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住所 電話 URL

主な業務

フジ・メディア・ホールディングス
〒137-8088　港区台場２－４－８ TEL：03-3570-8000 http://www.fujimediahd.co.jp/

認定放送持株会社

フジテレビグループ３２社
〒137-8088　港区台場２－４－８ TEL：03-5500-8888 http://www.fujitv.co.jp/

テレビジョン放送並びに番組･映画の制作･販売･配給

〒137-8088　港区台場２－４－８　フジテレビメディアタワー２２Ｆ TEL：03-5500-8000 http://www.bsfuji.tv/

放送衛星を利用したテレビジョン放送及び番組の制作、販売等

〒104-0045　中央区築地５－６－１０　浜離宮パークサイドプレイス１１，１２Ｆ TEL：03-3547-4800 http://www.kyodo-tv.co.jp/

放送番組、映画、ＣＭ、ＶＰ、記録映像、ＤＶＤ、イベント等の企画・制作、ＥＮＧ取材、中継スタジオ技術、ポストプロダクションの技術業務

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー１８階 TEL：03-6865-1188 http://www.fujicreative.co.jp/

番組販売・番組制作・国際権利ビジネス・ＦＮＳ系列局支社代行業務他

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー １６階 TEL：03-6852-8800 http://www.nxtp.jp/

放送番組の企画、制作及びDVD、PV等の制作

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー１７階 TEL：03-5520-1881 http://www.fujiart.co.jp/

放送番組・イベント催事等の美術制作・企画

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー１７階 TEL：03-5500-0900 http://www.fuji-mt.co.jp/

放送・催事等に関する技術・制作・照明業務及びＢＳ放送、ＣＳ放送の送出支援業務

〒164-0012　中野区本町２－４６－２　中野坂上セントラルビル TEL：03-5353-1111 https://www.dinos-cecile.co.jp/

カタログ、テレビ、インターネット等を媒介とする通信販売事業

〒760-0076　香川県高松市観光町545番地3（セシール第3ビル内） TEL：087-835-4020 http://www.cbs.cecile.co.jp/

人材派遣、有料職業紹介、業務受託、アウトソーシング事業

〒760-0076　香川県高松市観光町545番地3（セシール第3ビル内） TEL：087-883-1111 http://www.com.cecile.co.jp/

コンタクトセンター・テレマーケティングの企画・構築・運営

〒164-0012　中野区本町２－４６－２　中野坂上セントラルビル３Ｆ TEL：03-4334-1122 http://www.almado.co.jp/

卵殻膜化粧品・サプリメントの企画・開発・販売

中国・上海市静安区南京西路1038号　梅龍鎮広場22楼 TEL：86-21-6218-7111

衣料、生活雑貨、家具、美容・健康用品、日用品、家電製品等の卸売、輸出入

〒141-6007　品川区大崎２－１－１　ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏｗｅｒ　７Ｆ TEL：03-5487-5001 http://www.quaras.co.jp/

マス媒体・ネット広告等を扱う総合広告会社　　

〒141-8606　品川区大崎３－６ー２８　ウエストパーク大崎 TEL：03-5740-3160 http://www.kyodo-ad.co.jp/

老舗の強味を生かし、ステディーな取り組みの広告会社　　

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー１９階 TEL：03-5520-1500 http://www.fujimic.com/

コンピュータ・ソフトウェア開発を軸とした総合情報産業

〒105-8070　港区海岸１－１５－１　スズエベイディアム TEL：03-5403-8851 http://www.fusosha.co.jp/

雑誌・書籍出版、録音録画物の企画・制作

〒107-0061　港区北青山３－３－５　東京建物青山ビル ７F TEL：03-3796-8608 http://www.fujipacific.co.jp/

音楽著作権の取得及びその利用開発、AVｿﾌﾄ用音楽原盤等の企画制作

〒102-0093　千代田区平河町２－７－１　塩崎ビル TEL：03-3263-1411 http://www.fujiland.co.jp/

レストランの経営、高級保養施設の管理運営、賃貸ビル、学生会館の経営

〒100-0006　千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル南館１８Ｆ TEL：03-3240-0888 http://www.fuji-cd.co.jp/

