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電通ジャパンネットワークの 
サステナビリティ推進への取り組み 

 
国内電通グループ会社約 130社で構成される「電通ジャパンネットワーク（Dentsu Japan Network）」
は、より良い社会へ貢献するために、サステナビリティ分野で各社の専門性を生かし、調査・分析の発
表、事業支援、教育支援など多様なソリューションを企業・社会へ提供しています。また、自社グルー
プとしてもグループの従業員一人一人の個性を尊重するとともに、環境、社会を対象にした活動に、グ
ローバルで積極的に取り組んでいます。このページでは下記の各分野に関する直近１年間のニュースリ
リースを中心とした各社発表の情報を取りまとめています。 
 
 

１． 調査・分析 
２． SDGs のガイドブック 
３． 企業・事業支援 
４． 自治体支援 
５． 教育支援 
６． 共同研究 
７． 電通グループの自社の取り組み 
８． 電通グループが取得した認証・表彰 
９． その他の活動 
１０． 電通ジャパンネットワーク各社の関連 URL 
  

(株)電通グループ ウェブサイト Headlinesへ戻る 

https://www.group.dentsu.com/jp/
https://www.group.dentsu.com/jp/
https://www.group.dentsu.com/jp/
https://www.group.dentsu.com/jp/
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１．調査・分析 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

電通 2021/04/26 
電通、第 4 回「SDGs に関する生活者調査」を
実施 

 

電通 2021/04/08 電通、「LGBTQ+調査 2020」を実施 
 

電通総研 2021/04/02 
電通総研、日本社会に対する人びとの実感を調
査 

 

電通沖縄 2021/03/29 
県内企業と県内大学生を対象に「SDGs 認知・
取組調査」を実施 

 
 

電通総研 2021/03/22 
電通総研と同志社大学、「世界価値観調査」分析
から浮かび上がった“日本の 9つの特徴”を発表 

 
 
 

電通 2021/03/22 電通、「エシカル消費 意識調査 2020」を実施 
 

電通総研 2021/03/02 
電通総研、ジェンダーに関する意識調査の結果
を発表 

 

電通 
電通総研 

2021/02/10 
電通と電通総研、ソーシャルメディア利用×ソ
ーシャルグッド意識の 5か国調査を実施 

 

電通 2021/01/20 
首都圏 1600 人対象「全国 51 都市ブランド調
査」を公表 

 
電通パブリ
ックリレー
ションズ 

2020/09/29 
企業広報戦略研究所が、全国生活者 1万人を対
象とした『2020 年度 ESG/SDGs に関する意識
調査』結果を発表 

 
 
 

電通グルー
プ 

2020/07/08 

電通イージス・ネットワーク社（現：電通イン
ターナショナル）が世界 22 カ国・地域を対象に
コロナ禍におけるデジタル化進展とそれに対
する意識調査を実施し、「デジタル社会指標
2020」として発表 

 

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0426-010367.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0426-010367.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0408-010364.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000420.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000420.html
https://www.dentsu-ok.co.jp/topics/210329/
https://www.dentsu-ok.co.jp/topics/210329/
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000414.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000414.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000398.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000398.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0210-010332.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0210-010332.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0120-010316.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0120-010316.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20200929.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20200929.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20200929.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000289.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000289.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000289.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000289.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000289.html
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電通 2020/04/27 第 3回「SDGsに関する生活者調査」を実施 
 
 
 

電通 2020/03/27 

電通シニアプロジェクト、「定年女子調査」を実
施 ―定年後も今の楽しい暮らしを継続するた
めには働き続けたい！ 新しいオトナ女子消費
の可能性も― 

 

電通アイソ
バー 

2020/03/30 日本の公共表示に学ぶグローバルシステム 
 

 

２．SDGsのガイドブック 
発表元 内容 関連するテーマ 

電通 
Team SDGs 

SDGs コミュニケーションガイド 
(6.7MB) PDF 

 

電通 
Team SDGs 

SDGs パッケージデザインガイド 
(6.8MB) PDF 

 
 

３．企業・事業支援 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

電通 2021/04/27 
電通、ESG経営支援領域でベクトルと業務提携
し、企業の SXを推進 

 

電通グループ 2021/04/21 
電通グループ、グローバル横断組織「dentsu 
health」を設立 

 

電通メディカ
ルコミュニケ
ーションズ 
電通ライブ 

2021/04/06 
多様化・高度化する医療・ヘルスケア領域のイ
ベントに対応するワンストップサービス
「Med-Liv（メッドリブ）」を提供開始  

電通 2021/04/06 

Z世代のインサイトから未来仮説を導き、 あら
ゆる企業活動のコンセプト開発を支援する
「Foresight Planning（フォーサイトプランニ
ング）」を提供開始 

 

