
企業メセナ協議会は、会員の総意によって運営される公益社団法人です。 

協議会の事業は、会員のサポートによって運営されています。 

会員一覧 

*2019 年 8 月 1 日現在、五十音順、太字＝新入会員 

■ 正会員 

 
特定非営利活動法人アートネットワーク・

ジャパン 

株式会社アーバネットコーポレーション 

株式会社 I＆S BBDO 

株式会社 IHI エスキューブ 

株式会社 AOI Pro. 

アコム株式会社 

朝倉不動産株式会社 

株式会社 ADK クリエイティブ・ワン 

アサヒグループホールディングス株式会社 

株式会社朝日広告社 

株式会社朝日新聞社 

朝日放送株式会社 

ANA ホールディングス株式会社 

一帆会・昭和電工グループ 

エイベックス株式会社 

株式会社 NHK エデュケーショナル 

株式会社 NHK エンタープライズ 

株式会社 NHK プロモーション 

MS&AD インシュアランスグループホール

ディングス株式会社 

大阪ガス株式会社 

株式会社大塚商会 

株式会社大林組 

株式会社沖縄タイムス社 

株式会社オンワードホールディングス 

花王株式会社 

 
テルモ株式会社 

株式会社テレビ朝日 

株式会社テレビ東京 

株式会社電通 

東京急行電鉄株式会社 

株式会社東京国際フォーラム 

株式会社東京ドーム 

株式会社東京放送ホールディングス 

株式会社東芝 

株式会社東北新社 

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 

中村ブレイス株式会社 

日本製鉄株式会社 

日本テレビ放送網株式会社 

日本電気株式会社 

株式会社ニッポン放送 

株式会社日本経済新聞社 

日本毛織株式会社 

株式会社日本廣告社 

日本生命保険相互会社 

株式会社ネクシィーズグループ 

野村ホールディングス株式会社 

株式会社白寿生科学研究所 

株式会社博報堂 

株式会社長谷工コーポレーション 

 

http://anj.or.jp/
http://anj.or.jp/
http://corp.gree.net/jp/
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http://www.urbanet.jp/
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http://www.aoi-pro.com/
https://www.acom.co.jp/corp/csr/
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http://hillsideterrace.com/
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http://corp.gree.net/jp/
https://www.adk.jp/csr/
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https://www.asahigroup-holdings.com/csr/philanthropy/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.asakonet.co.jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.asahi.com/shimbun/company/csr/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://asahi.co.jp/info/index.html
https://www.ana.co.jp/group/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.sdk.co.jp/csr.html
https://avex.com/jp/ja/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.nhk-ed.co.jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.nhk-ep.co.jp/index.html
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
https://www.nhk-p.co.jp/
http://www.ms-ad-hd.com/csr/community3/index.html
http://www.ms-ad-hd.com/csr/community3/index.html
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.osakagas.co.jp/company/csr/index.html
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.obayashi.co.jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.okinawatimes.co.jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.onward-hd.co.jp/csr/support/index.html#culture
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.kao.com/jp/corp_csr/social_activities_02.html
http://corp.gree.net/jp/
https://www.terumo.co.jp/
http://company.tv-asahi.co.jp/
https://www.tv-tokyo.co.jp/csr/
http://www.dentsu.co.jp/csr/
http://www.tokyu.co.jp/company/csr/
http://www.t-i-forum.co.jp/
http://www.tokyo-dome.jp/csr/
http://www.tbs.co.jp/csr/
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/
http://www.tfc.co.jp/
http://www.toyoko-inn.co.jp/economic.html
https://www.toppan.co.jp/csr/
http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/social_contribution/index.html
http://www.nakamura-brace.co.jp/
https://www.nipponsteel.com/csr/social/index.html
http://www.ntv.co.jp/ntvcsr/
http://jpn.nec.com/community/ja/culture/index.html
http://www.jolf.co.jp/company/csrother.html
http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/csr/
http://www.nikke.co.jp/csr/culture/
http://www.nihon-ad.co.jp/
http://www.nissay.co.jp/kaisha/csr/
http://www.nexyz.co.jp/
http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/citizenship/society/contribution/
http://www.hakuju.co.jp/hk04_csr/index.html
http://www.hakuhodo.co.jp/csr/
https://www.haseko.co.jp/hc/csr/