人材紹介、人材派遣、業務請負、研修教育

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー ６階 TEL：03-6891-8500 http://www.fcg-r.co.jp/

生活・暮らし、美容に関わる商品の評価、研究。食品の安全管理、レシピ開発。室内環境検査。文化財保存修復。企業広報コンサルティング。

〒137-8088　港区台場２－４－８　フジテレビメディアタワー２Ｆ TEL：03-5500-5825 http://www.fujitvkids.co.jp/

キッズ向けコンテンツの開発･運用

〒137-8088　港区台場２－４－８　フジテレビオフィスタワー２１Ｆ TEL：03-5500-8236 http://www.satellite-service.co.jp/index.html

110度ＣＳの委託放送事業

150 East 52nd St. 34th ｆloor New York,N.Y.10022 TEL：212-753-8100 http://www.fujisankei.com/

ＦＣＧの海外業務、事業開発、海外企業の対日活動のコーディネイト他 130204

21241 S. Western Ave., Suite 200 Torrance, CA  90501

音楽著作権の取得と利用、音楽映像関係企画開発

21241 S. Western Ave., Suite 200 Torrance, CA  90501

音楽著作権利用開発

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー １６階 TEL：03-6738-8810 http://www.van8.co.jp/

撮影･照明等の技術業務、番組・CM・PR映像等の企画・制作、報道・スポーツ・情報ｱｰｶｲﾌﾞ業務、内勤記者・収録技術者派遣

〒135-0064　江東区青海１－１－２０　ダイバーシティ東京 オフィスタワー １６階 TEL：03-5500-5980 http://www.kyodo-edit.co.jp/

ビデオ編集・ＭＡ等請負、同技術者派遣、記録メディア販売、映像資料プリント関連業務請負、制作技術・ＥＮＧ関連業務請負・派遣

〒104-0045　中央区築地５－６－１０　浜離宮パークサイドプレイス TEL：03-3547-4890 http://www.basis-net.co.jp/

演出及び技術スタッフの派遣と番組制作

〒160-0021　新宿区歌舞伎町２－２－１５  ヒルコート東新宿ビル TEL：03-5285-2988 http://www.vasc.co.jp/

ＴＶドラマ、映画等の制作技術請負

〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町４－２５２　ユニオンビル２F TEL：048-647-9200 http://www.saitama.fujimic.com/

コンピュータ・ソフトウェア開発、保守、運用

〒948-0062　新潟県十日町市泉９２番地　 TEL：025-750-1101 http://www.niigata.fujimic.com/

コンピュータソフトウェアの開発及びシステム販売

〒250-0011　神奈川県小田原市栄町一丁目８番１号　Y&Yビル3階 TEL：0465-21-0751

食料品・飲料・消耗品などの卸販売、食堂経営、物販運営建物のメンテナンス等
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住所 電話 URL

主な業務
会社名 代表取締役社長

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２ TEL：03-3231-7111 http://sankei.jp/

産経新聞・SANKEI EXPRESS・サンケイスポーツ・夕刊フジ・正論の発行

〒100-8125　千代田区大手町１－７－２ TEL：03-3231-7111 http://www.sankeibiz.jp/

総合ビジネス金融紙フジサンケイ ビジネスアイ 、月刊Business i. ENECO等の発行・発売。各種イベントの企画・制作・販売

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２ TEL：03-3231-7111 http://www.sankei-digital.co.jp/

ニュース系サイトの運営、報道用ニュース情報の配信・販売など

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２ TEL：03-3243-8337 http://sankei.jp/ShimbunSeisaku/