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0427-010047.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0327-010037.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0327-010037.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0327-010037.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0327-010037.html
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-0330/
https://www.dentsu.co.jp/csr/team_sdgs/pdf/sdgs_communication_guide.pdf
https://www.dentsu.co.jp/csr/team_sdgs/pdf/sdgs_package_design.pdf
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0427-010369.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0427-010369.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000432.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000432.html
http://dentsu-mc.co.jp/pdf/Med-Liv_NEWS_0406.pdf
http://dentsu-mc.co.jp/pdf/Med-Liv_NEWS_0406.pdf
http://dentsu-mc.co.jp/pdf/Med-Liv_NEWS_0406.pdf
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0406-010363.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0406-010363.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0406-010363.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0406-010363.html
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ISID 2021/02/09 
従業員のコンディションを可視化するツール
「ウェルビーイングノート®」の提供開始 

 

電通 2021/01/29 
サークル支援を通じたZ世代向け採用ブランデ
ィングサービス 「サークルアップ」をリクー社
と共同開発  

電通パブリッ
クリレーショ
ンズ 

2020/12/21 
電通 PR、経済とブランディングの両面から企
業活動の社会的影響を分析、数値化する指標
「Social Impact Factor」を開発 

 

電通デジタル 2020/12/02 
デジタルネイティブ世代特化型マーケティン
グ専門チーム「YNGpot.」ブログ開設のお知ら
せ  

ISID 2020/11/27 
旭化成と農業データ流通基盤の実証実験を開
始 

 

電通 
電通テック 
ISID 

2020/11/16 
国内電通グループなど 7社合同で「SDGsビジ
ネスソリューション」の提供開始 

 

電通アイソバ
ー 

2020/09/25 
CX Design x Health Careを掲げ 患者視点のソ
リューションを生み出すCo-Creationプログラ
ム 新サービス「HACS（ハックス）」を提供開始  

電通 2020/09/11 
電通、音楽座ミュージカル、日本マンパワー 
業務提携のお知らせ 

 
 
 

４．自治体支援 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

電通西日本 2021/03/29 
電通西日本と広島市が地域のデジタル化等に
関する包括連携協定を締結 

 

VOYAGE 
GROUP 

2021/03/15 
VOYAGE MARKETING、自治体向けの業務改善
サービス「デジコ自治体サポート」を提供開始 

 

https://www.isid.co.jp/news/release/2021/0209.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2021/0209.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0129-010323.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0129-010323.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0129-010323.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20201221.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20201221.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20201221.html
https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2020/1202-000711/index.html
https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2020/1202-000711/index.html
https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2020/1202-000711/index.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1127.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1127.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1116-010281.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1116-010281.html
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-0925/
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-0925/
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-0925/
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0911-010131.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0911-010131.html
https://www.dentsu-west-j.co.jp/news/agreement_news
https://www.dentsu-west-j.co.jp/news/agreement_news
https://voyagegroup.com/news/press/01_20210315_01/
https://voyagegroup.com/news/press/01_20210315_01/
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電通西日本 2021/01/18 
地元企業による SDGsへの取り組み活性化プロ
ジェクト「TEAM HIROSHIMA SDGs」始動！ 

 

ISID 2020/12/25 
WEB アプリで広島被爆電車プロジェクトのラ
イブ配信+D60 を支援 

 

電通デジタ
ル 

2020/12/10 
地域活性化のカギは地元情報メディアにあり
「TOWN JOURNAL OMITAMA」の挑戦 

 

CCI 
VOYAGE 
GROUP 

2020/10/09 
内閣府「地域創生 SDGs 官民連携プラットフォ
ーム」に参画 

 

ISID 2020/08/26 
WEB アプリで広島被爆電車プロジェクトのラ
イブ配信を支援 

 

ISID 2020/01/07 
ブロックチェーン技術で地域農産品の生産履
歴と取引状況を可視化する、 スマート農業デ
ータ流通基盤「SMAGt」を開発  

 
 

５．教育支援 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

VOYAGE 
GROUP 

2021/03/15 
サポーターズ、「未来の“技”術者を“育”てる」技
育プロジェクトを開始 

 

電通 2020/12/24 
電通、名古屋大学、中日新聞社が包括的連携協
定を締結 

 

