
 

 

PRESS RELEASE 2021年 7月 7日 

2021‐No. 04  
 

メセナ活動認定制度《This is MECENAT 2021》 

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 2021」において、166件（103社・団体）を認

定しました。2020年に引き続き今年も新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、従来通りの実施が難しい状況にあ

る活動も対象とし、有識者による審査において、過去の実績や継続の意志もふまえて認定活動を決定（資料別添）。自

社の特性を活かした事例や地域の歴史文化を発信する取り組みなど、全国各地でコロナ禍におけるメセナ活動の継続

と新たな試みによってさらなる活性化を目指す企業・団体が多く見られ、新たに応募された 46件の活動も認定されまし

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 広報：佐藤（華）／認定顕彰：齊藤・内野 

TEL:03-5439-4520 FAX: 03-5439-4521 E-mail: press@mecenat.or.jp 

〒108-0014 東京都港区芝 5-3-2 +SHIFT MITA 8 階  URL： http://www.mecenat.or.jp 

◆審査委員(2021 年度) 

萩原なつ子｜立教大学・教授／（認特）日本 NPOセンター代表理

事 ※審査委員長 

新 井 鴎 子 | 横浜みなとみらいホール館長、東京藝術大学 COI

特任教授 

佐 倉  統｜東京大学大学院情報学環 教授／理化学研究所

革新知能統合研究センターチームリーダー 

中 島 信 也｜東北新社取締役社長／CMディレクター 

仲 町 啓 子｜実践女子大学教授／秋田県立近代美術館長 

山 口  周｜独立研究者、著作家、パブリックスピーカー 

（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」は、全国各地

で行われる多彩な企業メセナを顕

在化し、その社会的意義や存在感

を示すことを目的に 2014 年に創

設。「これぞメセナ」と認定された活

動にはシンボルである「メセナマー

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」にて活動内容を公

開しています。 

▼メセナアーカイブはこちら 

https://mecenat-

mark.org/archives_top.php 

◆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。 

【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  広報：佐藤（ 華）／認定顕彰：齊藤・田中  

〒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 .o r. jp｜   

URL：  ht tp: //www.mecenat.o r . jp    

本件は 7 月 7 日（水）14：00、文部科学記者会にも資料を配布しています 

◆This is MECENAT とは 

▲TIM ロゴマーク 

公益財団法人吉田秀雄記念事業団／アドミュー

ジアム東京～いつも あなたに 新しい発見を～ 

日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社

／岡山子どもミュージカル 

カトーレック株式会社／四国村 

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


企業
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 株式会社アイワード 北海道 北海道の印刷出版文化情報誌「季刊アイワード」の発行（全4回）

