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-This is MECENAT 2018- 

企業 による多 彩 な芸 術 ・文 化 支 援 活 動  

149 件を認定  

公益社団法人企業メセナ協議会（東京都港区芝 5-3-2、理事長：尾﨑元規）は、このたび「This is MECENAT 

2018」において、企業・企業財団が実施するメセナ（芸術・文化を通じた豊かな社会創造）活動 149 件（87 社・団

体）を認定しました。2018年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日に実施される、企業や企業財団によるメセナ活動を募

集し、有識者による審査会にて認定活動を決定（資料別添）。今回は継続して認定になった活動に加えて、新た

に 37件の活動が加わりました。活動の詳細については、ウェブサイト（https://mecenat-mark.org/）にて順次公開

します。 

   

 

【本件に関するお問い合せ先】  

公益社団法人企業メセナ協議会｜〒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 

TEL:03-5439-4520｜FAX: 03-5439-4521｜E-mail:mecenat@mecenat.or.jp｜広報：伊藤・佐藤（華）／This is MECENAT担当：齊藤・福森 

 

   

△TIM ロゴマーク 

□審査委員（2018 年度）： 

原島  博｜東京大学名誉教授※審査委員長 

大竹文雄｜大阪大学大学院経済学研究科教授 

大谷能生｜音楽家・批評家 

中島信也｜東北新社取締役・CMディレクター 

松田法子｜都市史・地域史・生活文化論、 

    京都府立大学講師 

馬渕明子｜国立西洋美術館長 

（以上、敬称略・五十音順） 

尾﨑元規｜企業メセナ協議会理事長 

This  is MECENAT とは 

「This is MECENAT」は、全国各地

で行われる多様な企業メセナを 

顕在化し、社会的意義や存在感を

示すことを目的に 2014 年に創設。

今回で 5 回目となる審査会を開催

し、これまでに延べ 670 件の活動

を登録してきました。すべての活動

をウェブ上のメセナアーカイブにて

公開、HP や SNS で紹介し、また 

ロゴマークの配布によ り広報   

発信をサポートしています。 

▶メセナアーカイブ 

https://mecenat-mark.org/ 

 

「"PHOTO IS"想いをつなぐ。50,000 人の写真展」 

富士フイルム株式会社 

中村キース・ヘリング美術館 国際児童絵画コンクール 

シミックホールディングス株式会社 

 

 

六花の森の企画・運営 

六花亭製菓株式会社 

□審査ポイント： 

［1］プロジェクトの企画・運営に主体的に関与しているか、 

［2］企業として芸術・文化振興活動をどのように位置づけているか、 

［3］活動の幅広い展開や継続の意欲、可能性があるか 

 などを軸に総合的に審査。 

http://www.mecenat.or.jp/
https://mecenat-mark.org/


公益社団法人企業メセナ協議会

プレスリリース2018-No.5　添付資料

本社
所在地

活動名 ジャンル 活動URL

1 株式会社アーバネットコーポレーション 東京都 アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペティション 美術、工芸、建築、デザイン https://aac.urbanet.jp/

2 株式会社IHIエスキューブ 東京都 美術館情報サイトArt inn 美術 http://www.art-inn.jp/

3 アコム株式会社 東京都
「笑顔のおてつだい」バリアフリーコンサート アコム"みる"コ
ンサート物語

音楽、演劇、複合芸術
https://www.acom.co.jp/corp/csr/theme/p
hilanthropy/concert/

4 東京都 岩手県「アサヒグループ・コミュニティ助成事業」 伝統芸能、民俗芸能

5 東京都 隅田川 森羅万象 墨に夢
音楽、美術、工芸、演劇、舞踊、伝統芸能、
複合芸術、文化遺跡・歴史的建造物、ものづ
くり

http://sumiyume.jp/

6 東京都 アサヒビール大山崎山荘美術館 美術、文化遺跡・歴史的建造物 http://www.asahibeer-oyamazaki.com/

7 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 広島県 アンデルセンのメルヘン大賞 文学 https://www.andersen-group.jp/meruhen/

8 出光興産株式会社 東京都 出光興産コンサート～みらいを奏でる音楽会～ 音楽
http://www.idemitsu.co.jp/idemitsu_concert
/index.html

9 日本電気株式会社 東京都 NECチャリティコンサート 音楽、その他
http://jpn.nec.com/community/ja/culture/c
harity-c.html?

