
順位 業界 企業名 順位 業界 企業名

1 輸送用機器 トヨタ自動車 51 商社（総合） 三井物産

2 IT・ソフトウェア グーグル 52 新聞･放送･広告 日本テレビ

3 電気機器 ソニー 53 ゲーム関連 バンダイ

4 IT・ソフトウェア アマゾンジャパン 54 食品 ロッテ

5 運輸 ANA(全日本空輸) 55 食品 サントリーホールディングス

6 ゲーム関連 任天堂 56 医薬品･化粧品･トイレタリー 花王

7 運輸 JAL(日本航空) 57 商社（総合） 住友商事

8 電気機器 パナソニック 58 保険 東京海上日動火災保険

9 IT・ソフトウェア 楽天 59 教育 ベネッセコーポレーション

10 レジャー・アミューズメント オリエンタルランド 60 精密機器 村田製作所

11 食品 江崎グリコ 61 精密機器 ＴＤＫ

12 ホテル・旅行・ブライダル エイチ･アイ･エス(H.I.S.) 62 電気機器 京セラ

13 保険 日本生命保険 63 IT・ソフトウェア 日本マイクロソフト

14 運輸 JR東日本(東日本旅客鉄道) 64 通信 ＮＴＴドコモ

15 医薬品･化粧品･トイレタリー 資生堂 65 ホテル・旅行・ブライダル インターコンチネンタル東京ベイ

16 新聞･放送･広告 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ 66 化学 旭化成

17 IT・ソフトウェア ヤフー 67 食品 ヤクルト本社

18 IT・ソフトウェア 富士通 68 芸能・エンタメ エイベックス

19 輸送用機器 Honda(本田技研工業) 69 食品 カルビー

20 IT・ソフトウェア ＺＯＺＯ 70 不動産 三菱地所

21 食品 雪印メグミルク 71 新聞･放送･広告 NHK(日本放送協会)

22 ホテル・旅行・ブライダル JTBグループ 72 銀行 三菱ＵＦＪ銀行

23 IT・ソフトウェア ＬＩＮＥ 73 精密機器 キヤノン

24 新聞･放送･広告 電通 74 食品 森永製菓

25 新聞･放送･広告 サイバーエージェント 75 専門店 ヨドバシカメラ

26 通信 ソフトバンク 76 繊維・アパレル 東レ

27 運輸 JR東海(東海旅客鉄道) 77 レジャー・アミューズメント サンリオ

28 輸送用機器 デンソー 78 スーパー･流通･百貨店 ジェイアール西日本伊勢丹

29 ゲーム関連 スクウェア・エニックス 79 銀行 みずほフィナンシャルグループ

30 運輸 JR西日本(西日本旅客鉄道) 80 銀行 三井住友銀行

31 ゲーム関連 Ｃｙｇａｍｅｓ 81 電気機器 日立製作所

32 医薬品･化粧品･トイレタリー コーセー 82 スーパー･流通･百貨店 万代

33 芸能・エンタメ ソニー・ミュージックエンタテインメント 83 スーパー･流通･百貨店 イオン

34 電気機器 東芝 84 政府系その他団体 国立病院機構

35 電気機器 Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ 85 その他サービス ＧＭＯリサーチ

36 出版 集英社 86 OA関連・文具 コクヨ

37 食品 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) 87 輸送用機器 ヤマハ

38 フードビジネス スターバックスコーヒージャパン 88 人材サービス 学情

39 ホテル・旅行・ブライダル 横浜グランドインターコンチネンタルホテル 89 医薬品･化粧品･トイレタリー 小林製薬

40 不動産 大東建託グループ 90 通信 NTT西日本(西日本電信電話)

41 輸送用機器 日産自動車 91 食品 日清食品

42 芸能・エンタメ アミューズ 92 商社（総合） 豊田通商

43 商社（総合） 伊藤忠商事 93 IT・ソフトウェア エヌ・ティ・ティ・データ

44 物流・倉庫 日本郵便 94 信販･クレジット･その他金融 ジェーシービー

45 繊維・アパレル ワールドグループ 95 ゲーム関連 セガゲームス

46 商社（総合） 三菱商事 96 新聞･放送･広告 テレビ朝日

47 芸能・エンタメ カヤック 97 情報・調査・コンサルティング UTグループ

48 精密機器 キーエンス 98 情報・調査・コンサルティング トランスコスモス

49 医薬品･化粧品･トイレタリー ポーラ 99 出版 講談社

50 食品 カゴメ 100 通信 ＫＤＤＩ

　≪株式会社学情　調査≫
【日本初】20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」と2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」比較