電通 2020/08/06 
電通、電通九州、九州大学、AtCoder、イマーゴ
が、「アルゴリズム思考」による高度 IT 人材の
育成に向け包括的な協定  

データアー
ティスト 

2020/01/08 
DA は在日モンゴル留学生会主催のスポーツ大
会にメインスポンサーとして協賛 

 

https://www.dentsu-west-j.co.jp/news/%E5%9C%B0%E5%85%83%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8Bsdgs%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-team-hiroshima-sdgs-%E5%A7%8B%E5%8B%95
https://www.dentsu-west-j.co.jp/news/%E5%9C%B0%E5%85%83%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8Bsdgs%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-team-hiroshima-sdgs-%E5%A7%8B%E5%8B%95
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1225.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1225.html
https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2020/1210-000720/index.html
https://www.dentsudigital.co.jp/topics/2020/1210-000720/index.html
https://www.cci.co.jp/news/2020_10_09/01-26/
https://www.cci.co.jp/news/2020_10_09/01-26/
https://www.isid.co.jp/case/project/2020hiroshima.html
https://www.isid.co.jp/case/project/2020hiroshima.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0107.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0107.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0107.html
https://voyagegroup.com/news/press/01_20210315_02/
https://voyagegroup.com/news/press/01_20210315_02/
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1224-010313.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1224-010313.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0806-010118.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0806-010118.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0806-010118.html
https://www.data-artist.com/news/p20200108.html
https://www.data-artist.com/news/p20200108.html
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６．共同研究 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

ISID 2021/02/25 
高齢者向けオンライン健康づくりシステムの 
共同実証研究を開始 

 

ISID 2020/04/06 
ISIDと東京大学、先端技術を活用した環境デ
ザイン分野の課題解決アプローチ「社会実験
構想学」の共同研究を開始 

 

電通 2020/01/09 
東京大学先端科学技術研究センター、電通ダ
イバーシティ・ラボ、 日本エンゲージメント
協会が次世代リーダーについて共同研究  

 

７．電通グループの自社の取り組み 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

電通グループ 2021/03/03 
電通グループ、マラリア撲滅に向けた SDGs施
策をさらに強化 

 

電通グループ 2020/10/28 
電通インターナショナル社が 2030 年までに電
通グループの海外事業におけるネットゼロエ
ミッション化を宣誓 

 

CCI 2020/02/06 健康経営責任者就任のお知らせ 

 

電通 2020/11/11 
電通、人生 100 年時代における個人の多様な価
値発揮を支援する「ライフシフトプラットフォ
ーム」を提唱  

電通デジタル 2021/04/13 新たなパラアスリートを採用 
 

電通デジタル 2020/12/14 新たなパラアスリートを採用 
 

https://www.isid.co.jp/news/release/2021/0225.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2021/0225.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0406.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0406.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/0406.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0109-009991.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0109-009991.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0109-009991.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000399.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000399.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000333.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000333.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000333.html
https://www.cci.co.jp/news/2020_02_06/1-84/
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1111-010259.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1111-010259.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1111-010259.html
https://www.dentsudigital.co.jp/release/2021/0413-000833/index.html
https://www.dentsudigital.co.jp/release/2020/1214-000723/index.html
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８．電通グループが取得した認証・表彰 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

電通クリエー
ティブＸ 

2021/03/05 
「健康経営優良法人」に 2 年連続で認定されま
した 

 

CCI 2021/03/08 
CCI、3 年連続で健康経営優良法人 2021（ホワ
イト 500）に認定 

 

横 浜 ス ー パ
ー・ファクト
リー 

2020/03/02 「健康経営優良法人 2020」に認定されました。 

 

CARTA 
HOLDINGS 

2021/02/08 
CARTA HOLDINGS、「ISO 14001」および「ISO 
27001」認証を取得 

 

電通グループ 2020/11/17 
電通グループ、ESG 投資指標「DJSI Asia 
Pacific」の構成銘柄に 5年連続で選定 

 

電通アイソバ
ー 

2020/10/01 

コニカミノルタと実施した「ニオイから、健康
習慣をデザインする。 生活習慣臭 啓発プロ
ジェクト」が「2020 年度グッドデザイン賞」を
受賞  

電通 2020/07/27 
障がい者の活躍推進に取り組む国際イニシア
チブ 「The Valuable 500」に加盟 

 

電通 2020/10/05 
電通の「チャイムリノベーションプロジェク
ト」が「2020 年度グッドデザイン賞」を受賞 

 

電通 2020/04/24 
マグロ品質判定 AI「TUNA SCOPE」を活用した
輸出事業が水産庁補助事業に採択 

 

 

https://www.dentsu-crx.co.jp/news/2021/3108/
https://www.dentsu-crx.co.jp/news/2021/3108/
https://www.cci.co.jp/news/2021_03_08/1-131/
https://www.cci.co.jp/news/2021_03_08/1-131/
https://y-s-f.co.jp/news/index.html
https://cartaholdings.co.jp/news/20210210_01/
https://cartaholdings.co.jp/news/20210210_01/
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000347.html
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000347.html
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-1001/
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-1001/
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-1001/
https://www.dentsuisobar.com/news/2020-1001/
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0727-010105.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0727-010105.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1005-010146.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/1005-010146.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0424-010044.html
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0424-010044.html
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９．その他の活動 
発表元 発表日 内容 関連するテーマ 

