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メセナ活動認定制度《This is MECENAT 2019》 

企業による芸術・文化支援活動 166 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、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）活動の認定制度「This is MECENAT 2019」において、166 件（95 社・団体）を認

定しました。 2019 年 4 月 1日～2020 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

者による審査会において認定活動を決定（資料別添）。今回は継続して認定になった活動に加えて、新たに応募され

た 45 件の活動が認定されました。 

■This is MECENAT2019 認定活動 https://mecenat-mark.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

   

【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   

｜TEL:03-5439-4520｜FAX: 03-5439-4521｜E-mai l :mecenat@mecenat .or . jp｜   

URL：  ht tp ://www.mecenat.or . jp   広報：福森・佐藤（華）／This  i s  MECENAT 担当：福森・齊藤  

▲TIM ロゴマーク 

□審査委員(2019 年) 

原島                博｜東京大学名誉教授 ※審査委員長 

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 

萩原なつ子｜立教大学社会学部／ 

大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授 

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

年で 6 年目を迎え、延べ 834 件の

活動を認定してきました。認定され

た活動には「ロゴマーク」を発行

し、広報・発信のサポートをするとと

もに、専用サイト内「メセナアーカイ

ブ」にてこれまでの全認定活動を

公開しています。 

■メセナアーカイブ 

https://mecenat-mark.org/ 

株式会社竹中工務店／EAMES HOUSE: DESIGN FOR 

LIVING イームズハウス：より良い暮らしを実現するデザイン 

淺野鍛冶屋／刀鍛冶の技術の伝承と新しい文化の創造 

 

 

