
企業の最新動向がわかる
対活 策就

～情報を制する者が就活を制す～

人気企業は毎年たくさんの特許・商標を
出願しています。実は、これらを分析すると、
人気企業の注目キーワードがわかるのです！

本書は、人気企業の注目キーワードが満載！
注目キーワードをネット検索して、ライバル
に差を付けろ！
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１．はじめに
本書には人気企業が最近取り組んでいる技術や商品・サー
ビスのキーワードが満載です。

これらのキーワードは、企業の研究開発や戦略⽴案の場⾯
で実際に利⽤される、各社の特許データ、商標データを分
析して抽出しています。

これらのキーワードは、企業の採用担当者が重視する「志
望動機」に使えます。採⽤担当者に響く志望動機を考える
のは大変です。しかし、その企業が最近取り組んでいる技
術やサービスのキーワードを知ることができれば、それを
起点にして⾃分の志望動機を具体的に落とし込むことがで
きます。

また、本書は企業研究としても最適です。本書では、企業
の最近の技術や商品・サービスのキーワードばかりでなく、
企業が日頃関係を密にしているパートナー企業や大学など
も知ることができます。インターネットで調べれば、企業
がニュースリリースを出していることがあり、パートナー
と何をやっているのかを具体的に知ることができます。

さらに、本書では企業のグローバル度も知ることができま
す。グローバルに活躍したいと思っても、企業がどれだけ
海外に⼒を⼊れているかを知るには限界があります。本書
では定量的な数字でその度合いを知ることができます。

就活生のみなさんが、本書を活⽤し、希望する企業から内
定を勝ち取り、充実した社会人生活のスタートが切れるこ
とを願ってやみません。



２．本書の使い方 〜具体的な活用事例〜

（１）Ａさんの場合（トヨタ⾃動⾞）

下図にトヨタ⾃動⾞の最新の発明の注目キーワードの抜粋
を示します（2018年⼊社対応版）。難しそうなキーワー
ドもありますが、すべてを理解したり、調べたりする必要
はありません。⾃分が興味を持ったキーワードのみに着目
して、それをインターネットで調べてみましょう。例えば、
「運転支援装置」に興味を持ったとします。

「トヨタ⾃動⾞ 運転⽀援装置」でネット検索してみると、
衝突回避など、トヨタの安全に関わる最新技術の情報がた
くさん出てきます。⾃動運転に向けて、トヨタが2016年1
月にMIT、スタンフォード大などと人工知能を研究する子
会社を設⽴したという情報もあります。
以上を踏まえ、次のような志望動機があるかもしれません。



２．本書の使い方 〜具体的な活用事例〜

（１）Ａさんの場合（トヨタ⾃動⾞）

＜トヨタ⾃動⾞の志望動機の⼀例＞
-----------------------------------------------------------
私は貴社の運転支援システムを世界に広めることで、先進
国が今後、本格的に直⾯する高齢化社会に貢献したいと考
えています。

私の⽗の実家は⼭形の⽥舎にあり、祖⽗⺟が暮らしていま
す。公共の交通機関がないため、買い物や病院に⾏くとき
には必ず祖⽗が⾞を運転しなければなりません。高齢者が
運転をするには、運転支援システムが欠かせません。海外
であればもっと深刻な問題です。近い将来、⾃動運転が実
現すれば、高齢者がより安全で安⼼に買い物や病院に⾏け
るようになります。

貴社は⾃動運転に向けてMIT、スタンフォード大などと人
工知能を研究する子会社を設⽴するなど先進的に研究開発
を進めています。運転支援システムに精⼒的に取り組んで
おられる貴社で、高齢化社会を⽀える重要な⾃動⾞を世界
中に提供していきたいと考えております。

仮に⼊社できた際には、マーケティングの部署にて、先進
国の高齢者が悩んでいる実態について調査し、より安全で
安⼼な運転支援システムの実現に貢献したいと考えており
ます。
-----------------------------------------------------------