10 MS&ADインシュアランスグループ 東京都
平成30年度「地域住民のためのコンサート」（「三井住友海上
文化財団 ときめくひととき」公演）

音楽 http://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/

11 株式会社大林組 東京都 広報誌「季刊大林」の発行
美術、工芸、文学、建築、複合芸術、文化遺
跡・歴史的建造物、生活芸術、デザイン、も
のづくり、その他

http://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi

12 株式会社お菓子の香梅 熊本県 香梅アートアワード
音楽、美術、工芸、伝統芸能、複合
芸術、生活芸術、デザイン、ファッショ
ン、ものづくり

http://www.kobai.jp

13 沖縄県 沖縄タイムス伝統芸能選考会・選抜芸能祭 音楽、舞踊、伝統芸能

14 沖縄県 第71回沖展
美術、工芸、生活芸術、デザイン、
ファッション、ものづくり

http://okiten.okinawatimes.co.jp/

15 東京都 文理融合シンポジウム その他
http://www.kao-
foundation.or.jp/other/symposium.html

16 東京都 花王ファミリーコンサート 音楽

17 カトーレック株式会社 東京都 企画展 「衣ーTextile d'art－」 生活芸術、ファッション http://www.shikokumura.or.jp/

18 東京都 綴プロジェクト 美術 http://global.canon/ja/tsuzuri/

19 東京都 写真新世紀 美術、映像メディア、複合芸術 http://global.canon/ja/newcosmos/

20 京阪ホールディングス株式会社 大阪府
京阪電車中之島線なにわ橋駅「アートエリアB1（ビーワン）」
における社学・地域連携文化活動

複合芸術 http://artarea-b1.jp

21 株式会社講談社 東京都 本とあそぼう 全国訪問おはなし隊 美術、文学、その他 http://www.kodansha.co.jp/ohanashi/

22 コクヨ株式会社 東京都 「コクヨデザインアワードプロダクト」プロジェクト デザイン、ものづくり http://www.kokuyo.co.jp/award/about/

23 株式会社コノミヤ 大阪府 夏休み文楽親子劇場 伝統芸能
http://www.ntj.jac.go.jp/bunraku/access.ht
ml

24 西部ガス株式会社 福岡県 地球のことば 子どものつぶやき 文学 http://www.saibugas.co.jp/info/kids/

25 サミット株式会社 東京都 第28回 大宮八幡宮「杉並花笠祭り」 伝統芸能、民俗芸能、その他
http://www.summitstore.co.jp/news/201711
08b.pdf

企業名

This is MECENAT 2018 認定活動一覧

アサヒグループホールディングス株式会社

花王株式会社／公益財団法人花王芸術・科学財団

キヤノン株式会社

沖縄タイムス社
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公益社団法人企業メセナ協議会

プレスリリース2018-No.5　添付資料

本社
所在地

活動名 ジャンル 活動URL企業名

This is MECENAT 2018 認定活動一覧

26 株式会社産業経済新聞社 東京都 第65回産経児童出版文化賞 文学

27 三和酒類株式会社 大分県 【季刊 iichiko】の発行

音楽、美術、工芸、映画、映像メディア、演
劇、舞踊、文学、伝統芸能、民俗芸能、建
築、複合芸術、文化遺跡・歴史的建造物、生
活芸術、ファッション、ものづくり

https://www.iichiko.co.jp/design/library/

28 愛知県
CBCこども絵画展等を通じた次世代アーティストの育成・支援
活動

美術、工芸 http://hicbc.com/

29 愛知県 CBCクラブ文化賞（くちなし章） その他

30 東京都 JXTGグループ JXTG児童文化賞 その他
https://www.hd.jxtg-
group.co.jp/csr/child_reward/

31 東京都 JXTGグループ JXTG音楽賞 音楽
https://www.hd.jxtg-
group.co.jp/csr/child_reward/

32 東京都 JXTG グループ JXTG童話賞 文学 http://www.jxtg-group.co.jp/hanataba/

33 しずおか信用金庫 静岡県 地域資源循環型もの、人、夢づくり支援活動 ものづくり http://www.shizushin.co.jp/topix/index.html

34 東京都 資生堂アートハウスの企画・運営 美術、工芸、その他 http://www.shiseidogroup.jp/art-house/

35 東京都 資生堂ギャラリーの企画・運営 美術、複合芸術、デザイン、その他 http://www.shiseidogroup.jp/gallery/

36 清水建設株式会社 東京都 シミズ・オープン・アカデミー 建築、ものづくり、その他 https://www.shimz.co.jp/company/csr/soa/