カトーレック株式会社 

キッコーマン株式会社 

キヤノン株式会社 

京セラ株式会社 

株式会社幻冬舎 

株式会社講談社 

株式会社光文社 

コスモエネルギーホールディングス株式会

社 

株式会社サイバーエージェント 

株式会社産業経済新聞社 

サントリーホールディングス株式会社 

三和酒類株式会社 

JXTG ホールディングス株式会社 

しずおか焼津信用金庫 

株式会社資生堂 

清水建設株式会社 

株式会社集英社 

株式会社小学館 

GMO インターネット株式会社 

株式会社 JTB 

住友生命保険相互会社 

積水化学工業株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

大正製薬株式会社 

第一生命保険株式会社 

ダイキン工業株式会社 

大日本印刷株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社竹中工務店 

千島土地株式会社 

中部日本放送株式会社 

TOA 株式会社 

パナソニック株式会社 

株式会社原田 

東日本電信電話株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

久光製薬株式会社 

株式会社ファーストリテイリング 

株式会社フジタ 

富士通株式会社 

株式会社フジテレビジョン 

富士フイルム株式会社 

株式会社ブルボン 

株式会社ベネッセホールディングス 

株式会社ベネフィット・ワン 

株式会社ホテルオークラ東京 

株式会社毎日新聞社 

株式会社マガジンハウス 

株式会社みずほフィナンシャルグル

ープ 

三井不動産株式会社 

三菱地所株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

ヤマトホールディングス株式会社 

油機エンジニアリング株式会社 

株式会社吉野工業所 

株式会社読売新聞東京本社 

楽天株式会社 

株式会社リクルートホールディングス 

株式会社リソー教育 

リンナイ株式会社 

株式会社琉球銀行 

株式会社琉球新報社 

ローム株式会社 

六花亭製菓株式会社 

株式会社ワコールホールディングス  

http://www.katolec.com/CALTURE/index.php
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.kikkoman.co.jp/corporate/csr
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://web.canon.jp/scsa/art_culture_sports/index.html
http://corp.gree.net/jp/
http://corp.gree.net/jp/
http://www.kyocera.co.jp/company/csr/contribution/index.html#02
http://www.gentosha.co.jp/
http://www.kodansha.co.jp/about/cultural-program.html
http://www.kobunsha.com/
http://www.cosmo-oil.co.jp/phil/index.html
http://www.cosmo-oil.co.jp/phil/index.html
http://www.cyberagent.co.jp/corporate/
http://sankei.jp/
http://www.suntory.co.jp/culture-sports/?ke=hd
http://www.iichiko.co.jp/
https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/csr/
https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp/
https://www.shiseidogroup.jp/culture/?rt_bt=menu-culture_001
http://www.shimz.co.jp/csr/index.html
http://www.shueisha.co.jp/
http://www.shogakukan.co.jp/company/culture
https://www.gmo.jp/
http://www.jtbcorp.jp/jp/csr/social_contribution/
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/art/
http://www.sekisui.co.jp/csr/contribution/index.html
http://www.sjnk.co.jp/csr/
http://www.taisho.co.jp/company/environment/social/index.html
http://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/
http://www.daikin.co.jp/csr/index.html?ID=daikintop
http://www.dnp.co.jp/csr/citizen/graphic_art_gallery.html
http://www.daiwa-grp.jp/csr/
http://www.daiwahouse.co.jp/csr/index.html
http://www.takenaka.co.jp/enviro/news/index.html
http://www.chishimatochi.com/solution/regional.html
http://hicbc.com/
http://www.toa.co.jp/mecenat/
http://panasonic.net/sustainability/jp/
http://www.gateaufesta-harada.com/
http://www.ntt-east.co.jp/csr/?link_eastid=ins_c007
http://www.jreast.co.jp/company/csr/
http://www.hisamitsu.co.jp/company/csr.html
http://www.fastretailing.com/jp/csr/
http://www.fujita.co.jp/kankyo/
http://jp.fujitsu.com/about/csr/community/
http://www.fujitv.co.jp/csr/index.html
http://fujifilm.jp/index.html
http://www.bourbon.co.jp/culture/index.html
http://www.benesse-hd.co.jp/ja/csr/index.html
https://www.benefit-one.co.jp/
http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/events/
http://www.mainichi.co.jp/
http://magazineworld.jp/
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/index.html
https://www.mizuho-fg.co.jp/csr/index.html
http://www.mitsuifudosan.co.jp/and_earth/?id=global
http://www.mec.co.jp/j/csr/philanthropy/case/culture/index.html
http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/csr/society/index.html
http://www.yamato-hd.co.jp/csr/index.html
http://www.yukieng.co.jp/csr/
http://www.yoshinokogyosho.co.jp/
https://info.yomiuri.co.jp/social/index.html
http://corp.rakuten.co.jp/csr/
https://www.recruit.co.jp/sustainability/
https://www.riso-kyoikugroup.com/
http://www.rinnai.co.jp/csr/index.html
http://www.ryugin.co.jp/
http://ryukyushimpo.jp/
http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1/csr-social-culture
http://www.rokkatei.co.jp/cultual/index.html
http://www.wacoalholdings.jp/csr/pr_community.html