4 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

5 アサヒグループホールディングス株式会社 東京都 アサヒビール大山崎山荘美術館

6 ABCアナウンサーによるこども読み聞かせ会「おはなしの森」

7 ABCラジオ「上方落語をきく会」

8 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

9 伊藤忠エネクス株式会社 東京都 ことばの力を楽しむ会

10 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

11 TWILIGHT CONCERT

12 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）

13 WALL SHARE株式会社 大阪府 京橋高架下イメージアップ プロジェクト

14 株式会社ADKホールディングス 東京都 本社オフィスエントランスにおけるアートギャラリー

15 ENEOSグループ ENEOS音楽賞

16 ENEOSグループ ENEOS童話賞

17 ENEOSグループ ENEOS児童文化賞

18 MS&ADインシュアランスグループ 東京都
令和3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）

19 大分県信用組合 大分県 第30回けんしん美術展

20 Daigasグループにおける児童養護施設の子どもたちへの「食」の取り組み

21
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28回
OMS戯曲賞」スタート

22 一般財団法人おおさか創造千島財団 大阪府 MASK ー見せる収蔵庫ーの運営

23 株式会社大林組 東京都 広報誌「季刊大林」の発行

24 沖縄タイムス伝統芸能選考会・選抜芸能祭

25 沖展特別展（仮題）／第73回沖展

26 鬼塚電気工事株式会社 大分県 プロジェクト ONICO

27 ボストン美術館所蔵日本美術品調査図録 刊行

28 鹿島美術財団賞

公益財団法人鹿島美術財団

This is MECENAT 2021 認定活動一覧 166件（103社・団体）

朝日放送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

ENEOSホールディングス株式会社

大阪ガス株式会社

沖縄タイムス社

大阪府

東京都

東京都

大阪府

沖縄県

東京都
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企業
本社

所在地
活動名

29 カトーレック株式会社 東京都 四国村

30 キヤノン株式会社 東京都 綴プロジェクト

31 近畿労働金庫 大阪府 エイブル・アートSDGsプロジェクト

32
株式会社久原本家グループ本社／一般社団法
人だんだんボックス

福岡県 くばらだんだんアート

33 株式会社熊平製作所 広島県 小冊子『抜萃のつゞり』の発刊

34 KDDI株式会社 東京都 「KDDI ART GALLERY」における「アートとテクノロジーの融合」の実現

35 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

36 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

37 サミット株式会社 東京都 第30回 大宮八幡宮「杉並花笠祭り」

38 株式会社産業経済新聞社 東京都 第68回産経児童出版文化賞

39 まるごといちにち こどもびじゅつかん！オンライン

40
DX（デジタルトランスフォーメーション）推進の活動基盤となる新プラットフォーム
「デジタルサントリーホール」

41 株式会社ジーエス･ユアサ バッテリー 東京都 GSユアサ 小学生 ECO絵画コンクール

42 株式会社シーノ・オフィス 福岡県
優れた女性作家を創出し、日本のアート市場活性化のための新たな価値づくり
ー「てのひら美術館」でアート産業を牽引 ー

43 CBCクラブ文化賞（くちなし章）

44 「第17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

45 しずおか焼津信用金庫 静岡県 地域資源循環型もの、人、夢づくり支援活動

46 資生堂アートハウスの企画・運営

47
資生堂オウンドメディア『花椿』～現代を美しく心豊かに生きるための生活のヒン
トをグローバルに発信～

48 資生堂ギャラリーの企画・運営

49 企業文化活動による新たな価値創造

50 木育活動

51 シミズ・オープン・アカデミー

52 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

53 公益財団法人JAL財団 東京都 第17回世界こどもハイクコンテスト

54 NSシンフォニー・オーケストラの音楽活動に対する支援

55 北九州音楽協会の音楽活動への支援

56 株式会社スズケン 愛知県 白鳥おどり in コージュ高鷲

57 ストリートファニチャーコンペ事務局 神奈川県 まちを楽しくするストリートファニチャーデザインコンペティション

サントリーホールディングス株式会社／公益財
団法人サントリー芸術財団

株式会社CBCテレビ

株式会社資生堂

清水建設株式会社

新ケミカル商事株式会社

大阪府

愛知県

東京都

東京都

福岡県
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企業
本社

所在地
活動名

58 住友不動産株式会社 東京都 家族そろって楽しめるクラシックコンサート「ステップコンサート」

59 積水ハウス株式会社 大阪府 絹谷幸二 天空美術館

60 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～

61 ソニー音楽財団 新型コロナウイルス対策特別支援プロジェクト2021

62 齋藤秀雄メモリアル基金賞

63 ソニー音楽財団 子ども音楽基金

64 Concert for KIDS ～0才からのクラシック®～ ／ ～0才からの鼓童～

65 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」

66 損保ジャパン人形劇場 「ひまわりホール」

67 SOMPO美術館（公益財団法人 SOMPO美術財団）

68 FACE 2022

69 サラリーマン川柳コンクール

70 認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワークへの支援

71 VOCA展の特別協賛

72 第一生命ギャラリーの運営

73  DNP ミュージアムラボ

74 DNP京都太秦文化遺産ギャラリー

75 MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド）の活動

76 DNP Museum Infomation Japan 「artscape」

77 CCGA現代グラフィックアートセンター

78 ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）

79 DNPグラフィックデザイン・アーカイブ

80 グラフィック文化に関する学術研究助成

81 京都dddギャラリー

82 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

83 季刊誌 [approach] 本誌およびwebの制作・発行

84 キノマチプロジェクト

85 石川直樹写真展（仮）

86 天平の匠に挑む（仮）

東京都
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

株式会社竹中工務店

公益財団法人ソニー音楽財団

損保ジャパン株式会社

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

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都
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企業
本社