20代若手社会人が選ぶ「転職人気企業ランキング」 20代若手社会人が選ぶ「転職人気企業ランキング」

【日本初】20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」と2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」の比較を実施。同じ20代でも、社会人経験者と学生では、異なる傾向が見えてきまし
た。社会人として経験を積み、成長性の高い業界や社会のニーズへの見識が広がっているからこそ、「消費者」としてではなく「働き手」として企業のことを見ていると思われます。

①20代若手社会人には、今後も成長が見込まれる企業が人気。
　「20代若手社会人が選ぶ転職人気企業ランキング」総合1位は、「自動車をつくる会社」から、「モビリティカンパニー」にモデルチェンジすることを発表したトヨタ自動車。携帯キャリア
への参入が決まった9位の楽天、リニア中央新幹線の計画を進める27位のJR東海など、大手でありながら新たな事業にチャレンジしている企業が人気を集めています。また、2位の
グーグルや3位のソニー、4位のアマゾンジャパンなど、AIやIoTへの対応を進めるITソフトウェアや電気機器業界の企業が上位10社のうち半数を占める結果となりました。

②2020卒学生は安定志向が強まる。
　一方で、「2020卒就職人気企業ランキング」1位は6年ぶりに伊藤忠商事が返り咲く結果に。朝型勤務などの働き方改革を積極的に取り組んでいる企業という印象が強く、テレビCM・
新聞広告などでの広報戦略や「働き方改革」などのイメージ戦略が功を奏しました。10位に入ったソニーミュージックグループを筆頭に、芸能・エンタメ業界の企業も人気を集めました。
ライブやエンタメ市場が1年間で1.5倍に拡大した状況を反映していると考えられます。また41位の東京都、80位の大阪府のように、地方自治体が躍進。働き方を重視する学生の志向
性に加え、民間企業のスケジュールが事実上早まったことが、公務員試験との併願を可能にし、票を集めたと考えられます。

③20代若手社会人は「スキルを身に付け活躍の場を広げること」を重視する傾向。
　学生は、直近の報道やテレビCMなどで見る企業イメージや選考スケジュールの影響を受けやすく、20代の若手社会人は、「企業の成長性」や「成長している業界で経験を積むこと」
を重視していると考えられます。社会人経験を積み自信をつけているからこそ、スキルを身に付け活躍の場を広げたいという意欲を持つ人が多いという、20代若手社会人の志向性が
見える結果となりました。
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【日本初】20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」と2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」比較

順位 業界 企業名 順位 業界 企業名

1 商社（総合） 伊藤忠商事 51 商社（総合） 三井物産

2 食品 味の素 52 IT･ソフトウェア Sky

3 旅行・ホテル・ブライダル JTBグループ 53 食品 日本ハム

4 レジャー・アミューズメント オリエンタルランド 54 IT･ソフトウェア 楽天

5 運輸 ANA(全日本空輸) 55 レジャー・アミューズメント ナムコ

6 旅行・ホテル・ブライダル エイチ･アイ･エス(H.I.S.) 56 食品 伊藤園

7 商社（総合） 丸紅 57 新聞･放送･広告 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ

8 食品 アサヒ飲料 58 食品 日清食品グループ

9 印刷関連 大日本印刷(DNP) 59 電気機器 ソニー

10 芸能・エンタメ ソニーミュージックグループ 60 銀行 ゆうちょ銀行

11 商社（総合） 三菱商事 61 食品 山崎製パン

12 医薬品･化粧品･トイレタリー 資生堂 62 政府系その他団体 全国農業協同組合連合会(JA全農)

13 出版 講談社 63 食品 ハウス食品

14 出版 KADOKAWA 64 旅行・ホテル・ブライダル 日本旅行

15 食品 アサヒビール 65 保険 住友生命保険

16 食品 カゴメ 66 出版 小学館

17 食品 森永製菓 67 住宅 一条工務店

18 食品 ロッテグループ 68 旅行・ホテル・ブライダル Plan・Do・See

19 運輸 JAL(日本航空) 69 商社（専門） 三菱食品

20 運輸 JR東日本(東日本旅客鉄道) 70 化学 旭化成グループ

21 食品 森永乳業 71 住宅 積水ハウス

22 不動産 森ビル 72 銀行 みずほフィナンシャルグループ

23 食品 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) 73 住宅 LIXIL(リクシル)