新聞制作、各種印刷物の制作、新聞制作工程に関する指導と研修

〒279-0032　浦安市千鳥９－４ TEL：047-304-1711

産経新聞、サンケイスポーツ、自治体・大学広報紙などの印刷と発送業務

〒101-0052　千代田区神田小川町1-1　日幸神田ビル７階 TEL：03-5259-7778 http://www.sankei-ad.co.jp/

産経関連媒体・一般広告代理業及びイベント全般、写真ニュース販売など

〒335-0014　埼玉県戸田市喜沢南１－５－４３ TEL：048-441-0111 http://www.sankeiprint.jp/

新聞印刷、商業印刷、社内報、ＰＲ誌、市及び区広報誌出版等の総合印刷

〒111-0056　台東区小島２－１４－１　石崎ビル３階 TEL：03-6800-4510 http://www.sankeimedix.co.jp/

出版、広告代理業、市場調査、編集受託

〒108-0023　港区芝浦４－９－２５  芝浦スクエアビル３Ｆ TEL：03-5443-7500 http://www.sankei-eye.co.jp/

折込広告代理業、宅配による広告業務、ＳＰ広告他一般広告代理業

〒101-0052　千代田区神田小川町１－１　山甚ビル８階 TEL：03-5283-7535 http://www.sankei-kaihatsu.co.jp/

新聞の普及･宣伝、旅行業、新聞販売店の労務・税務管理指導及び保険代理業、物品販売・出版・印刷物発行業務など

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２  東京サンケイビル８Ｆ TEL：03-3243-8374 http://www.sankei-books.co.jp/

新聞・図書・雑誌等の編集・発行・販売。著作権及び著作隣接権の取得、媒介、斡旋。広告代理業。

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２  東京サンケイビル１１Ｆ TEL：03-5255-0123 http://www.newspace.co.jp/

広告、宣伝に関する企画、制作及び広告仲介・代理業､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告の広告代理業､広告ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

〒100-8077　千代田区大手町１－７－２  産経新聞社内 TEL：03-3243-8555 http://sankei.jp/HenshuCenter/

新聞・雑誌など一般刊行物の企画、取材、編集、制作、校閲。また会社案内、ポスターなどの企画、編集、制作など

〒556-0017  大阪市浪速区湊町２－１－５７ TEL：06-6633-6547 http://www.sankei-ados.jp/

産経関連媒体及び一般広告代理業、業務受託、人材派遣、不動産管理、賃貸、出版、保険代理業

〒554-0012　大阪市此花区西九条２－１４－６ TEL：06-6462-1951

印刷・製版および製本の業務

〒556-0017  大阪市浪速区湊町２－１－５７ TEL：06-6633-6842 http://www.esankei.com/

産経新聞の販売促進事業、サンケイ旅行

〒556-0017  大阪市浪速区湊町２－１－５７ 難波サンケイビル９F TEL：06-6633-2320 http://kan-soku.com/

日刊新聞・週刊誌などの卸・小売

〒552-0007　大阪市港区弁天１－２－４ TEL：06-6577-1301

通称 ラジオ大阪。ラジオ放送並びに番組の制作・販売・付帯事業 http://www.obc1314.co.jp/

〒100-8439　千代田区有楽町１－９－３ TEL：03-3287-1111 http://www.jolf.co.jp/

ラジオ放送並びに番組の制作・販売・付帯事業

〒102-8569　千代田区紀尾井町３－６　紀尾井町パークビル１Ｆ TEL：03-3265-8261 http://www.jolf-p.co.jp/

ラジオショッピング・通販全般、リース・機器等販売、リサイクル・アウトレット店舗運営、イベント企画、広告代理、リプリント

〒100-0005　千代田区丸の内３－３－１　新東京ビルヂング２３４区 TEL：03-3287-5505

損害保険、生命保険及び広告代理業

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル６Ｆ TEL：03-3572-7321 http://www.soundman.co.jp/

放送番組・イベント等の企画・制作及びミキシング

〒100-8439　千代田区有楽町１－９－３ TEL：03-3287-7681

番組の企画、制作、演出、ミキシング、イベント制作や企画、アナウンサー派遣等

〒100-0004　千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル１６Ｆ TEL：03-5542-1300 http://www.sankeibldg.co.jp/

オフィスビル･商業施設等の開発・賃貸・管理運営、分譲マンションの開発、収益用不動産の開発・取得・運用、貸会議室の運営等

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル９F TEL：03-3569-6890 http://www.sankeikaikan.co.jp/

