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「Job Creation 2015」受賞企業発表 

 

 

新日本有限責任監査法人（所在地：東京都千代田区、理事長：英公一）は、雇用創出効果の高い企

業を表彰する「Job Creation 2015」を11月6日に開催し、受賞企業を発表しました。 

この結果、2015年度の第1位は株式会社ネオキャリア、第2位はＵＵＵＭ株式会社、第3位は株式会社

グッドスタッフとなりました。 

弊法人は、雇用創出という観点で新興企業経営者を奨励し、その知名度の向上に寄与することで、よ

りよい社会の構築につなげることを目指しています。 

応募条件 

①今後の健全な成長が期待される企業であること 

②原則として2013年6月30日現在で未上場企業であること 

③業務実績が2年以上であること 

④大規模なリストラ等を2年以内に実施していないこと 

⑤上場企業のグループ会社ではないこと 

⑥本店所在地が日本国内であること 

⑦2年以内に労働基準監督署から重大な指摘を受けておらず、社会保険に加入し未払いがないこと 

 

ポイントの算定方法 

過去2年間の従業員（社保対象）増加数と増加割合を乗じて算定 

（※）本ランキングにおける従業員数は、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の被保険者数に基づく算出を予定しております。（国内

子会社含む） 

 

《Job Creation 2015に関するお問い合わせ》 

新日本有限責任監査法人 クライアントサービス本部 運営事務局： 荒井 

TEL： 03 3503 3495 ／ FAX： 03 3503 1532 

Email：info_jc@shinnihon.or.jp 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

ＥＹ Ｊａｐａｎ 

新日本有限責任監査法人  広報室 

東京都千代田区内幸町２－２－３ 日比谷国際ビル 

Tel: 03 3503 1037 / Fax: 03 3503 1041 



＜Job Creation 2015受賞企業＞ 

 

順位 会社名 代表者 Point 

1 株式会社ネオキャリア 西澤 亮一 5816.46 

2 ＵＵＵＭ株式会社 鎌田 和樹 2352.00 

3 株式会社グッドスタッフ 中野 知和 1733.33 

4 株式会社ＢＡＫＥ 長沼 真太郎 1332.00 

5 株式会社クラウドワークス 吉田 浩一郎 1320.00 

6 株式会社ビズリーチ 南 壮一郎 952.57 

7 株式会社ＦｉＮＣ 溝口 勇児 883.33 

8 ファイナンシャル・ジャパン株式会社 
小坂 直之 

木之下 純 
830.80 

9 株式会社ガイア 山口 隆 748.70 

10 ｆｒｅｅｅ株式会社 佐々木 大輔 664.13 

11 株式会社ＳＨＩＦＴ 丹下 大 641.29 

12 株式会社マーケットエンタープライズ 小林 泰士 568.36 

13 株式会社ビジネストータルマネージメント 吉田 悟 555.08 

14 レバレジーズ株式会社 岩槻 知秀 547.02 

15 株式会社デルタマーケティング 平井 健一 525.42 

16 株式会社Ｖｉｉｂａｒ 上坂 優太 511.50 

17 株式会社ＰＬＡＮ－Ｂ 鳥居本 真徳 480.48 

18 リノベる株式会社 山下 智弘 476.00 

19 リアルタイムメディア株式会社 上原 彩美 475.25 

20 株式会社ＺＵＵ 冨田 和成 380.00 

21 株式会社アイエスエフネット 渡邉 幸義 342.63 

22 株式会社エイトワン 大籔 崇 328.24 

23 株式会社フーモア 芝辻 幹也 321.17 

24 自然電力株式会社 
磯野 謙 

川戸 健司 

長谷川 雅也 
316.39 

25 Ｒｅｔｔｙ株式会社 武田 和也 306.67 

26 アジアクエスト株式会社 桃井 純 289.10 

27 株式会社ｗｉｚｐｒａ 今西 良光 272.00 

28 株式会社エクストリーム 佐藤 昌平 265.08 

29 株式会社リラク 江口 康二 251.43 

30 株式会社プレイド 倉橋 健太 240.00 



順位 会社名 代表者 Point 

31 株式会社Ｓｈｏｗｃａｓｅ Ｇｉｇ 新田 剛史 233.33 

32 株式会社フェイスネットワーク 蜂谷 二郎 232.27 

33 株式会社クライム 金井 修 220.04 

34 株式会社イグニス 銭 錕 216.00 

35 株式会社パートナーエージェント 佐藤 茂 211.45 

36 株式会社ルクサ 村田 聡 192.20 

37 株式会社グッドラックスリー 井上 和久 189.11 

38 株式会社リンクバル 吉弘 和正 187.00 

39 株式会社グッドパッチ 土屋 尚史 186.76 

40 株式会社アジアンリンク 田邊 克重 179.19 

41 株式会社アイモバイル 田中 俊彦 175.59 

42 スターフェスティバル株式会社 岸田 祐介 169.41 

43 ルビー・グループ株式会社 桑野 克己 169.13 

44 株式会社旅工房 高山 泰仁 166.81 

45 株式会社トライフォート 大竹 慎太郎 164.57 

46 ソーシャルワイヤー株式会社 矢田 峰之 158.67 

47 ベジタリア株式会社 小池 聡 158.57 

48 株式会社フリープラス 須田 健太郎 157.88 

49 株式会社Ｓｐｅｅｅ 大塚 英樹 154.76 

50 ＨＥＲＯＺ株式会社 
林 隆弘 

高橋 知裕 
153.39 

 

＜Job Creation 2015特別賞受賞企業＞ 

 

基準年度である2013年7月において社員数1ケタの企業にスポットライトを当てて、特別賞を設定いたし

ました。 

会社名 代表者 

株式会社カブク 稲田 雅彦 

株式会社ｓｐｉｃｅ ｌｉｆｅ 吉川 保男 

株式会社ＤＧ ＴＡＫＡＮＯ 高野 雅彰 

株式会社ＴＢＭ 山﨑 敦義 

トークノート株式会社 小池 温男 

ＮＡＮＡＲＯＱ株式会社 佐々木 慈和 

株式会社メドレー 瀧口 浩平 



会社名 代表者 

株式会社リノヴェ 柏木 陽佑 

株式会社ＬＯＣＵＳ 瀧 良太 

株式会社Ｌｏｃｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 篠塚 孝哉 

（50音順） 

 
調査(集計)結果や企業プロフィールについて 

本プログラムの調査(集計)結果や企業プロフィールは、企業からの回答に基づいてまたは企業からの回答を集計して反映したものであ

り、新日本有限責任監査法人及び他のＥＹメンバーファームが本プログラムで公表される情報の正確性や内容について何らかの意見

や見解を表明したり、保証するものではありません。また、本情報に誤謬がないことを保証するものでもありません。 