２．本書の使い方 〜具体的な活用事例〜
（２）Ｂさんの場合（三菱東京ＵＦＪ銀⾏）

下図に三菱東京ＵＦＪ銀⾏の最新の製品・サービスの注目
キーワードの抜粋を示します（2018年⼊社対応版）。
難しそうなキーワードもありますが、すべてを理解したり、
調べたりする必要はありません。⾃分が興味を持ったキー
ワードのみに着目して、それをインターネットで調べてみ
ましょう。例えば、「Innovation Lab」に興味を持った
とします。

「三菱東京ＵＦＪ銀⾏ Innovation Lab」でネット検索
してみると、三菱東京ＵＦＪ銀⾏がオープンイノベーショ
ンの推進・加速を目的として「イノベーションラボ」開設
という情報があります。さらに三菱東京ＵＦＪのイノベー
ションへの取り組みを調べると、Finance（⾦融）と
Technology（技術）を合成したFinTech（フィンテック）
という造語があり、ICTを活⽤した新発想の⾦融サービス
に注⼒していることがわかります。また、日本初「
FinTech Challenge」ハッカソン（プログラム開発やサー
ビス考案を競う）というイベントを開催したようです。



２．本書の使い方 〜具体的な活用事例〜

（２）Ｂさんの場合（三菱東京ＵＦＪ銀⾏）

＜三菱東京ＵＦＪ銀⾏の志望動機の⼀例＞
-----------------------------------------------------------
私が貴⾏を志望する理由は、FinTechに取り組むベンチャ
ー企業の成⻑を⽀え、⾦融のイノベーションに貢献したい
からです。

私は大学3年のときにITベンチャーでインターンの経験を
しました。そこでITには無限の可能性があることを知りま
した。特に⾦融業界は、イノベーションの宝庫であると感
じました。また、イノベーションには知恵と資⾦が必要と
いうのも実感しました。その時から、⾃分が銀⾏の⽴場で、
⾦融の知恵と資⾦の橋渡しをすることに興味を持つように
なりました。

貴⾏は日本で初めてハッカソンと呼ばれるFinTechイベン
トを⾏ったり、Innovation Labを開設するなど、⾦融の
イノベーションに精⼒的に取り組んでおられます。貴⾏で
なら、FinTechに取り組むベンチャー企業が成功するため
のパートナーになれると考え、貴⾏を志望しております。
-----------------------------------------------------------



３．コンテンツの説明
■発明の注目キーワード
企業が取り組む最新の研究開
発動向を示すキーワードが掲
載されています。今や、既存
のビジネスだけで生き残れる
企業はほとんどないと言って
いいでしょう。そのため、各
社は、いろいろな新規事業を
模索しています。志望企業で、
あなたの興味のある分野が⾒
つかるかもしれません。この
章は、各社の特許データを分
析し、作成しています。

■製品・サービスの
注目キーワード

企業が最近リリースした、も
しくは、これからリリースす
る製品・サービス名が掲載さ
れています。新しい製品やサ
ービスを知ることで、企業の
具体的な取り組みが分かりま
す。意外な製品のシリーズが
分かったり、次に狙っている
ターゲット市場が⾒えてきた
りします。この章は、各社の
商標データを分析し、作成し
ています。

（具体性の高いキーワードを中⼼に抽出 / いずれも公開日基準）

１．注目キーワードで、最新情報を知ろう！

■発明の注目キーワード 特許

 ●液体洗浄剤 ●口腔⽤組成物 ●液体浴⽤剤組成物 ●食
器洗い⽤液体洗浄剤 ●毛髪洗浄剤組成物 ●頭皮洗浄⽤ブ
ラシ ●⻭⽛⽤貼付シート ●⾃⼰発泡性⻭磨剤 ●マイクロ
ニードル製剤 ●デオドラント組成物 他

 ●口腔⽤組成物 ●液体洗浄剤 ●⻭磨組成物 ●食器洗い
機⽤液体洗浄剤 ●浴室⽤防カビ燻煙剤組成物 ●液体柔軟
剤組成物 ●浴室⽤防カビ燻煙装置 ●脂質異常症 ●マイク
ロカプセル ●乳化系毛髪化粧料 他