飲食店の経営・企画開発・受託運営　ケータリングパーティーの企画運営　介護施設における給食業務の受託運営

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル２F TEL：03-3569-6800 http://www.sankeibt.com/

イベント、展示会の企画・運営。テレビスタジオセット制作。オフィス、マンション、介護施設等内装の設計、デザイン、施工。

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル８F TEL：03-3289-3801 http://www.sankei-bm.jp/

プロパティマネジメント業務、リーシング業務、土地・建物の仲介や売買等に関わる業務、マンション管理業務及びスペースプロデュース

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル９Ｆ TEL：03-3569-6850

メンテナンス業務全般（建物設備管理・警備・清掃）

〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル３F TEL：03-3569-6870　 http://www.humedia-japan.co.jp/

業務請負（給与計算全般）、人材派遣、広告、出版物、web企画制作

〒100-0004　千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル１６Ｆ TEL：03-3242-6055

第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業等の不動産投資顧問業

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田２－４－９　ブリーゼタワー７階 TEL：06-6341-3999

大阪西梅田のサンケイホールブリーゼの運営及び各種興行

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田２－５－１　大阪サンケイビル別館５階 TEL：06-6345-6275

ブリーゼタワー内レストラン「ル・コントワール・ド・ブノワ」の経営

〒158-0097　世田谷区用賀３－８－１８　グリーンハウスNo.101 2C号室 TEL：03-6447-9861 http://www.sankeiwellcare.com

有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置・運営、訪問介護事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、不動産の賃貸事業

〒102-8515　東京都千代田区紀尾井町３－２３ TEL：03-5216-9211 http://www.sankeiliving.co.jp/

リビング新聞、シティリビング、あんふぁん等女性を対象とした生活情報紙誌の発行及び関連するプロモーション、Web事業

〒102-8401　東京都千代田区紀尾井町３－２３ TEL：03-5216-9411 http://www.lps.co.jp/

全国4万名の女性組織を核に、暮しに関わるSP・広告全般を行う。

〒102-8324　東京都千代田区紀尾井町３－２３ TEL：03-5216-9420 http://www.kurashihow.co.jp/

女性市場に関する調査・分析に基づいたマーケティングコンサルティング事業、及び基礎研究を基にした媒体の発行・販売事業

〒980-0804　仙台市青葉区大町１－１－３０　新仙台ビル４Ｆ TEL：022-265-2511 http://www.sendailiving.jp/index.php

リビング仙台の発行、付帯事業

〒320-0811　宇都宮市大通り1-4-24　住友生命宇都宮ビル４ TEL：028-600-8800 http://www.m-living.com/

リビングマロニエの発行、付帯事業

〒251-0052　藤沢市藤沢４６２　日本生命藤沢駅前ビル４Ｆ TEL：0466-27-7411 http://www.shonanliving.co.jp/

リビング湘南の発行、付帯事業

〒420-0857　静岡市葵区伝馬町９－１ 河村ビル３F TEL：054-255-1231 http://www.s-liv.com/

リビング静岡の発行、付帯事業

〒700-0821 岡山市北区中山下2丁目8番45号 TEL：086-235-2200 http://www.lico.co.jp/okakura/

リビングおかやま、リビングくらしきの発行、付帯事業 

〒730-0017 広島市中区鉄砲町５－１６　サンケイビル４F TEL：082-511-7700 http://www.lico.co.jp/hiroshima/index.php

