
現在

　　（五十音順・敬称略）

○特別維持会員 ○特別賛助会員

アサヒグループホールディングス株式会社 株式会社 ＩＨＩ

花王株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

京王電鉄株式会社 株式会社 アサヒ　ファシリティズ

住友化学株式会社 キッコーマン株式会社

特定非営利活動法人 世界芸術文化振興協会 株式会社 きんでん

損害保険ジャパン株式会社 KPMG/あずさ監査法人

株式会社 竹中工務店 有限会社 国大協サービス

一般社団法人 東京倶楽部 積水化学工業株式会社

日本テレビ放送網株式会社 セコム株式会社

パナソニック ホールディングス株式会社 相互物産株式会社

株式会社パルコ 株式会社 第一成和事務所

株式会社 フジテレビジョン 大成有楽不動産株式会社

株式会社ホリプロ 一般財団法人 凸版印刷三幸会

三菱重工業株式会社 株式会社 日進産業

日本製鉄株式会社

○維持会員 三井住友海上火災保険株式会社

ENEOSホールディングス株式会社 株式会社 三井住友銀行

キヤノン株式会社 三菱電機株式会社

ＫＤＤＩ株式会社 森平舞台機構株式会社

サントリーホールディングス株式会社

第一三共株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

日本生命保険相互会社

東日本電信電話株式会社

ヒューリック株式会社

本田技研工業株式会社

新国立劇場賛助会員芳名

2023年3月1日

＜法人賛助会員＞



○賛助会員

アイ・システム株式会社 株式会社 電通

株式会社 アート・ステージライティング・グループ 東京衣裳株式会社

旭化成株式会社 学校法人 東京音楽大学

味の素株式会社 東京藝術大学 音楽学部

アステナホールディングス株式会社 東芝ライテック株式会社

アステラス製薬株式会社 学校法人 東成学園　昭和音楽大学

アズビル株式会社 東邦音楽大学

株式会社 アフターバーナー 桐朋学園大学

いであ株式会社 東宝舞台株式会社

伊藤忠商事株式会社 東レ株式会社

株式会社 INPEXビジネスサービス トッパン・フォームズ株式会社

上田八木短資株式会社 西松建設株式会社

ウシオライティング株式会社 日総工産株式会社

株式会社　内田洋行 日本大学芸術学部

株式会社 エアウィーヴ 日本電気株式会社

SMBC日興証券株式会社 株式会社 ノエビアホールディングス

学校法人 桜美林学園 野村ホールディングス株式会社

鹿島建設株式会社 株式会社 俳優座劇場

株式会社 カプコン ＰＲＧ 株式会社

カヤバＣＳ株式会社 東日本旅客鉄道株式会社

学校法人 国立音楽大学 株式会社 日立製作所

株式会社 グリーンハウス 富士産業株式会社

江東電気株式会社 芙蓉総合リース株式会社

株式会社 コーセー 邦栄商事株式会社

国際自動車株式会社 ホーチキ株式会社

コトブキシーティング株式会社 丸善石油化学株式会社

株式会社 ザ・スタッフ 丸紅株式会社

三精テクノロジーズ株式会社 丸茂電機株式会社

株式会社 シアターコミュニケーションシステムズ みずほフィナンシャルグループ

清水建設株式会社 三井化学株式会社

株式会社 集英社 三井不動産株式会社

株式会社 小学館 三井物産株式会社

有限会社 シンクロライズ 株式会社 三菱UFJ銀行

新菱冷熱工業株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

住友商事株式会社 学校法人 武蔵野音楽学園

住友三井オートサービス株式会社 明治ホールディングス株式会社

聖徳大学 明治安田生命保険相互会社

株式会社 セブン＆アイ・ホールディングス 持田製薬株式会社

第一生命保険株式会社 ヤマハサウンドシステム株式会社

ダイキン工業株式会社 株式会社 ユーキャン

ダイダン株式会社 ユニ・チャーム株式会社

大日本印刷株式会社 ライオン株式会社

株式会社 大和証券グループ本社 株式会社 ラック

大和ハウス工業株式会社 医療法人社団 亮敬会

玉川大学芸術学部 株式会社レゾナック・ホールディングス

チャコット株式会社 レンゴー株式会社

中外製薬株式会社 匿名　1法人

株式会社 つむら工芸



■永年名誉特別維持会員 石橋　輝明 尾﨑　元規 坂本　　透 東里　兼充 日髙　雄二 安嶋　　明
常松美登里子 石原　　徹 鴛海　　徹 佐川　一枝 登内　昌俊 平尾由美子 安田　賢二