37 シミックホールディングス株式会社 東京都 中村キース・ヘリング美術館 国際児童絵画コンクール 美術 http://www.nakamura-haring.com/

38 昭和シェル石油株式会社 東京都 シェル美術賞 美術
http://www.showa-
shell.co.jp/enjoy/art/index.html

39 福岡県 伝統芸能を楽しむ会 伝統芸能

40 福岡県 北九州音楽協会の音楽活動への支援 音楽

41 福岡県 NSシンフォニー・オーケストラの音楽活動に対する支援 音楽

42 東京都 紀尾井 明日への扉 音楽 http://www.kioi-hall.or.jp/upcomingartist

43 東京都 紀尾井ホール室内管弦楽団 2018年度定期演奏会 音楽 http://www.kioi-hall.or.jp/kco2018

44 東京都
紀尾井午後の音楽会 明治150年 音楽の花開くⅠ～Ⅳ＋宵
祭

音楽、伝統芸能

45 東京都 紀尾井のようこそ、邦楽！2018和楽器をやってみよう 伝統芸能

46 東京都 新日鉄住金音楽賞（新日鉄住金文化財団受託事業） 音楽
http://www.nssmc.com/csr/social/music/p
rize.html

47 株式会社スズケン 愛知県 白鳥おどり in コージュ高鷲 民俗芸能

48 綜合警備保障株式会社（ALSOK） 東京都 伝統文化の体現・継承 ～ALSOK獅子舞部による活動～ 舞踊、伝統芸能、民俗芸能
https://www.alsok.co.jp/company/society/c
ommunity/index.html

49 東京都 齋藤秀雄メモリアル基金賞 音楽 http://www.smf.or.jp/saitohideo/

50 東京都 Concert for KIDS ～0才からの鼓童～ 音楽 http://www.smf.or.jp/concert/kids/

公益財団法人ソニー音楽財団

株式会社CBCテレビ

JXTGホールディングス株式会社

株式会社資生堂

新ケミカル商事株式会社

公益財団法人新日鉄住金文化財団
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This is MECENAT 2018 認定活動一覧

51 東京都
Concert for KIDS ～0才からのクラシック～ ／ ～3才からの
クラシック～

音楽 http://www.smf.or.jp/concert/kids/

52 東京都 第12回 国際オーボエコンクール・東京 音楽 http://oboec.jp/

53 東京都 SOMPOパラリンアートカップ2018 美術
http://www.asahi.com/sports/events/pacup
/

54 東京都 損保ジャパン日本興亜人形劇場 「ひまわりホール」 演劇、その他 http://aichi-puppet.net/apc/himawari.htm

55 東京都 FACE 損保ジャパン日本興亜美術賞 美術
http://www.sjnk-
museum.org/aboutus/foundation

56 東京都
未来を担う小・中学校を対象とした「対話による美術鑑賞教育
支援活動の展開」

美術
http://www.sjnk-museum.org/wp/wp-
content/uploads/2018/04/report_no45.pdf

57 東京都 SOMPOアート・ファンド

音楽、美術、工芸、映画、映像メディア、演
劇、舞踊、文学、伝統芸能、民俗芸能、建
築、複合芸術、文化遺跡・歴史的建造物、生
活芸術、デザイン、ファッション、ものづくり、
その他

https://culfun.mecenat.or.jp/grant/sompo/

58 東京都
公益財団法人 損保ジャパン日本興亜美術財団（東郷青児記
念 損保ジャパン日本興亜美術館）

美術 http://www.sjnk-museum.org/

59 東京都 第一生命ギャラリーの運営 美術
http://www.dai-ichi-
life.co.jp/dsr/society/contribution/culture.h
tml

60 東京都 VOCA展の特別協賛 美術
http://ueno-
mori.org/exhibitions/main/voca/

61 東京都 認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワークへの支援 音楽 http://www.triton-arts.net/ja/

62 大正製薬ホールディングス株式会社 東京都 公益財団法人上原美術館の支援 美術 http://www.uehara-museum.or.jp/

63 ダイドー株式会社 愛知県 ダイドーニューイヤークラシックコンサート 音楽 http://www.daido-net.co.jp

64 東京都 DNP ミュージアムラボ 美術 http://dnp-museumlab.jp/

65 東京都 DNP京都太秦文化遺産ギャラリー 美術、映像メディア
http://gallery.dnp/kyoto-uzumasa-cultural-
heritage/