リビングひろしまの発行、付帯事業
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 武藤 伸樹

 高橋 信博

 渡辺　茂大

(株)産経新聞制作  上坂 徹

(株)産経新聞印刷  石川 正志

(株)サンケイアイ  土橋 誠志

サンケイ総合印刷(株)＜東京＞

産経新聞グループ １８社

(株)産經メディックス

(株)日本工業新聞社  縣 良二

(株)産経デジタル  近藤　哲司

(株)産経広告社

(株)産業経済新聞社  熊坂 隆光

 田村　勲

産經新聞開発(株)＜東京＞  須藤 修

(株)産經編集センター  伊藤 浩

(株)産經アドス

 浜見 良樹

 田中 康雄

サンケイ総合印刷(株)＜大阪＞

(株)産經新聞出版

(株)ニュースペース・コム

 平林 利夫　

 吉田 佳孝

(株)ニッポン放送

産經新聞開発(株)＜大阪＞

 永渕　啓

 皆川 豪志

(株)ニッポン放送プロジェクト  中島 恒雄

ニッポン放送グループ５社

 村山 創太郎

(株)サンケイビル

伊藤 紀幸

(株)かんそく

(株)エル･ファクトリー  宮本　幸一

大阪放送(株)

 菊谷 藤隆

 徳永 正明

(株)フジサンケイ
                エージェンシー

(株)サウンドマン

(株)サンケイビルウェルケア 舘野　登志郎

(株)サンケイビル投資顧問

(株)サンケイビルマネジメント

(株)ブリーゼアーツ

(株)サンケイビルテクノ  鈴木 善晴

(株)ブリーゼレストランズ 伊藤 紀幸

(株)サンケイビル
　　　　　メンテナンスサービス

 岩井 幸一

 内堀 眞澄

(株)仙台リビング新聞社  谷口 法義

 寺田 あゆ子

(株)リビング
            くらしＨＯＷ研究所

(株)リビングプロシード

(株)サンケイリビング新聞社

 内堀 眞澄

 内堀 眞澄

リビング新聞社グループ ９社

(株)栃木リビング新聞社

(株)静岡リビング新聞社  森田 博隆

(株)湘南リビング新聞社  平塚 善伸

(株)広島リビング新聞社  大賀 英男

 高槻 宜明

(株)ヒューメディアジャパン

 鮫島 眞一郎

 高田 実

 飯島 一暢

(株)サンケイ会館

 谷黒 康一　

サンケイビルグループ １０社

 和田 直樹(株)岡山リビング新聞社
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主な業務
会社名 代表取締役社長

〒105-8487　港区虎ノ門２－５－１０ TEL：03-5521-8000 http://www.ponycanyon.co.jp/

音楽、教養、文芸、スポーツ、映画など各種パッケージソフト（ＣＤ、ＤＶＤ等）及びデジタルコンテンツの企画、制作、販売

〒106-0041　港区麻布台２－３－５　ノアビル１Ｆ TEL：03-3585-6767 http://www.pce.co.jp/

ﾋﾞﾃﾞｵｿﾌﾄ・ｵｰﾃﾞｨｵｿﾌﾄのﾏｻﾞｰ制作・編集・ﾌﾟﾘﾝﾄ業務・ｿﾌﾄ制作ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ、ＤＶＤｿﾌﾄのオーサリング業務・ﾏｽﾀﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ・ｿﾌﾄ制作ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ

〒105-0001　港区虎ノ門１－２２－１２　ＳＶＡＸ ＴＳビル３F TEL：03-5156-8711 http://npcinc.net/

グラフィックデザイン（ＣＤ／ＤＶＤジャケット・広告・ＳＰ等）、ＷＥＢサイトデザイン及びＣＩ・サイン計画等デザイン全般の企画・制作・コンサルティング

〒105-8487　港区虎ノ門２－５－１０ TEL：03-3507-5551 http://www.pc-artists.co.jp/

アーティストマネージメント、楽曲・著作権の管理、原盤の企画制作

〒105-0001　港区虎ノ門２－７－３　ギャラン虎ノ門ビル5F TEL：03-6268-8611 http://www.pcimusic.jp/

インディーズ音楽のパッケージソフト（ＣＤ、ＤＶＤ等）及びデジタルコンテンツの制作、販売

〒105-8487　港区虎ノ門２－５－１０ TEL：03-5521-8063

アーティストマネージメント、楽曲・著作権の管理、原盤の企画制作

代表取締役ﾚｰﾍﾞﾙﾍｯﾄﾞ 〒105-0001　港区虎ノ門１－２２－１２　ＳＶＡＸ ＴＳビル４F TEL：03-5510-1505 http://www.amidea.co.jp/

