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企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

アイシン・インフォテックス Web-CAB

アイシン精機 SPIのWEBテスティング

あおぞら銀行 　 玉手箱

アクセンチュア 玉手箱 玉手箱

旭化成 玉手箱・Web-CAB 玉手箱

アサヒビール 玉手箱 玉手箱

味の素 　 玉手箱

アステラス製薬 SPIのWEBテスティング

池田泉州銀行 TG-WEB

一条工務店 　 SPIのWEBテスティング

インテックソリューションパワー 　 Web-CAB

ウエルシア薬局 　 玉手箱

AGC SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

エーザイ 　 SPIのWEBテスティング

SMBC日興証券 玉手箱 玉手箱

SCSK TG-WEB

エステー 玉手箱 玉手箱

NEC 玉手箱 SPIのWEBテスティング

NECネッツエスアイ 　 SPIのWEBテスティング・TG-WEB

NOK 玉手箱 玉手箱

NTTコムウェア SPIのWEBテスティング・TAL SPIのWEBテスティング・TAL

NTTデータ SPIのWEBテスティング・TAL SPIのWEBテスティング・TAL

NTTドコモ SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング・TAL

NTT都市開発 玉手箱 玉手箱

NTTファイナンス 玉手箱 玉手箱

NTTファシリティーズグループ 玉手箱・TAL

ENEOS 玉手箱 玉手箱

エフエム沖縄 TAP

MSD CUBIC CUBIC

オイレス工業 玉手箱

Webテスト実施企業一覧
過去5年間に、Webテストを実施した企業の一部を紹介します。
◎	 原則として、「自宅受検型Webテスト」の実施企業を掲載していますが、インターンシップと本選考のいずれかでテスト	
	 センターも実施している場合は、その旨を記載しています。
◎	 表中のテストに加えて、他のWebテスト、テストセンター、ペーパーテストを実施している企業もあります。
◎	 企業名は五十音順です。職種が明らかな場合は【　】内に示しました。いずれも調査当時のものです。　　　
◎	 ①～②はテストの使用順です。「一次選考」「二次選考」ではありません。

企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

岡三証券 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティングまたはSPIのテ
ストセンター

オカムラ TG-WEB

オムロン 玉手箱 玉手箱

オリックス 玉手箱 玉手箱

オリンパス SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

花王 　 TG-WEB

カプコン 【総合職】CUBIC
【プログラマー】Web-CAB

川崎重工業 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

関西エアポート 玉手箱 玉手箱

関西テレビ放送 　 玉手箱

関西みらい銀行 TAL 玉手箱

キヤノン 　 【技術系】SPIのテストセンター
【事務系】TG-WEB

キヤノンマーケティングジャパン TG-WEB SPIのテストセンター

キユーピー 　 SPIのWEBテスティング

共栄火災海上保険 TG-WEB

杏林製薬 玉手箱 玉手箱

協和キリン TG-WEB TG-WEB

きらやか銀行 玉手箱

キリンホールディングス TG-WEB TG-WEB

クラレ 　 SPIのWEBテスティング	

栗田工業 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

京王電鉄 　 玉手箱

KDDI 玉手箱 玉手箱

神戸製鋼所 　 TG-WEB

コクヨ 　 SPIのWEBテスティング

コスモエネルギーホールディングス CUBIC SPIのテストセンター

コメリ 　 SPIのWEBテスティング

五洋建設 玉手箱

サーラエナジー TAP

サッポロビール 　 SPIのWEBテスティング

サントリーホールディングス 玉手箱

CBC 玉手箱

JX金属 　 玉手箱

JSOL 　 SPIのWEBテスティング

ジェイテクト 玉手箱
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企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