ザ・ゴール 2021/03/08 
エシカルファッションプランナー鎌田安里紗
さんインタビュー（後編）記事をアップいたし
ました。  

ザ・ゴール 2021/03/01 
エシカルファッションプランナー鎌田安里紗
さんインタビュー（前編）記事をアップいたし
ました。  

電通パブリ
ックリレー
ションズ 

2020/03/27 
【大日方邦子のおびパラワールド】＜第 38 回
＞競技会、体験会…一緒に実施で相乗効果 

 

電通パブリ
ックリレー
ションズ 

2020/02/27 
【大日方邦子のおびパラワールド】＜第 37 回
＞「厚底シューズ」はスポーツの進化の過程 

 

電通パブリ
ックリレー
ションズ 

2020/01/31 
【大日方邦子のおびパラワールド】＜第 36 回
＞20年正月チェアスキー初心者たちと滑る 

 

ISID 2020/12/18 
ALife （人工生命）技術を用いて自然界の音の
豊かさを表現する「Alternative Comfort」を東
京・表参道で展示  

電通テック 2020/02/04 

環境負荷低減を意識したダンボール製プロダ
クトブランド「danbal」の展開を開始 ―SDGs
に取り組む企業のニーズに対応、イベント空間
を演出するデザイン什器を提供―  

 
  

http://www.thegoal.jp/sdgs/%E9%8E%8C%E7%94%B0%E5%AE%89%E9%87%8C%E7%B4%97%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/
http://www.thegoal.jp/sdgs/%E9%8E%8C%E7%94%B0%E5%AE%89%E9%87%8C%E7%B4%97%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/
http://www.thegoal.jp/sdgs/%E9%8E%8C%E7%94%B0%E5%AE%89%E9%87%8C%E7%B4%97%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%89/
https://www.thegoal.jp/sdgs/%e9%8e%8c%e7%94%b0%e5%ae%89%e9%87%8c%e7%b4%97%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%89/
https://www.thegoal.jp/sdgs/%e9%8e%8c%e7%94%b0%e5%ae%89%e9%87%8c%e7%b4%97%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%89/
https://www.thegoal.jp/sdgs/%e9%8e%8c%e7%94%b0%e5%ae%89%e9%87%8c%e7%b4%97%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%89/
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200327.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200327.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200227.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200227.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200131.html
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/200131.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1218.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1218.html
https://www.isid.co.jp/news/release/2020/1218.html
https://www.dentsutec.co.jp/news/2020/20200204/
https://www.dentsutec.co.jp/news/2020/20200204/
https://www.dentsutec.co.jp/news/2020/20200204/
https://www.dentsutec.co.jp/news/2020/20200204/
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10．電通ジャパンネットワーク各社の関連 URL 
 
■株式会社電通グループ  
Sustainability  https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/ 
統合レポート 2020 https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/reports/2020/ 
 
■株式会社電通  
CSR  https://www.dentsu.co.jp/csr/ 
電通 SDGs アクション https://www.dentsu.co.jp/csr/sdgs_action/ 
電通 Team SDGs  https://www.dentsu.co.jp/csr/team_sdgs/ 
 
■株式会社電通デジタル 
CSR  https://www.dentsudigital.co.jp/company/csr/ 
 
■株式会社電通国際情報サービス 
CSR  https://www.isid.co.jp/csr/ 
 
■株式会社 CARTA HOLDINGS 
ESG https://cartaholdings.co.jp/ir/management/esg/ 
 
■株式会社サイバーコミュニケーションズ 
CSR https://www.cci.co.jp/company/csr/#basics 
 
■電通テック  
CSR https://www.dentsutec.co.jp/company/csr/ 
 
■電通パブリックリレーションズ 
企業の社会的責任 https://www.dentsu-pr.co.jp/company/citizenship.html 
 
■電通ライブ 
CSR https://www.dentsulive.co.jp/company/csr/ 
 
 
 
 
 

(株)電通グループ ウェブサイト Headlinesへ戻る 

https://www.group.dentsu.com/jp/
https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/
https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/reports/2020/
https://www.dentsu.co.jp/csr/
https://www.dentsu.co.jp/csr/sdgs_action/
https://www.dentsu.co.jp/csr/team_sdgs/
https://www.dentsudigital.co.jp/company/csr/
https://www.isid.co.jp/csr/
https://cartaholdings.co.jp/ir/management/esg/
https://www.cci.co.jp/company/csr/#basics
https://www.dentsutec.co.jp/company/csr/
https://www.dentsu-pr.co.jp/company/citizenship.html
https://www.dentsulive.co.jp/company/csr/
https://www.group.dentsu.com/jp/
https://www.group.dentsu.com/jp/