66 東京都 MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）の活動 美術、生活芸術、デザイン http://www.mmm-ginza.org

67 東京都 DNP Museum Infomation Japan 「artscape」
音楽、美術、工芸、映画、映像メディア、演
劇、建築、複合芸術、文化遺跡・歴史的建造
物、生活芸術、デザイン、ファッション

http://artscape.jp/

68 東京都 ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg） 美術、工芸、映像メディア、デザイン http://www.dnp.co.jp/gallery/ggg/

69 東京都 京都dddギャラリー 美術、工芸、映像メディア、デザイン http://www.dnp.co.jp/gallery/ddd/

70 東京都 CCGA現代グラフィックアートセンター 美術、デザイン http://www.dnp.co.jp/gallery/ccga/

71 東京都 DNPグラフィックデザイン・アーカイブ デザイン http://www.dnp.co.jp/foundation/archives/

72 大和ハウス工業株式会社 大阪府 Daiwa Sakura Aid（ダイワサクラエイド）
音楽、映像メディア、文化遺跡・歴史
的建造物、その他

http://www.daiwahouse.com/sustainable/so
cial/contribution/sakura/

73 東京都
木造モダニズム建築「聴竹居」による社会貢献と建築文化発
信

建築、文化遺跡・歴史的建造物
http://www.takenaka.co.jp/enviro/features/
chochikukyo.html

74 東京都 季刊誌 [approach] 本誌およびwebの制作・発行
美術、工芸、文学、建築、複合芸術、文化遺
跡・歴史的建造物、生活芸術、デザイン、も
のづくり、その他

http://www.takenaka.co.jp/enviro/approach

75 DIC株式会社 東京都 DIC川村記念美術館の運営 美術、デザイン http://kawamura-museum.dic.co.jp/

大日本印刷株式会社／公益財団法人DNP文化振興財
団

株式会社竹中工務店

公益財団法人ソニー音楽財団

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

第一生命保険株式会社

大日本印刷株式会社
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活動名 ジャンル 活動URL企業名

This is MECENAT 2018 認定活動一覧

76 兵庫県 TOA音の防災シアター「カンカン塔の見はり番」 音楽、演劇 http://www.toa.co.jp/mecenat/kkt/

77 兵庫県 TOA Music Workshop 音楽、舞踊 http://www.toa.co.jp/mecenat/tmw/

78 田苑酒造株式会社 鹿児島県 「田苑酒蔵サロンコンサート」の開催 音楽 http://www.denen-shuzo.co.jp

79 東京都
電通グループ チャリティコンサート ～震災復興のために。
TSUNAMIヴァイオリン、チェロとともに～

音楽

80 東京都 「広告小学校」プロジェクト その他 http://www.dentsu.co.jp/komainu

81 東京ミッドタウンマネジメント株式会社 東京都 Tokyo Midtown Award 2018 (アートコンペ、デザインコンペ） 美術、デザイン http://www.tokyo-midtown.com/jp/award/

82 東京都 浮世絵館の運営 美術

83 東京都 ART FACTORY 城南島の運営 美術、工芸、生活芸術、ものづくり http://www.artfactory-j.com

84 東京都 元麻布ギャラリーの運営
美術、工芸、生活芸術、デザイン、
ファッション

http://www.motoazabu-gallery.com

85 東リ株式会社 兵庫県 松山バレエ団の公演への協賛 舞踊 http://www.matsuyama-ballet.com

86 東京都 印刷博物館の文化活動 美術、デザイン、ものづくり http://www.printing-museum.org/

87 東京都 「天文学と印刷－新たな世界像を求めて」展
美術、工芸、複合芸術、生活芸術、
デザイン、ものづくり

http://www.printing-museum.org/

88 東京都 トッパンチャリティーコンサート 音楽 http://www.toppan.co.jp/charityconcert/

89 愛知県 トヨタ博物館 特別展／企画展 その他
https://www.toyota.co.jp/Museum/exhibitio
ns/data/energetic-Japan/index.html

90 愛知県 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル ものづくり、その他
http://www.toyota.co.jp/Museum/exhibition
s/data/ccf_2018/

