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第 一 回 「This is MECENAT」決 定 ！
～震災復興から中小企業の連携まで、多彩なメセナ 109 活動を認定～
公益社団法人企業メセナ協議会（理事長：尾﨑元規、東京都港区芝 5-3-2）は、このたび初の
「This is MECENAT」認定活動を決定した。
「This is MECENAT」は、企業などの民間組織が取り組むメセナ（芸術・文化振興による社会創造）
活動を認定する新たな制度。多様化する企業メセナを可視化し広く社会に周知することを目的とす
る。今回認定された活動は 109 件で、震災復興や次世代育成、中小企業の連携など特色ある活動
が見られ、文化の力で社会を活性化するメセナのあり方が明らかになった。
審査にあたった委員からも、「これほど多くの企業が一生懸命メセナを行っていることに驚いた」「も
のづくりや映像メディアなど、芸術・文化の範疇が非常に広い」といった声が寄せられた。
認定活動には「メセナマーク」を配布、協議会 WEB 上の「メセナアーカイブ」に登録・蓄積し、「メセ
ナのいま」を内外に発信する。認定活動は 2015 年の「メセナアワード」（1990 年より継続）の選考対象
となり、特に優れた 7 件を表彰する（後援：文化庁）。
■認定活動 [全 109 件]
詳細別添または http://www.mecenat-mark.org

メセナマーク▶

メセナアーカイブ▶

■審査委員（敬称略）
赤池 学

｜ユニバーサルデザイン総合研究所所長

伊東 信宏 ｜音楽学者、大阪大学大学院文学研究科教授
金沢 百枝 ｜美術史家、東海大学教授
河島 伸子 ｜同志社大学教授、文化経済学会〈日本〉会長
中村 陽一 ｜立教大学 21 世紀社会デザイン研究科教授
原島 博

｜東京大学名誉教授

（以上五十音順）

尾﨑 元規 ｜企業メセナ協議会理事長
公益社団法人企業メセナ協議会

http://www.mecenat.or.jp/

芸術・文化振興による社会創造活動の推進を目的として、1990 年に発足した民間の公益法人。企業のメセナ
への意欲を高め、社会のメセナに対する理解を深めるために、調査・研究、認定・顕彰、交流、発信等の事業
を行う。会長：髙嶋達佳（[株]電通会長）、理事長：尾﨑元規（花王[株]顧問）。会員 173 社・団体／11 名（2014
年 7 月 22 日現在）。
【本件に関するお問い合せ先】 広報担当：坂本 | This is MECENAT 担当：内田・原口
TEL: 03-5439-4520 FAX: 03-5439-4521 E-mail: msakamoto＠mecenat.or.jp | mecenat@mecenat.or.jp
〒108-0014 東京都港区芝 5-3-2 アイセ芝ビル 8 階 URL： http://www.mecenat.or.jp/
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This is MECENAT 2014 認定活動一覧 （認定件数：109件）
1

株式会社アーバネットコーポレーション

アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション

2

株式会社AOI Pro.

「スペシャルオリンピックス日本」2014年度活動支援 ～公式プロモーショ
ン映像製作～

3

アサヒ・アート・フェスティバル2014

4

メセナ活動の発信拠点「アサヒ・アートスクエア」

5

ニューズレター「アサヒビールメセナ」の発行
アサヒビール株式会社

6

アサヒビールロビーコンサート

7

アサヒビール大山崎山荘美術館

8

すみだ川アートプロジェクト2014 「江戸を遊ぶ―江戸の食」

9

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠青山アートスクエア

10 日本電気株式会社

NECチャリティコンサート

11

OMS（扇町ミュージアムスクエア）戯曲賞運営による関西演劇の支援
大阪ガス株式会社

12
13 一般財団法人おおさか創造千島財団

ハイスクールOMS戯曲賞運営による高校生演劇への支援（高校生を対
象にしたOMS戯曲賞）
オープン・ストレージ ―大型美術作品を制作・保管・展示する「見せる収
蔵庫」

14 株式会社お菓子の香梅

香梅アートアワード

15 花王株式会社

花王ファミリーコンサート ｉｎ 栃木

16 キヤノン株式会社

写真新世紀

17 株式会社古今伝授の間香梅

古今伝授の間の維持管理および一般公開

18

コニカミノルタプラザ（コニカミノルタ株式会
社）

宇宙から見たオーロラ展

19 佐藤電機株式会社 王子小劇場

佐藤佐吉演劇祭2014＋

20 サミット株式会社

大宮八幡宮「杉並花笠祭り」

21

ウイーン・フィル ＆ サントリー音楽復興基金
サントリーホールディングス株式会社

22

「サントリー美術館 おもしろびじゅつワンダーランド in 東北」展および『サ
ントリー&日本工芸会「おもしろびじゅつ教室 in 東北」』

23 三和酒類株式会社

【季刊 ｉｉｃｈｉｋｏ】の発行

24 株式会社ジェイティービー

JTB交流文化賞

25 しずおか信用金庫

地域資源循環型もの、人、夢づくり支援活動

26

資生堂アートハウスの企画・運営

27 株式会社資生堂

資生堂ギャラリーの企画・運営

28

資生堂企業文化誌『花椿』（含むウェブサイト、アプリ）の制作および発行

29

島の子供たちに贈る瀬戸内デリバリーコン
島の子供たちに贈る瀬戸内デリバリーコンサート
サート実行委員会

30 昭和シェル石油株式会社

シェル美術賞

31 株式会社セブン銀行

次世代育成支援 絵本『森の戦士 ボノロン』への協賛と取り組み

32 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

ピティナ・ピアノ曲事典
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This is MECENAT 2014 認定活動一覧 （認定件数：109件）
33 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
34
35