伊勢呂啓子 小内　道夫 崎山　誠一 遠山　敦子 広瀬　雅哉 柳　　尚美
■特別維持会員 礒﨑　和彦 小沼　邦彦 佐久間真理子 遠山　嘉一 広瀬　佳一 柳　裕一郎
上中　康則 磯野　眞幸 尾本　哲朗 佐々木順子 鳥羽　　董 福井　　朗 柳澤　裕子
藤野　英人 猪田　隆文 開沼　泰隆 佐々木裕明 苫米地　令 福井　裕輝 柳瀬　勝司
松本　利也 市村　靖明 梶村　　均 佐々木博輝 豊田章一郎 福田佐知子 矢作　興三

伊藤　浩平 加戸　守行 笹山　有一 鳥居　孝充 福地　茂雄 薮下　真平
■維持会員 伊藤　修一 加藤　　奐 佐藤　敦子 永井裕美子 福村　勝則 山内　　卓
青松　英男 伊藤　　元 加藤　典平 佐藤　功一 長尾　公彦 福村　博子 山川　洋平
畔上　　譲 伊藤　　慎 可児　民夫 佐藤　正俊 永尾　次郎 福良　文子 山口　　桂
今井　克一 伊藤　三八 釜　みや子 佐藤　ルリ 長岡　昭博 藤井　啓介 山口　岳彦
碓井　裕史 伊藤　　翠 鎌田真由美 塩谷　公朗 長岡　壽一 藤井　晴康 山口　保義
大塚　　博 伊藤　康之 神山佐代子 重兼　彰夫 中里　和夫 藤掛　健三 山口　裕視
小澤　真也 伊藤由吏可 亀井　信吾 幣原　　廣 中澤　守正 藤久保力也 山﨑　壽子
加地はるみ 井奈　晴江 加茂惠津子 篠上 もと子 中澤　隆太 藤澤　　歩 山崎平三郎
川上　俊宏 井貫奈穗美 河浦　照男 島村　洋介 永田　哲朗 藤田喜一郎 山下　道子
城戸崎裕子 井上    聡 河上　和史 清水　  明 中谷　新司 藤田　泰介 山下　良則
城戸崎博孝 井上　智治 河口　政生 志村　  潤 中西　美子 藤野　公之 山田広太郎
倉田　奏補 井上　直樹 川﨑　仁志 蕭　　 敬如 長堀　敏子 舩坂美以子 山田　伸二
小林　東拡 井上　直人 川嶋　智子 白石　康晴 永見　文雄 舟山　　幸 山田　直美
小堀　浩一 井上　陽子 川野　正隆 白木　英夫 中村　　健 布能　正美 山田　義介
坂元　慶子 猪瀬　毱子 河村　潤子 白戸　宏久 中村　善二 古田　典子 山本　　明
佐々木摩美 今井　　均 菅野　良三 新川　雅子 中村　高志 古橋　　聡 山本　武昭
佐藤　克宏 今里　　讓 菊地令比等 末澤　豪謙 中村　　健 Eric Edward 山本　俊之
杉本　隆敏 今林　舞子 岸　   道郎 鈴木　彩加 仲村　　徹       Bowles 山本　　紫
鈴木　信行 今村　光雅 岸田　生郎 鈴木　賢一 中村　典夫 星　 　瑤子 山本　惠朗
髙橋紀久子 井水　朋代 北上まさみ 鈴木　康司 中村　浩昭 星野　裕司 行本　典詔
竹内　礼子 岩﨑　　甫 北見志津子 鈴木　　寛 中村　恭範 堀井　　功 横山　尚洋
塚田　則彦 岩田いずみ 北村　省吾 鈴木真理子 中山亜紗子 堀川　典子 吉井　　誠
戸田　博子 岩田　佳也 きどこういち 鈴木　泰夫 中山　光三 本間　美彩 吉井　通康
戸張　幾生 岩舩　展子 木村正四郎 住田　邦生 奈良　紀子 前田　武志 吉村　　學
中里　裕紀 宇井　基泰 木村　達央 関　 　裕行 南部　桂子 前田　礼子 吉本　　尚
野本　京子 植田　圭司 草間　光一 関沢　明子 新島　純子 前田　礼菜 四元　弘子
野本　陽代 上野　滋弘 国原惇一郎 銭谷　眞美 西尾　繁範 牧山　助友 米田　　徹
羽石　史生 上村佳代子 國本　順子 宋　　 立水 錦織　正明 幕内　　武 米澤　　茂
林 　　正憲 潮田　弘子 栗岩　　恭 曽我　孝之 西村　公男 升本喜八郎 米山　敬太
松崎　大洋 薄井　順二 栗林　利男 染谷　克人 西村　　崇 松浦　公男 渡辺晃一郎
松﨑　　裕 臼井　啓能 栗原　敏夫 平　真寿美 西本　逸郎 松島　正之 渡部　伸子
三谷　恭三 内堀　尚子 車谷　暢昭 髙杉　哲夫 二本柳啓文 松田　博青 渡邉　秀男
南　　　彰 宇野澤虎雄 黒川　　徹 髙梨兵左衛門 二村　英之 松田　　萌 渡邉由美子