ジェーシービー 　 SPIのWEBテスティング

滋賀銀行 玉手箱

シグマクシス TG-WEB TG-WEB

資生堂 TG-WEB TG-WEB

シティグループ証券 玉手箱 玉手箱

島津製作所 玉手箱 ①玉手箱　②SPIのテストセンター

シャープ 　 玉手箱

JALUX 玉手箱 玉手箱

商船三井 玉手箱

昭和産業 　 SPIのWEBテスティング

昭和電工マテリアルズ 　 玉手箱

ジョンソン・エンド・ジョンソン TG-WEB TG-WEB

新生銀行 　 SPIのWEBテスティングまたはSPIのテ
ストセンター

スクウェア・エニックス 　 SPIのWEBテスティング

スズキ 　 玉手箱

鈴与商事 SPIのWEBテスティング

スタッフサービス・ホールディングス SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

スタンレー電気 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

SUBARU SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

住友化学 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング・TG-WEB

住友セメントシステム開発 SPIのWEBテスティング・Web-CAB

住友電装 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

住友不動産 玉手箱

住友林業 玉手箱 玉手箱

スリーエム	ジャパン 玉手箱

セイコーエプソン SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

セイコーホールディングス TG-WEB

西武鉄道 　 玉手箱

積水化学工業 　 TG-WEB

積水ハウス 玉手箱 玉手箱

全国共済農業協同組合連合会 　 玉手箱

そごう・西武 TG-WEB TG-WEB

ソニー 　 SPIのWEBテスティング

ソニーLSIデザイン 　 SPIのWEBテスティング

損害保険ジャパン SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティングまたはSPIのテ
ストセンター

第一生命保険 【基幹職】SPIのWEBテスティング 【基幹職】SPIのWEBテスティング

企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

大王製紙 　 CUBIC

第四北越銀行 SPIのWEBテスティング

大同特殊鋼 　 SPIのWEBテスティング

大日本印刷 TG-WEB TG-WEB

大鵬薬品工業 玉手箱

田辺三菱製薬 SPIのWEBテスティング・TAL ①TAL　②SPIのWEBテスティング

中央労働金庫 　 玉手箱

中京テレビ放送 玉手箱

中部電力 SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

千代田化工建設 玉手箱 玉手箱

筑波銀行 　 TAP

DMG森精機 SPIのWEBテスティング

TDK 　 玉手箱

TBSテレビ 　 玉手箱

帝人 SPIのWEBテスティング	 SPIのWEBテスティング	

テレビ朝日 　 TG-WEB

デロイト	トーマツ	コンサルティング TG-WEB TG-WEB

デンソーテクノ SPIのテストセンター・TAL SPIのテストセンター・TAL

東映 　 玉手箱

東急 玉手箱・Web-CAB 玉手箱・Web-CAB

東急不動産 TG-WEB

東京海上日動火災保険 玉手箱 玉手箱

東京ガス 　 玉手箱

東京ガスiネット Web-CAB Web-CAB

東京建物 玉手箱 玉手箱

東芝 　 SPIのWEBテスティング

東芝テック 玉手箱 玉手箱

東武鉄道 玉手箱 玉手箱

東邦ガス SPIのWEBテスティング 玉手箱

TOTO TG-WEB TG-WEB

トーハン SPIのWEBテスティング

都市再生機構 　 SPIのWEBテスティング

栃木銀行 　 玉手箱

豊田合成 CUBIC CUBIC

トヨタ自動車 SPIのWEBテスティング

豊通マシナリー SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

中日本高速道路 玉手箱
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企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