91 愛知県 トヨタ・マスター・プレイヤーズ，ウィーン 音楽 http://www.toyota.co.jp/tomas18/

92 愛知県 ネットTAM
音楽、美術、工芸、演劇、舞踊、複合
芸術、生活芸術、デザイン、ものづく
り

http://www.nettam.jp/

93 愛知県 トヨタロビーコンサート 音楽、舞踊、伝統芸能、その他 http://www.toyota.co.jp/lobby_concert/

94 愛知県 トヨタコミュニティコンサート 音楽
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/s
ocial_contribution/society_and_culture/dome
stic/tcc/index.html

95 愛知県 トヨタミュージックライブラリー 音楽 http://www.toyota-music.com/

96 愛知県 トヨタ青少年オーケストラキャンプ 音楽
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/s
ocial_contribution/society_and_culture/tyoc
/

97 株式会社NISSIN 香川県 UDON楽カウントダウン高松 音楽 http://udongaku.co/

98 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 東京都 ニッセイ名作シリーズ 音楽、演劇、舞踊、複合芸術 http://www.nissaytheatre.or.jp/appreciate/

99 日本毛織株式会社 大阪府 工房からの風 工芸、生活芸術、ものづくり http://www.kouboukaranokaze.jp/

100 日本出版販売株式会社 東京都 小さな本 大きな夢 プロジェクト 文学
http://www.nippan.co.jp/ohanashi_marathon
/

TOA株式会社

株式会社電通

株式会社東横イン

凸版印刷株式会社

トヨタ自動車株式会社
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101 日本トランスオーシャン航空株式会社 沖縄県 JTA/RAC あおぞら図画コンクール 美術
http://www.churashima.net/jta/skymanta/ill
ust/index.html

102 東京都
川畠成道ニューイヤーコンサート（目の不自由な方のご招待
及びボランティア社員によるサポート）

音楽、その他
https://cu.unisys.co.jp/push/kawabatanarim
ichi-newyear2018-01/

103 東京都
川畠成道チャリティコンサート（地域の方向けの体験型コン
サート）

音楽、その他
https://cu.unisys.co.jp/push/kawabatanarim
ichi-2017/

104 東京都 「野村美術賞」 美術
http://www.nomurafoundation.or.jp/culture/
cu_unkoubo/artprize.html

105 東京都 末家焼 ひろ窯支援 美術
http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/eas
tjapan.html

106 株式会社白寿生科学研究所 東京都 渡辺玲子 プロデュース レクチャーコンサート vol.4 音楽 http://www.hakujuhall.jp/syusai/158.html

107 株式会社パソナグループ 東京都 Awaji Art Circus 2018 音楽、演劇、舞踊、複合芸術 http://awajiartcircus.com/

108 八戸酒造株式会社 青森県 sake×art 日本酒を通じた陸奥八仙の取り組み
音楽、美術、舞踊、伝統芸能、民俗
芸能、複合芸術、文化遺跡・歴史的
建造物、ものづくり

https://www.mutsu8000.com/

109 群馬県 「未来のピアニストを」ジャパンピアノコンペティション 音楽 http://www.gateaufesta-harada.com/

110 群馬県 芸術文化を通して地域貢献活動の実施 音楽、美術
http://www.gateaufesta-
harada.com/event_news/list

111 東京都 東京ステーションギャラリー 「教育普及」シリーズ 美術 http://ejrcf.or.jp

112 東京都 地方文化事業支援
伝統芸能、民俗芸能、文化遺跡・歴
史的建造物

http://www.ejrcf.or.jp/culture/index.html

113 東京都 工業高校生がつくる鉄道展 ものづくり http://www.railway-museum.jp

114 東京都 旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 文化遺跡・歴史的建造物、その他 http://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/index.html