 ●口腔⽤組成物 ●食器洗い機⽤洗浄剤 ●⻭磨剤組成物 ●
⻭ブラシ ●ナノエマルション粒子 ●皮膚洗浄剤組成物 ●プ
レシャンプー型毛髪処理剤組成物 ●燻煙型殺⾍剤 ●導電性
基板 ●台所⽤液体洗浄剤 他

2016年

2015年

2014年

で「気になる発明キーワード」　　ライオン

ライオン株式会社 2018年⼊社対応版

検索

最近はこんな取り組みをしているの

か･･･、気になるキーワードで検索だ！

（いずれも公開日基準にて抽出）

■製品・サービスの注目キーワード

＜主⼒事業関連＞

＜近年急増している分野＞

①洗浄剤，化粧品

②薬剤，サプリメント

 ●⻭⼒佳 ●ﾑｼ⻭ﾌﾟﾗｰｸ ●ｽﾌﾟﾗｯｼｭｼﾄﾗｽﾐﾝﾄ SPLASH CITRUS MINT ●
NONIO ﾉﾆｵ ●漂白科学 ●ﾆｵｲ科学 ●口臭科学 ●YASAI KIREI 野菜ｷﾚｲ
他

「気になる製品・サービスキーワード」　　ライオン で

 ●緑花のﾁｶﾗ ●赤のﾁｶﾗ ●ｽﾏｲﾙｻﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ ●THE ﾒﾃﾞｨｶﾙ ●ODBAN ｵﾄﾞ
ﾊﾞﾝ ●ﾆｵｲ科学 ●消臭科学 ●蒼明感 他

①加⼯機械，原動機（陸上の乗物用のものを除く。）その他の機械
 ●ﾃﾞﾝﾄﾍﾙｽ ●HARETA ﾊﾚﾀ ●HARERINA ﾊﾚﾘｰﾅ ●晴れ晴れ洗濯 ﾊﾚﾊﾞﾚ
洗濯 ●ごきげん洗濯 ●浮き浮き洗濯 ｳｷｳｷ洗濯 他

②雑誌・新聞等の印刷物，紙，事務用品

商標

 ●ﾃﾞﾝﾄﾍﾙｽ ●かつおぶた ●一石三鳥のかつおぶた ●一石三鳥のおとし
ぶた ●ﾌｪﾙﾄﾀｲﾌﾟ ●ｼｬﾜｰｼｰﾄ 他

ライオン株式会社 2018年⼊社対応版

検索

これが、新製品・新サービスの名称ね。

内容を理解して、自分の話と重ねられれば、

面接受け間違いなしね！



３．コンテンツの説明
■パートナー戦略を知ろう
企業は、単独でビジネスを⾏
うことは困難です。多くの場
合、ビジネスパートナー企業
が存在しています。志望企業
のビジネスパートナー企業は
一体どこでしょうか。それを
知ることで、企業の本当の姿
が浮かび上がってくることで
しょう。ぜひビジネスパート
ナー企業の企業研究もしてみ
てください。この章は、各社
の特許データを分析し、作成
しています。

■グローバル戦略を知ろう
志望企業のビジネスは、国内
だけで⾏われているでしょう
か。それともグローバルに展
開されているでしょうか。グ
ローバルと言っても、欧米中
⼼ですか。それともアジアに
大きく広げているでしょうか。
最新の研究開発の成果を、ど
この地域に広げようとしてい
るのかを知ることはとても重
要です。この章は、各社の特
許データを分析し、作成して
います。