公益財団法人ベネッセこども基金／親子でチャレン

ジ国際理解！ちびっこおえかきコンテスト 

□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。 



企業名
本社

所在地
活動名

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

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

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

4 淺野鍛冶屋 岐阜県 刀鍛冶の技術の伝承と新しい文化の創造

5 公益財団法人朝日新聞文化財団 東京都 4オケ・スペシャル（「大阪4大オーケストラの響演」特別企画）

6 岩手県被災地域の郷土芸能支援「アサヒグループ・コミュニティ助成事業」

7 アサヒビール大山崎山荘美術館

8 朝日放送グループホールディングス株式会社 大阪府 ABCラジオ「上方落語をきく会」

9 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

10 出光興産株式会社 東京都 みらいを奏でる音楽会

11 公益財団法人伊藤忠記念財団 東京都 すべての子どもたちに読書のよろこびを

12 TWILIGHT CONCERT

13 ベルリンフィル定期公演のインターネット・ライブ配信（無料）

14 MS&ADインシュアランスグループ 東京都
令和元（2019）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）

15 Daigasグループにおける児童養護施設の子どもたち向け「ともしびこどもクッキング」

16
OMS (扇町ミユージアムスクエア)戯曲賞を通じた関西演劇の支援／「第26回OMS戯曲

賞」スタート

17 大阪ガス癒しの音楽（Daigasグループ 小さな灯 運動主催）

18
Daigasグループにおける児童養護施設の子どもたち向け「ともしびこども劇場」と「あ

つまれ！ピッコロひろば」の取り組み

19 株式会社大林組 東京都 広報誌「季刊大林」の発行

20 株式会社お菓子の香梅 熊本県 香梅アートアワード

21 沖縄タイムス伝統芸能選考会・選抜芸能祭

22 第72回沖展

23 鬼塚電気工事株式会社 大分県 プロジェクト ONICO

24
花王株式会社／

公益財団法人花王芸術・科学財団
東京都 花王ファミリーコンサート

25 公益財団法人鹿島美術財団 東京都 鹿島美術財団賞

大阪府

沖縄県

This is MECENAT 2019 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

株式会社インターネットイニシアティブ

大阪ガス株式会社

沖縄タイムス社

東京都

東京都

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

26 綴プロジェクト

27 写真新世紀

28 公益財団法人京都服飾文化研究財団 京都府 「ドレス・コード ？―着る人たちのゲーム」 京都展

29 駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島2019」

30
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

31 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

32 サミット株式会社 東京都 第29回 大宮八幡宮「杉並花笠祭り」

33 株式会社産業経済新聞社 東京都 第66回産経児童出版文化賞

34 サンスターグループ 東京都 日本書道美術院 サンスター国際賞 ～日本の書道文化の支援活動～

35 三和酒類株式会社 大分県 【季刊 iichiko】の発行

36 「第15回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

37 CBCクラブ文化賞（くちなし章）

38 JXTGグループ JXTG児童文化賞

39 JXTGグループ JXTG音楽賞

40 JXTGグループ JXTG童話賞

41 株式会社JTB 東京都 JTB交流創造賞

42 株式会社静岡銀行 静岡県 しずおかキッズアカデミー

43 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

44 資生堂アートハウスの企画・運営

45 資生堂ギャラリーの企画・運営

46 清水建設株式会社 東京都 シミズ・オープン・アカデミー

47 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

48 北九州音楽協会の音楽活動への支援

49 NSシンフォニー・オーケストラの音楽活動に対する支援

50 株式会社スズケン 愛知県 白鳥おどり in コージュ高鷲

51 積水ハウス株式会社 大阪府 絹谷幸二 天空美術館

52 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～

東京都

東京都

福岡県新ケミカル商事株式会社

キヤノン株式会社

京阪ホールディングス株式会社

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

大阪府

愛知県

東京都

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

53
ソニー音楽財団 災害復興支援プロジェクト 小・中・高校生とともに贈る「第九」チャリ

ティ・コンサート

54 10代のためのプレミアム・コンサート

55 ソニー音楽財団 子ども音楽基金

56 Concert for KIDS ～0才からのクラシック～ ／ ～3才からのクラシック～

57 齋藤秀雄メモリアル基金賞

58 Concert for KIDS ～0才からの鼓童～

59 東京都 SOMPOアート・ファンド

60 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）

61 東京都 SOMPOパラリンアートカップ2019

62 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」

63 東京都 損保ジャパン日本興亜人形劇場 「ひまわりホール」

64 東京都 FACE 損保ジャパン日本興亜美術賞

65 東京都 サラリーマン川柳コンクール

66 東京都 第一生命ギャラリーの運営

67 東京都 VOCA展の特別協賛

68 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

69 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

70 東京都
＜フィンランド国立アテネウム美術館  DNPミュージアムラボ＞ シニア向けワーク

ショップの取り組み

71 東京都 ワークショップを通じた価値共創活動

72 東京都 MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）の活動

73 東京都 DNP京都太秦文化遺産ギャラリー

74 東京都 グラフィック文化に関する学術研究助成

75 東京都 ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）

76 東京都 京都dddギャラリー

77 東京都 DNPグラフィックデザイン・アーカイブ

78 東京都 CCGA現代グラフィックアートセンター

79 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）

東京都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

大日本印刷株式会社／公益財団法人DNP文化振興財団

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

80 株式会社髙島屋 大阪府 髙島屋史料館TOKYOにおけるアーカイヴス活動

81 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

82 東京都 季刊誌 [approach] 本誌およびwebの制作・発行

83 東京都
GWに東京のまちを撮ろう！― 人・建築・都市を記憶する ― レンズ付フィルムによる写

真展「100+20人の東京2019－2020 ～North編～」

84 東京都
EAMES HOUSE: DESIGN FOR LIVING イームズハウス：より良い暮らしを実現するデザ

イン

85 東京都 SOCIAL GOOD 2020 の次を考える（予定）