株式会社損害保険ジャパン／日本興亜損
害保険株式会社

ピティナ・学校クラスコンサート
東日本大震災復興支援「損保ジャパン笑顔届け隊！人形劇スマイルキャ
ラバン」
未来を担う小・中学校を対象とした「対話型美術鑑賞教育支援活動の展
開」

36

MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）の活動

37

MMM 世界の美術館DB

38

MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）ライブラリの運営

39

Webマガジン「artscape」

40 大日本印刷株式会社

コミュニケーションプラザ ドットDNP

41

デジタルえほんミュージアム

42

ルーヴル - DNP ミュージアムラボ（LDML） ワークショップ（WS）活動

43

国立西洋美術館との取り組み

44

新宿クリエーターズ・フェスタ 2014でのワークショップ等の開催

45

CCGA現代グラフィックアートセンター

46

20世紀モダンデザインの誕生：大阪新美術館建設準備室デザインコレク
ション展

47

田善顕彰版画展と版画ワークショップを核とする版画による地域振興

48

ギンザ・グラフィック・ギャラリー／dddギャラリー

49

ggg第332回企画展 TDC展 2014

50

ggg第333回企画展 phono／graph - sound，letters，graphics

51

ggg第334回企画展 永井裕明展 GRAPHIC JAM ZUKO

52

ggg第335回企画展 2014 ADC展

53

ggg第336回企画展 びのこづさいぼー：ひびのこづえ＋「にほんごであそ
ぼ」のしごと

54

大日本印刷株式会社／公益財団法人DNP
ggg第337回企画展 So French Michel Bouvet Posters
文化振興財団

55

ggg第338回企画展 セミトラ展 （仮）

56

ggg第339回企画展 ペルソナ50年記念展 （仮）

57

ggg第340回企画展 荒井良二展 （仮）

58

ggg第341回企画展 浅葉克己－書とタイポグラフィ展 （仮）

59

ggg第342回企画展 PAUL DAVIS展 （仮）

60

ggg第343回企画展 三木健－アップル・エデュケーション展 （仮）

61

dddギャラリー第197回企画展 「指を置く」展 佐藤雅彦＋齋藤達也

62

dddギャラリー第199回企画展 明日のデザインと福島治[Social Design＆
Poster]

63

グラフィック文化に関する学術研究助成プログラム

64 株式会社竹中工務店

季刊広報誌 [approach]
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This is MECENAT 2014 認定活動一覧 （認定件数：109件）
65 株式会社千草

千草ホテル中庭PROJECT－アート・ホスピタリティ－

66

北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ構想
千島土地株式会社

67

北加賀屋クリエイティブファーム（みんなのうえん）

68 DIC株式会社

五木田智央展 -The Great Circus-

69 TOA株式会社

TOA Music Workshop

70 株式会社東京国際フォーラム

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2014

71 東京ミッドタウンマネジメント株式会社

Tokyo Midtown Award 2014 （アートコンペ、デザインコンペ）

72 凸版印刷株式会社

トッパンチャリティーコンサート

73

トヨタ・コレオグラフィー・アワード

74

トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン

75

トヨタ・子どもとアーティストの出会い

76

トヨタコミュニティコンサート

77

トヨタミュージックライブラリー

78 トヨタ自動車株式会社

トヨタロビーコンサート

79

トヨタ青少年オーケストラキャンプ

80

トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

81

トヨタ博物館 特別展／企画展

82

ネットTAM

83

科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー

84 日本毛織株式会社

工房からの風

85 日本新薬株式会社

日本新薬こども文学賞

86 日本出版販売株式会社

小さな本 大きな夢 プロジェクト

87 日本生命保険相互会社

ニッセイ名作シリーズ

88 日本ロレックス株式会社

日本列島 知恵プロジェクト

89 株式会社白寿生科学研究所

第2回 アート×アート×アート ＜音楽×ダンス×写真＞ テトラヘドロン
－4人の女性によるライヒ＆ペルトの世界－

90 八戸酒造株式会社

酒蔵活用事業

91 パナソニック株式会社

港区および汐留街区と連携した文化芸術普及活動

92 株式会社原田

芸術文化を通して地域貢献活動の実施

93 公益財団法人東日本鉄道文化財団

駅コンサートの開催

94 東日本電信電話株式会社

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

95 公益財団法人ひろしん文化財団

公益財団法人ひろしん文化財団主催による「第45回秋の日本画展」の開
催

96 株式会社フェリシモ

フェリシモ ハッピートイズプロジェクト
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This is MECENAT 2014 認定活動一覧 （認定件数：109件）
97 富士フイルム株式会社

「”PHOTO IS”想いをつなぐ。30,000人の写真展」

98

チャリティーイベント 第20回記念特別展 秘蔵の名品 アートコレクション
展 「日本の美を極めるー近代絵画が彩る四季・花鳥・風情」

99 株式会社ホテルオークラ東京

ホテルオークラ東京 ロビーコンサート25

100

第16回 ホテルオークラ音楽賞

101 ポラス株式会社

南越谷阿波踊り

102 株式会社村岡総本舗

羊羹・和菓子の理解を深める活動

103 ヤマトホールディングス株式会社

音楽宅急便 クロネコファミリーコンサート

104 油機エンジニアリング株式会社

蒙古襲来を感じる旅

105

ガーディアン・ガーデン
株式会社リクルートホールディングス

106

クリエイションギャラリーG8

107

ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサート
Vol.3～5

108
109

ローム株式会社／公益財団法人ローム
ミュージックファンデーション

ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサート Vol.1
京都・国際音楽学生フェスティバル2014
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