（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

大日本印刷株式会社 2

学校法人⽴命館 1

株式会社サンエー化研 1

8

「気になるパートナー名」　　ライオン で

9

10 公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所 1

7

特許■パートナー

2

キリン株式会社

株式会社吉野工業所 7

アークレイ株式会社 3

株式会社大林組 3

ライオン株式会社 2018年⼊社対応版

1

2

3

2

２．パートナー戦略を知ろう！

No. 社名 件数

4

5

6

一方社油脂工業株式会社 3

株式会社アリエ

検索

気になるパートナー名で検索すれば、

関連ニュースが見つかるかも！

（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

2 125

特許

23

6 16

3 34

4 33

No. 国名 件数

中国

韓国

米国

欧州

台湾

フィリピン

シンガポール

香港

マレーシア

オーストラリア

9 1

10 1

7 4

8 4

5

1 130

特許

■国別展開

■グローバル度
３．グローバル戦略を知ろう！
ライオン株式会社 2018年⼊社対応版

25%

75%

外国出願している件数

外国出願していない件数

これらの国や地域を重

視しているんだね。



３．コンテンツの説明
■参考資料①
参考情報として、以下の収録
があります。

■各社の特許出願件数の推移

■各社の発明者数の推移

■参考資料②
参考情報として、以下の収録
があります。

■各社の発明者（実名）の
特許出願ランキング

■各社のコーポレート
スローガン

（公開日基準にて集計）

（公開日基準にて集計）

6

特許

■発明者数の推移

■出願件数の推移

参考資料①
ライオン株式会社 2018年⼊社対応版
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（公開日基準にて集計）

（同社ホームページより）

ライオン株式会社 2018年⼊社対応版

■コーポレートスローガン

今日を愛する。

■発明者の出願件数ランキング（直近3年）

参考資料② 特許

0 5 10 15 20 25

小倉 英史
加藤 啓育
橋本 亮

石田 和裕
高原 啓也
⿊川 貴⾏
江川 直⾏
小倉 弘嗣
横幕 敦司

橋本 恵美子



楽天株式会社

このサンプルレポートは2018年⼊社対応版です。

〜⼈気企業の注目キーワード 2018年⼊社対応版〜



（具体性の高いキーワードを中心に抽出 / いずれも公開日基準）

 ●動画処理⽅法 ●ユーザインタフェース⽅法 ●画像処理⽅法
●ポイントシステム ●ポイント管理装置 ●コーパス⽣成⽅法
及びコーパス⽣成プログラム ●認証⽅法 ●電子商取引システ
ム ●レース情報出⼒システム ●オンラインショッピングモー
ル 他

 ●コンテンツ配信システム ●辞書⽣成装置 ●通信制御⽅法
●情報処理装置⽤プログラム ●決済システム ●中継プログラ
ム ●⾐服画像処理システム ●動画⽣成装置 ●商品画像処理⽅
法 ●色決定システム 他

 ●画像処理装置 ●ポイントシステム ●決済モジュール ●ポ
イント管理装置 ●情報提供プログラム ●申込受付システム ●
関連語登録⽅法 ●座席管理システム ●チケット処理システム
●オークション装置 他

2016年

2015年

2014年

で「気になる発明キーワード」　　楽天

１．注目キーワードで、最新情報を知ろう！

1楽天株式会社

■発明の注目キーワード 特許

検索

最近はこんな取り組みをしているの

か･･･、気になるキーワードで検索だ！



（いずれも公開日基準にて抽出）

 ●R Rakuten O-net ●R Rakuten O-net ●Marry Me ●楽天ID
Connect ●R O-net ●楽 天O-net R 他

商標■製品・サービスの注目キーワード

＜主⼒事業関連＞

＜近年急増している分野＞

①広告，ショッピングモール，求⼈情報の提供

②電子応用機械器具及びその部品，ソフトウェア，電気通信機械器具

 ●R Edy ●R 楽天薬局 ●Raxy ●ﾏﾏ割 ●R Crimson FM ●R Rakuten
Global Express ●VISUAL JAPAN SUMMIT ●VISUAL JAPAN 他

「気になる製品・サービスキーワード」　　楽天 で

 ●R Edy ●R ebates ●R Rakuten O-net ●R Rakuten O-net ●ｽﾛｯﾄ☆
ﾊﾟｰﾃｨ SLOT PARTY ●dotconf-assist ●VISUAL JAPAN SUMMIT ●
VISUAL JAPAN 他