ニコン 玉手箱 玉手箱

西日本電信電話 玉手箱 玉手箱

西日本旅客鉄道 　 玉手箱

日亜化学工業 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

日産自動車 玉手箱 玉手箱

日産車体 TAP

ニッセイ情報テクノロジー 【職場体験型】SPIのテストセンター ①SPIのテストセンター
②Web-CAB

日鉄エンジニアリング SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

日鉄テックスエンジ 　 SPIのWEBテスティング

ニップン 　 玉手箱

ニフコ 　 TAP

日本イーライリリー SPIのWEBテスティング

日本水産 SPIのWEBテスティング

日本政策金融公庫 TG-WEB TG-WEB

日本製鉄 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ TG-WEB TG-WEB

日本たばこ産業 　 TG-WEB

日本通運 玉手箱

日本テレビ放送網 　 TG-WEB

日本取引所グループ 　 TG-WEB

日本郵政グループ SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター・TAL

日本ロレアル CUBIC CUBIC

任天堂 　 玉手箱

農林中央金庫 SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

野村證券 玉手箱・TAL 玉手箱・TAL

野村不動産 SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

博報堂 玉手箱 玉手箱

パナソニック SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

ハナマルキ SPIのWEBテスティング

阪和興業 玉手箱 玉手箱

PwCコンサルティング 玉手箱 玉手箱

ビー・ユー・ジーDMG森精機 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

東日本電信電話 玉手箱 玉手箱

日立グローバルライフ
ソリューションズ 玉手箱 玉手箱

日立製作所 玉手箱 玉手箱

企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

日立ソリューションズ・クリエイト Web-CAB

日野自動車 SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

百五銀行 　 玉手箱

ファーストリテイリング SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

ファイザー 玉手箱 玉手箱

ファミリーマート SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

富士通 玉手箱・Web-CAB 玉手箱・Web-CAB

富士通総研 　 玉手箱・Web-CAB

富士フイルム SPIのWEBテスティング・TG-WEB eF-1G

富士フイルムイメージングシステムズ TG-WEB TG-WEB

富士フイルムビジネスエキスパート TG-WEB SPIのテストセンター

フューチャーアーキテクト 玉手箱・Web-CAB 玉手箱・Web-CAB

北越メタル TAP

北陸銀行 玉手箱

北陸電気工事 TAP

北海道電力 　 玉手箱

本田技研工業 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

毎日放送 　 CUBIC

丸全昭和運輸 SPIのWEBテスティング

丸紅 玉手箱

みずほ銀行 玉手箱 玉手箱・TAL

みずほ証券 玉手箱・TAL 玉手箱・TAL

みちのく銀行 　 SPIのWEBテスティング

三井住友海上火災保険 SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

三井住友銀行 玉手箱 ①玉手箱　②SPIのテストセンター

三井不動産商業マネジメント 　 玉手箱

三越伊勢丹グループ 玉手箱 玉手箱

三菱ケミカル 　 玉手箱

三菱地所 　 玉手箱

三菱自動車工業 CUBIC CUBIC

三菱重工業 CUBIC SPIのWEBテスティング

三菱電機 TG-WEB TG-WEB・SPIのWEBテスティング

三菱電機エンジニアリング 　

【技術系】
SPIのWEBテスティング
【事務系】
SPIのWEBテスティングまたはSPIのテ
ストセンター

三菱マテリアル 　 CUBIC
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企業名 インターンシップでのWebテスト 本選考でのWebテスト

三菱UFJ銀行	 TG-WEB・TAL

【総合職】
TG-WEB・TAL
【ビジネス・スペシャリスト職】
SPIのWEBテスティング・TG-WEB・TAL

三菱UFJ信託銀行 　 玉手箱

三菱UFJニコス SPIのWEBテスティング

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 玉手箱・TAL 玉手箱・TAL

ミリアルリゾートホテルズ 　 玉手箱

武蔵野銀行 SPIのWEBテスティング

村田製作所 SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

明治安田生命保険 TG-WEB TG-WEB

明電舎 　 CUBIC

メビックス SPIのWEBテスティング SPIのWEBテスティング

持田製薬 玉手箱

安川電機 玉手箱 玉手箱

ヤマザキビスケット TG-WEB

ヤマハ 　 TG-WEB

ヤンマー 　 玉手箱

ユー・エス・ジェイ TG-WEB TG-WEB

ユニ・チャーム 玉手箱 玉手箱

横浜銀行 　 玉手箱

読売広告社 TG-WEB TG-WEB

リコージャパン 　 SPIのWEBテスティング

りそな銀行 TAL 玉手箱・TAL

ルネサス	エレクトロニクス 　 SPIのWEBテスティング

ルミネ 玉手箱

ローソン 玉手箱

ローランド	ディー.ジー. SPIのWEBテスティング

YKK SPIのWEBテスティング SPIのテストセンター

WOWOW 　 CUBIC
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