115 東京都 駅コンサートの開催 音楽 http://www.ejrcf.or.jp/concert/index.html

116 東日本電信電話株式会社 東京都
メディア・アートによる幅広い層に向けた教育普及活動（NTT
インターコミュニケーション・センター[ICC]）

美術、映像メディア、複合芸術、生活
芸術、その他

http://www.ntticc.or.jp

117 富士急行株式会社 山梨県 美術館の運営 美術 http://www.fujiyama-museum.com/

118 富士ゼロックス株式会社 東京都 文化伝承活動 その他

119 東京都 富士フイルムフォトサロン 美術、映像メディア、その他 http://fujifilmsquare.jp

120 東京都
写真文化の記録的価値とカメラの歴史的進化を楽しめる写真
歴史博物館の活動

美術、映像メディア、ものづくり http://fujifilmsquare.jp/guide/museum.html

121 東京都
写真文化の維持・発展に貢献するフジフイルム・フォトコレク
ションの活動

美術、映像メディア
http://fujifilmsquare.jp/detail/1401170123.h
tml

122 東京都
写真文化を守り育むことを基本理念とした富士フイルムフォト
コンテストの活動

美術、映像メディア http://www.fujifilm.co.jp/fpc/

123 東京都 「"PHOTO IS"想いをつなぐ。50,000人の写真展」 映像メディア、その他 http://photo-is.jp/

124
ぺんてる株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

東京都 校舎の思い出プロジェクト 美術、映像メディア、その他
http://www.pentel-kousha-
omoide.jp/index.html

125 株式会社ホテルオークラ東京 東京都 第24回 秘蔵の名品 アートコレクション展 美術
http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/events/
art/

日本ユニシス株式会社

野村ホールディングス株式会社

株式会社原田

富士フイルム株式会社

公益財団法人東日本鉄道文化財団
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126 東京都 ホテルオークラ音楽賞 音楽
http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/events/
kinen_report/

127 東京都 ホテルオークラ東京 ロビーコンサート25 音楽
http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/events/l
obby_concert/

128 東京都
芸術・文化活動を支援する継続的ファンド「Hotel Okura
Tokyo Cultural Fund」

その他 http://www.hotelokura.co.jp/tokyo

129 ポラス株式会社 埼玉県 南越谷阿波踊り 民俗芸能 http://www.polus.co.jp/

130 株式会社MARUWA 愛知県 MARUWAの芸術文化支援活動 音楽 http://www.maruwa-g.com/csr/local.html

131 株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都 成人の日コンサート 音楽、伝統芸能、複合芸術
https://www.mizuho-
fg.co.jp/csr/local/concert/index.html

132 東京都 三菱地所の Shall Weコンサート（出張コンサート） 音楽
http://www.mec.co.jp/j/csr/philanthropy/ca
se/social/index.html

133 東京都 第17回キラキラっとアートコンクール 美術 http://www.kira-art.jp

134 株式会社村岡総本舗 佐賀県 羊羹・和菓子の理解を深める活動 ものづくり http://www.muraoka-sohonpo.co.jp/

135 東京都 ふれあいコンサート 音楽

136 東京都 「愛と平和のチャリティーコンサート」と「未来を奏でる教室」 音楽

137 油機エンジニアリング株式会社 福岡県 油機エンジニアリング写真展 仕事姿～シゴトスガタ
映像メディア、建築、文化遺跡・歴史
的建造物

http://www.kozainomori.net/index.html

138 ユニオンツール株式会社 東京都 ユニオンツール クラシック プログラム 音楽 http://www.uniontool.co.jp/csr/arts.html

139 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 東京都 アドミュージアム東京～いつも あなたに 新しい発見を～
映像メディア、複合芸術、生活芸術、
デザイン、その他

http://www.admt.jp/

140 読売新聞社 大阪府 文化財保存・修復読売あをによし賞 その他

141 東京都 クリエイションギャラリーG8 美術、デザイン、その他 http://rcc.recruit.co.jp/g8/

142 東京都 ガーディアン・ガーデン
美術、映像メディア、複合芸術、デザ
イン、その他

http://rcc.recruit.co.jp/gg/

143 東京都
リソー教育グループ 復興支援チャリティイベント 第14回クリ
スマスバレエ公演 井上バレエ団「くるみ割り人形」

舞踊 http://www.riso-kyoikugroup.com

144 東京都
リソー教育グループ 復興支援チャリティイベント 第20回トー
マス・コンサート

音楽 http://www.riso-kyoikugroup.com

145 京都府
奨学援助制度 及び 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.16～19

音楽 http://micro.rohm.com/jp/rmf/

146 京都府 ローム ミュージック ファンデーション 音楽セミナー2018 音楽 http://micro.rohm.com/jp/rmf/

147 京都府 京都・国際音楽学生フェスティバル2018 音楽 http://micro.rohm.com/jp/rmf/

148 京都府 ローム ミュージック フェスティバル2018 音楽
http://micro.rohm.com/jp/rmf/rohmmusicfe
s2018/

149 六花亭製菓株式会社 北海道 六花の森の企画・運営 複合芸術、文化遺跡・歴史的建造物 http://www.rokkatei.co.jp

三菱地所株式会社

株式会社ホテルオークラ東京

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

株式会社リソー教育

明治安田生命保険相互会社

株式会社リクルートホールディングス
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