　三宅　彰 新人発掘・育成を含む、音楽の原盤制作及びレーベル運営

文化放送グループ ４社
〒105-8002　港区浜松町１－３１ TEL：03-5403-1111 http://www.joqr.co.jp/

放送・番組の制作・販売・販促・付帯業務

〒105-8002　港区浜松町１－３１ 文化放送メディアプラス７Ｆ TEL：03-5403-3104 http://www.jcm.gr.jp/

レコード原盤・マスターテープの制作、著作権使用許諾業務、番組制作

〒105-8002　港区浜松町１－３１ 文化放送メディアプラス５Ｆ TEL：03-5403-2611 http://www.joqr-bkc.co.jp/

販促イベント、磁気製品販売、教育事業、印刷業務全般、ラジオショッピングを中心とした通信販売

〒105-8002  港区浜松町１－３１ TEL：03-5405-9966 http://www.1134mb.co.jp/

メディアミックスによるコンテンツプロモーション、コンテンツ配信サービス「雷電」の運営、広告制作・デザイン

理事長 〒250-0493　神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平１１２１ TEL：0460-82-1161

 日枝　久 彫刻の森美術館、美ヶ原美術館の運営事業、物販等関連事業

館長 〒250-0493　神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平１１２１ TEL：0460-82-1161 http://www.hakone-oam.or.jp/

 森 英恵　 世界でも著名な野外彫刻美術館、ピカソやムーアのコレクション等

館長 〒386-0507　長野県上田市武石上本入 TEL：0268-86-2331 http://www.utsukushi-oam.jp/

 森 英恵　 標高二千メートル、世界で最も標高の高い野外彫刻美術館

代表理事（会長） 〒110-0007　台東区上野公園１－２ TEL：03-5832-6464 http://www.praemiumimperiale.org/

 日枝　久 「高松宮殿下記念世界文化賞」顕彰事業及び上野の森美術館の運営

館長 〒110-0007　台東区上野公園１－２ TEL：03-3833-4191 http://www.ueno-mori.org/

 水野 政一　 美術展開催及び美術普及事業

理事長 〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル１０Ｆ TEL：03-3573-4926 http://www.sankei-sys.co.jp/sports-center.html

 熊坂 隆光 〒341-0034　埼玉県三郷市新和４－５２７ TEL：048-952-3321

総合運動場、野球場及びそれに属する付帯設備の管理運営並びに公開業務

理事長 〒556-8660  大阪市浪速区湊町２－１－５７ TEL：06-6633-9240 http://www.sankei-fukusi.or.jp/

 横田 憲一郎 社会福祉施設経営と社会福祉事業全般

代表取締役社長 〒100-0006　千代田区有楽町２－２－１　ラクチョウビル１０Ｆ TEL：03-3573-4926

 山中　保男 〒341-0034　埼玉県三郷市新和４－５２７ TEL：048-952-3321

　 運動施設内における飲食販売、一般催事の企画運営・諸事業の業務委託
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(株)文化放送メディアブリッジ 三木　明博

(株)文化放送  三木 明博

(株)セントラルミュージック  長谷川 実

(株)文化放送開発センター  上口 宏

(株)ポニーキャニオン
　　　　　　　　エンタープライズ

(株)ポニーキャニオン
　　　　　　　　　　　アーティスツ

(株)ポニーキャニオン
　　　　　　　　　　　音楽出版

ポニーキャニオングループ ７社

 細字 慶一

(株)サンケイスポーツランド

 齋藤 一彦

(株)ニッポン
　　　　　プランニングセンター

 尾越 浩文

公益財団法人　彫刻の森芸術文化財団

(株)アミディア

 吉田　周作

　　彫刻の森美術館

　　美ヶ原高原美術館

 千装 敏夫

(財)サンケイスポーツセンター

(福)産經新聞厚生文化事業団

公益財団法人　日本美術協会

(株)ポニーキャニオン  桐畑 敏春

公益法人グループ １社４法人３美術館

(株)PCI MUSIC

　　上野の森美術館