 

■ 準会員 

 
【法人・団体会員】 

茨城県 

公益財団法人鹿島美術財団 

公益財団法人神奈川芸術文化財団 

公益財団法人鋸山美術館 

公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会 

京都商工会議所 

京都造形芸術大学 

公益財団法人京都服飾文化研究財団 

劇団四季 

公益財団法人公益法人協会 

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

株式会社シアターワークショップ 

公益財団法人新国立劇場運営財団 

公益財団法人せたがや文化財団 

公益財団法人ソニー音楽財団 

 
 

公益財団法人たましん地域文化財

団 

税理士法人出塚会計事務所 

東京都写真美術館 

東京都生活文化局文化振興部 

公益財団法人東京都歴史文化財団 

東京ミッドタウンマネジメント株式会

社 

新潟市 

株式会社ニッセイ基礎研究所 

公益社団法人日本芸能実演家団体

協議会 

公益財団法人八十二文化財団 

株式会社マザーズ 

公益財団法人水戸市芸術振興財団 

公益財団法人山口市文化振興財団 

公益財団法人横浜市芸術文化振興

財団 

公益財団法人吉田秀雄記念事業財

団 

 

 

【個人会員】*お名前公開可の方のみ掲載 

飯島 健 一花裕一 岩田武司 尾﨑元規 最首孝之 斉藤恵美子 

迫田時雄 白神しのぶ 添石幸伸 巽 知代 永井伸和 中坪功雄 

野見山 亨 福川伸次 藤岡達也 古竹孝一 
  

 

http://www.kyo.or.jp/kyoto/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/
http://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/
http://www.kajima-fa.or.jp/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/
http://www.kanagawa-arts.or.jp/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/
https://nokogiriyama.com/
http://www.osaka21.or.jp/
http://www.kyo.or.jp/kyoto/csr/
http://www.kyoto-art.ac.jp/
http://www.kci.or.jp/
https://www.shiki.jp/
http://www.kohokyo.or.jp/
http://www.saf.or.jp/
http://theatre-workshop.co.jp/
http://www.nntt.jac.go.jp/
http://www.setagaya-bunka.jp/
http://www.smf.or.jp/
https://www.tamashin.or.jp/
https://www.tamashin.or.jp/
http://www.dezuka.jp/
http://topmuseum.jp/
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/bunka/
https://www.rekibun.or.jp/
http://www.tokyo-midtown.com/jp/
http://www.tokyo-midtown.com/jp/
http://www.mizu-tsuchi.jp/
http://www.nli-research.co.jp/
http://www.geidankyo.or.jp/
http://www.geidankyo.or.jp/
http://www.82bunka.or.jp/
http://www.mothers-inc.co.jp/
http://arttowermito.or.jp/index.html
http://www.ycfcp.or.jp/
http://fp.yafjp.org/
http://fp.yafjp.org/
http://www.yhmf.jp/
http://www.yhmf.jp/