所在地
活動名

87 社会のダイバーシティを考える 立つ、歩く、走る―義足でこえる心の壁

88 オリガミ・アーキテクチャー 一枚の紙から世界の近現代建築を折る

89 樹の一脚展 人の営みと森の再生

90 田辺三菱製薬株式会社 大阪府 田辺三菱製薬史料館の運営

91 千島土地株式会社 大阪府 Super Studio Kitakagaya の運営

92 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 東京都 アートギャラリーホーム

93 TOA音の防災シアター「カンカン塔の見はり番」

94 TOA Music Workshop

95 株式会社TBS ホールディングス 東京都 第23回 DigiCon6 ASIA Awards

96 田苑酒造株式会社 鹿児島 「田苑酒蔵サロンコンサート」の開催

97
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～

98 「広告小学校」プロジェクト

99 東京ミッドタウンマネジメント株式会社 東京都 TOKYO MIDTOWN AWARD 2021 (デザインコンペ、アートコンペ）

100 東濃信用金庫 岐阜県 とうしん美濃陶芸美術館

101 元麻布ギャラリーの運営

102 ART FACTORY 城南島の運営

103 可能性アートプロジェクト

104 トッパンチャリティーコンサート

105 「印刷文化学」をベースにした新たな印刷博物館活動

106 トヨタロビーコンサート

107 トヨタ青少年オーケストラキャンプ

108 トヨタコミュニティコンサート

109 ネットTAM

110 ウィーン・プレミアム・コンサート

111 トヨタミュージックライブラリー

112 一般社団法人 西陣経済研究所 京都府 平山郁夫×西陣織×世界遺産富岡製糸場 悠久のシルク文化

113 日機装株式会社  東京 公益財団法人 宗桂会の創立、活動支援

114 ニッセイ・バックステージ賞

115 ニッセイ名作シリーズ

東京都

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

公益財団法人ニッセイ文化振興財団

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

兵庫県

東京都

東京都

東京都

東京都

愛知県
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企業
本社

所在地
活動名

116
日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会
社

東京都 岡山子ども未来ミュージカル

117 日本毛織株式会社 大阪府 工房からの風

118 日本新薬株式会社 京都府 日本新薬こども文学賞

119 公益財団法人日本製鉄文化財団 東京都 日本製鉄音楽賞（日本製鉄文化財団受託事業）

120 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

121 日本ユニシス株式会社 東京都
川畠成道コンサートプログラム（目の不自由な方のご招待及び社員によるサ
ポート、地域の方向けの体験型コンサート）

122 TRAGIC TRILOGY (トラジック・トリロジー) Ⅰ「椿姫」

123 渡辺玲子 プロデュース レクチャーコンサート vol.6

124 長谷工 住まいのデザインコンペティション

125 奈良県明日香村における歴史・景観保全活動及び地域活性化への取り組み

126 長谷工マンションミュージアム

127 株式会社パソナグループ 東京都 Awaji Art Circus 2020

128 「未来のピアニストを」ジャパンピアノコンペティション

129 芸術文化を通して地域貢献活動の実施

130 東日本電信電話株式会社 東京都
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]の文化貢献活動 およびコロナ禍
における新オンライン・プラットフォームを通じた教育・文化振興活動

131
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）

132
対話探究型鑑賞システムを運用した地域文化芸術資源によるアートプロジェク
ト

133 富国生命保険相互会社 東京都 THE MUTUAL Art for children（ザ・ミューチュアル・アート・フォー・チルドレン）

134 株式会社フジカワ画廊 東京都 美術館企画展展示への出品協力

135 「"PHOTO IS"想いをつなぐ。あなたが主役の写真展」

136 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

137 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

138
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

139 富士フイルムフォトサロン

140 瀬戸内国際芸術祭

141 夏のチャレンジ 全国小学生「未来」をつくるコンクール

142 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～

143 めざせ！ガンバリスター☆ プロジェクト

144 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 東京都 ポーラ文化研究所による「化粧文化」をテーマとした活動と社会貢献

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

株式会社白寿生科学研究所

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社原田

公益財団法人福武教育文化振興財団

東京都

東京都

群馬県

岡山県

東京都

岡山県
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企業
本社

所在地
活動名

145 芸術・文化活動を支援する継続的ファンド「The Okura Tokyo Cultural Fund」

146 ホテルオークラ音楽賞

147 The Okura Tokyo ロビーコンサート25

148 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

149 三菱広報委員会 東京都 三菱アジア子ども絵日記フェスタ 2021-2022

150 第20回キラキラっとアートコンクール

151 2021年度 三菱地所の Shall Weコンサート（出張コンサート）

152 株式会社みやもと 栃木県 栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会

153 「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」

154 ふれあいコンサート

155 株式会社ゆうちょ銀行 東京都 ゆうちょアイデア貯金箱コンクール

156 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

157 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～

158 読売新聞社 大阪府 文化財保存・修復読売あをによし賞

159 ガーディアン・ガーデン

160 クリエイションギャラリーG8

161 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

162
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.23～32

163 京都・国際音楽学生フェスティバル2021 on the WEB

164 ローム ミュージック フェスティバル 2021

165 ローム ミュージック セミナー 2021＜宮田大・チェロクラス＞

166 六花の森の企画・運営

167 中札内美術村の企画・運営

六花亭製菓株式会社

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

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

東京都

東京都

東京都

東京都

京都府

北海道
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