①輸送，こん包，保管，旅⾏の⼿配他
 ●R 楽天薬局 ●R Rakuten Global Express ●R ﾗｸﾊﾟ Rakuten Parking
●そら楽 ●R Sora ●まち でんき 他

2楽天株式会社

②冠婚葬祭に係る役務，警備，法律事務

検索

これが、新製品・新サービスの名称ね。

内容を理解して、自分の話と重ねられれば、

面接受け間違いなしね！



（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

1

2

3

1

3楽天株式会社

２．パートナー戦略を知ろう！

No. 社名 件数

4

5

6

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 2

株式会社野村総合研究所 2

インターデイジタル  パテント  ホールディングス
インコーポレイテッド

日本電気株式会社 6

株式会社ＪＶＣケンウッド 4

ＮＥＣカシオモバイルコミュニケーションズ株式会
社

2

特許■パートナー

ーーー

ーーー

ーーー

8

「気になるパートナー名」　　楽天 で

9

10 ーーー

7

検索

気になるパートナー名で検索すれば、

関連ニュースが見つかるかも！



（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

特許

■国別展開

■グローバル度

楽天株式会社

３．グローバル戦略を知ろう！
4

米国

台湾

欧州

中国

韓国

カナダ

オーストラリア

ブラジル

イスラエル

アルゼンチン

9 5

10 4

7 11

8 10

5

1 366

2 207

特許

58

6 28

3 147

4 71

No. 国名 件数

92%

8%

外国出願している割合

外国出願していない割合

これらの国や地域を

重視しているんだね。



（公開日基準にて集計）

（公開日基準にて集計）

特許

楽天株式会社 5

■発明者数の推移

■出願件数の推移

参考資料①
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（公開日基準にて集計）

（同社ホームページより）

■コーポレートスローガン

イノベーションを通じて、人々と社会をエ
ンパワーメントする

■発明者の出願件数ランキング（直近3年）

6楽天株式会社

参考資料② 特許

0 10 20 30 40 50

益子 宗
江村 禎昭
⾚⿅ 秀樹
山原 久範
平野 廣美
岩淵 志学
林 靖之
岡部 誠

詫間 亮平
尾内 理紀夫



サントリーホールディングス株式会社
このサンプルレポートは2018年⼊社対応版です。

〜⼈気企業の注目キーワード 2019年⼊社対応版〜



（具体性の高いキーワードを中心に抽出 / いずれも公開日基準）

１．注目キーワードで、最新情報を知ろう！

1サントリーホールディングス株式会社

■発明の注目キーワード 特許

 ●果実酒 ●透明飲料 ●果実フレーバー ●ビールテイスト飲
料 ●ノンアルコール ●ビールテイストアルコール飲料 ●低ア
ルコール飲料 ●果汁含有アルコール飲料 ●アセプティック充
填⽤ボトル ●高エネルギー飲料 他

 ●ビールテイスト飲料 ●コーヒー飲料 ●ノンアルコール ●
⾃動倉庫 ●ケルセチン配糖体 ●チューハイ飲料 ●焙煎コー
ヒー豆 ●樹脂被覆コルク栓 ●浸漬酒 ●柑橘類果実 他

 ●ビールテイスト飲料 ●蒸留酒 ●プリフォーム供給装置 ●
セサミン類 ●炭酸コーヒー飲料 ●バニリン ●飲料抽出装置
●植栽装置 ●ノンアルコール飲料 ●プリフォームコンテナ搬
送システム 他