86 東京都 Alvar Aalto and Aino Aalto design four everyday life  暮らしのデザイン（予定）

87 兵庫県 TOA音の防災シアター「カンカン塔の見はり番」

88 兵庫県 TOA Music Workshop

89 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

90 東京都 「広告小学校」プロジェクト

91 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ヴァイオリンとと

もに～

92 東京ミッドタウンマネジメント株式会社 東京都 TOKYO MIDTOWN AWARD 2019 (デザインコンペ、アートコンペ）

93 東京都 浮世絵館の運営

94 東京都 元麻布ギャラリーの運営

95 東京都 ART FACTORY 城南島の運営

96 東京都 トッパンチャリティーコンサート

97 東京都 印刷博物館の文化活動

98 愛知県 トヨタロビーコンサート

99 愛知県 トヨタコミュニティコンサート

100 愛知県 ネットTAM

101 愛知県 トヨタミュージックライブラリー

102 愛知県 トヨタ青少年オーケストラキャンプ

103 愛知県 ウィーン・プレミアム・コンサート

104 愛知県 トヨタ博物館 開館30周年記念活動

105 愛知県 第30回記念 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

106 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

トヨタ自動車株式会社

株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店／

公益財団法人ギャラリーエークワッド

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

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

107 日本毛織株式会社 大阪府 工房からの風

108 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

109 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

110 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）

111 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）

112 株式会社ヌマザワ 山形県 ヌマザワの地域貢献活動

113 東京都 「野村美術賞」

114 東京都 末家焼 ひろ窯支援

115 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.5

116 株式会社パソナグループ 東京都 Awaji Art Circus 2019

117 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

118 群馬県 芸術文化を通して地域貢献活動の実施

119 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

120 東京都 海外鉄道研修生受入れ（フェローシップ研修、フォローアップコース）

121 東京都 工業高校生がつくる鉄道展

122 東京都 地方文化事業支援

123 東京都 旧新橋停車場 鉄道歴史展示室

124 東京都 東京ステーションギャラリー 「教育普及」シリーズ

125 東京都 駅コンサートの開催

126 東日本電信電話株式会社 東京都
幅広い層に向けたメディア・アートによる2019 年度教育普及活動（NTT インタ ーコ

ミュニケーション・センター[ICC]）

127 岡山県
教育文化活動助成事業（教育・文化振興による地域社会課題の解決や価値創造に対する

助成事業）

128 岡山県 参加型アートイベント『国吉祭』

129 岡山県
対話・探究型鑑賞法ベースとした地域文化芸術資源を運用した展覧会企画の展開プロ

ジェクト

130 富士急行株式会社 山梨県 美術館の運営

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

公益財団法人東日本鉄道文化財団

公益財団法人福武教育文化振興財団

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

131 東京都 「 PHOTO IS 想いをつなぐ。50,000人の写真展」

132 東京都 富士フイルムフォトサロン

133 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

134 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

135 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

136 公益財団法人ブルボン吉田記念財団 新潟県 ドナルド・キーン・センター柏崎の運営

137 東京都 親子でチャレンジ国際理解！ちびっこおえかきコンテスト

138 東京都 発達障がい支援ワークショップ 「音と光の動物園」

139 岡山県 ベネッセスタードーム ～プラネタリウムを通じた地域貢献活動～

140 岡山県 夏のチャレンジ 全国小学生「未来」をつくるコンクール

141
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

142 東京都 ホテルオークラ東京 ロビーコンサート25

143 東京都 ホテルオークラ音楽賞

144 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」

145 ポラス株式会社 埼玉県 南越谷阿波踊り

146 マネックスグループ株式会社 東京都 ART IN THE OFFICE

147 東京都 2019年度 三菱地所の Shall Weコンサート（出張コンサート）

148 東京都 第18回キラキラっとアートコンクール

149 東京都 ふれあいコンサート

150 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」

151 ヤマトホールディングス株式会社 東京都 2019年度 音楽宅急便 クロネコファミリーコンサート

152 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

153 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～

154 読売新聞社 大阪府 文化財保存・修復読売あをによし賞

155 東京都 クリエイションギャラリーG8

156 東京都 ガーディアン・ガーデン

株式会社ホテルオークラ東京

三菱地所株式会社

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

公益財団法人ベネッセこども基金

株式会社ベネッセホールディングス／

株式会社ベネッセコーポレーション

富士フイルム株式会社

企業名は各企業サイトにリンクしております。



企業名
本社

所在地
活動名

157 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15回クリスマスバレエ公演 井上バレ

エ団「くるみ割り人形」

158 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21回トーマス・コンサート

159 株式会社琉球新報社 沖縄県 琉球古典芸能コンクール・琉球古典芸能祭

160 有限会社レモン（屋号:レモン画翠） 東京都 第41回 学生設計優秀作品展 -建築・都市・環境-

161 京都府 ローム ミュージック セミナー 2019＜宮田大・チェロクラス＞

162 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2019

163 京都府 ローム ミュージック フェスティバル 2019

164 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～

ロマン派の調べ～ Vol.20～22

165 京都府 京都・国際音楽学生フェスティバル2019

166 六花亭製菓株式会社 北海道 六花の森の企画・運営

株式会社リソー教育

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

企業名は各企業サイトにリンクしております。




