
①～③の条件をすべて満たしたFacebookページをノミネート。 

マーケティング部門 
コミュニケーション部門ノミネート一覧② 

   全121社 
（五十音順・敬称略） 