2016年

2015年

2014年

で「気になる発明キーワード」　　サントリーホールディングス 検索

最近はこんな取り組みをしているの

か･･･、気になるキーワードで検索だ！



（いずれも公開日基準にて抽出）

■製品・サービスの注目キーワード

＜主⼒事業関連＞

＜近年急増している分野＞

①ビールを除くアルコール飲料

②アルコールを含有しない飲料，ビール

 ●KITCHEN ●ROKU ●ROKUMI ●SuNTORY WHISKY THE FOuNDING
HOuSE OF JAPANESE WHISKY EST.1923 ●梅酒 SUNTORY UMESHU
Plum liqueur matured in the toasted cask in YAMAZAKI ●ﾎﾑﾊﾟ ●
SUNTORY WINE ON ICE ●こんばんﾜｲﾝ 他

「気になる製品・サービスキーワード」　　サントリーホールディングス で

 ●German Pearl Dry ｼﾞｬｰﾏﾝﾊﾟｰﾙﾄﾞﾗｲ ●ﾌﾟﾚﾐｱﾑ超達人店 The PREMIUM
MALT'S SunTORY ●ﾌﾟﾚﾐｱﾑ達人店 ●SunTORY 天然水のﾋﾞｰﾙ工場 ●
SUNTORY TOKYO CRAFT ●ｻﾝﾄﾘｰ ｺｰﾋｰﾛｰｽﾀﾘｰ ●ﾌﾟﾛﾃｸﾄ乳酸菌 ●千都の夢
他

①薬剤，サプリメント
 ●ﾎﾙﾓｱ ●ﾌﾟﾛﾃｸﾄ乳酸菌 ●KIWAMI GREENS 極 ●KIWAMI GREENS ●
CHA ｻﾝﾄﾘｰ 烏龍茶 ●芝⿇明 他

2サントリーホールディングス株式会社

②加⼯した植物性の⾷品（他の類に属するものを除く。），調味料
 ●ｻﾝﾄﾘｰ ｺｰﾋｰﾛｰｽﾀﾘｰ ●CHA ｻﾝﾄﾘｰ 烏龍茶 ●SUNTORY LATTE BASE ●
ご褒美ﾗﾃﾍﾞｰｽ ●DAI-JOB ●SunTORY 健康 飲料 NAVI 他

商標

検索

これが、新製品・新サービスの名称ね。

内容を理解して、自分の話と重ねられれば、

面接受け間違いなしね！



（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

独⽴⾏政法人農業・⾷品産業技術総合研究機構 2

内山工業株式会社 2

国⽴研究開発法人農業・⾷品産業技術総合研究機構 2

8

「気になるパートナー名」　　サントリーホールディングス で

9

10 国⽴⼤学法人⾦沢⼤学 2

7

特許■パートナー

1

2

3

2

3サントリーホールディングス株式会社

２．パートナー戦略を知ろう！

No. 社名 件数

4

5

6

紀伊産業株式会社 3

国⽴⼤学法人東北⼤学 3

澁谷工業株式会社

⼤日本印刷株式会社 8

株式会社吉野工業所 5

村田機械株式会社 4

検索

気になるパートナー名で検索すれば、

関連ニュースが見つかるかも！



（公開日が2014年以降のものを対象に集計）

1 190

2 159

特許

106

6 106

3 137

4 128

No. 国名 件数

欧州

中国

台湾

米国

韓国

オーストラリア

カナダ

シンガポール

ロシア連邦

香港

9 30

10 30

7 66

8 41

5

特許

■国別展開

■グローバル度

サントリーホールディングス株式会社

３．グローバル戦略を知ろう！
4

49%51%

外国出願している割合

外国出願していない割合

これらの国や地域を

重視しているんだね。



（公開日基準にて集計）

（公開日基準にて集計）

■発明者数の推移

■出願件数の推移

参考資料① 特許

サントリーホールディングス株式会社 5
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（公開日基準にて集計）

（同社ホームページより）

■発明者の出願件数ランキング（直近3年）

6サントリーホールディングス株式会社

参考資料② 特許

■コーポレートスローガン

水と生きる SUNTORY

0 5 10 15 20 25

横山 拓⼰
浅野 絵⾥⾹
指宿 大悟
栗原 暖
早川 智

千賀 芳紀
⼩林 俊也
⼩野 佳子
北升 優⾏
山本 祐美