24 旅行・ホテル・ブライダル 近畿日本ツーリスト 74 情報･調査･コンサルティング トランスコスモス

25 食品 キッコーマン 75 電気機器 パナソニック

26 IT･ソフトウェア アマゾンジャパン 76 商社（総合） 双日

27 医薬品･化粧品･トイレタリー コーセー 77 食品 カルビー

28 出版 集英社 78 専門店 良品計画

29 スーパー･流通･百貨店 イオングループ 79 その他サービス ぴあ

30 医薬品･化粧品･トイレタリー 花王 80 政府系その他団体 大阪府

31 食品 雪印メグミルク 81 情報･調査･コンサルティング NTTデータ

32 食品 キユーピー 82 旅行・ホテル・ブライダル ミリアルリゾートホテルズ

33 芸能・エンタメ エイベックス 83 不動産 東急不動産

34 芸能・エンタメ アミューズ 84 食品 江崎グリコ(グリコグループ)

35 輸送用機器 トヨタ自動車 85 銀行 りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行)

36 不動産 三井不動産 86 芸能・エンタメ ホリプロ

37 食品 キリン 87 銀行 三井住友銀行

38 繊維･アパレル ワコール 88 政府系その他団体 京都府

39 運輸 JR西日本(西日本旅客鉄道) 89 芸能・エンタメ 東映

40 芸能・エンタメ 東宝 90 証券 みずほ証券

41 政府系その他団体 東京都 91 輸送用機器 デンソー

42 食品 サントリーホールディングス 92 スーパー･流通･百貨店 髙島屋

43 教育 ベネッセコーポレーション 93 住宅 旭化成ホームズ

44 印刷関連 凸版印刷 94 政府系その他団体 福岡県

45 商社（専門） 伊藤忠食品 95 住宅 大東建託グループ

46 商社（総合） 住友商事 96 保険 東京海上日動火災保険

47 銀行 三菱UFJ銀行 97 住宅 日本ハウスホールディングス

48 運輸 JR東海(東海旅客鉄道) 98 スーパー･流通･百貨店 そごう･西武

49 機械 DMG森精機 99 IT･ソフトウェア LINE

50 芸能・エンタメ ポニーキャニオン 100 人材サービス 学情

■参考■

2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」 2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」

＜調査概要＞20代若手社会人が選ぶ「転職人気企業ランキング」
・調査対象 :20～29歳男女
・調査方法
（1）Re就活登録者へE-MAILにて告知。Web入力フォームによる回収。
（2）ネットリサーチ会社を利用した調査。Web入力フォームによる回収。
（3）弊社主催のイベント来場者への紙によるアンケート調査及び回収。

・調査期間：2018年11月7日（水）～12月31日（月）
・回答方法 ：自由記入式（最大5社）＋選択式（最大5社）
・有効回答数：654名

■「Ｒｅ就活」https://re-katsu.jp
既卒・第二新卒や4～7年の社会人経験を積んだヤングキャリアをメインターゲットに
した、日本で唯一の[20代専門]転職サイト。20代が求めるOne to Oneコミュニケー
ションを実現する「ダイレクトスカウト」機能や最新の「AI」機能で、20代の若手人
材を求める優良企業と、意欲の高い若手人材のマッチングをサポートします。累計掲
載社数は10,000社、登録会員約100万名のうち92.5％が20代。

＜調査概要＞2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」
・調査対象：2020年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
・調査方法
（1）あさがくナビ登録学生へE-MAILにて告知。Web入力フォームによる回収。
（2）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによる回収。

・調査期間：2018年12月1日（土）～2019年3月7日（木）
・回答方法：選択式（最大5社）
・有効回答：9,482名

■「あさがくナビ（朝日学情ナビ）」https://www.gakujo.ne.jp/2020/
朝日新聞社とともにコンテンツを提供する、[日本最大級]のダイレクトリクルーティ
ングサイト。 [日本最大級]の合同企業セミナー「就職博」との連動により、今まさに
応募先を探す学生にアプローチを実現。「ダイレクトスカウト」機能や最新の「AI」
機能で、来社・内定承諾につながる母集団形成をサポートします。掲載社数は2,564
社、登録学生数約40万名。