みなみめぐみ 江川　政子 黒田　　守 高橋　克周 韮澤　弘志 松延　正義

村井　正浩 江尻嘉太郎 黒永美奈子 髙橋とよみ 庭野 　實 松原　絢子

持田　貫宣 江戸　直樹 桑田　英昭 髙橋眞理子 布村　清美 松本伸一郎
森光　栄一 江藤　雅文 小泉純一郎 髙橋　芳郎 沼﨑　正徳 松本　正子
山口　積惠 江里口　諭 小出　寛子 田川　利一 沼崎　良平 眞栁　圭太
行松　伸成 遠藤　　孝 小糸真美子 田栗　  浩 沼野　芳男 丸田　洋一
渡辺　玄一 遠藤　優子 郷　　 範行 竹中富知男 根本　守雄 水野　咲子

尾内　正道 河野龍太郎 武政　髙志 野平　匡邦 水野　広明
■賛助会員 大井　　篤 輿石　郁生 竹本　廣文 野見山雅彦 溝川　一郎
合田　善一 大井　法子 小島　隆夫 田島　義資 野村　直秀 三谷　慎治
青木みさお 大江　修子 小島　照夫 田代　雅彦 乃村　佳子 密山　根成
青島　則子 大川　祐子 古瀬　和也 舘野　燁男 乃羽ひとみ 南木　武輝
赤川　次郎 おおきあきら 小髙　得央 立林　紀孝 橋本　泰規 宮岡　一夫
赤澤　隆司 大澤　一紀 小舘　和美 田中　喜一 橋本　幸子 宮川　　晃
明石　将岳 大嶋　信一 児玉　安司 田中　惠子 馳　　　浩 宮川　　保
明石　　康 太田　　誠 後藤　英恒 田中　京子 秦　 恭子 三宅　浩二
秋山　智枝 大武　和夫 小西　智子 田中　誠一 幡谷　公朗 宮﨑　美樹
芥川　  懐 大竹　令子 小西のぼる 田中　　宏 はっちょうよりえ 宮下　公一
浅井賢太郎 大谷　康之 小林　髙義 田中　靖子 服部　悦子 宮島　史希
浅井　卓弥 大塚万紀子 小林　徳朗 田中　義郎 花田　隆之 宮本　　鋼
網代　　洪 大友　純彦 小林　史典 谷口　園恵 浜田　 啓 宮山　　勝
阿洲波誠人 大野　久子 小林　正裕 珠　　かほり 浜野　建三 向井　　將
阿部　昭弘 大場　　守 頃末　広義 田前　二郎 早川　 茂 武藤　功哉
安部　　滋 大部　雅英 近藤伊久子 玉置　隆雄 林　　悦子 村田　直樹
阿部　眞三 大山　　博 近藤　誠一 田村　正明 林　　　滋 村中　弘二
尼田　明宏 岡田　明重 近藤　威史 田村　安正 林　　信秀 目加田賴子
天野由美子 小川　明直 斎賀　国夫 苣木　雅哉 林　　則隆 茂木　敬司 顕名会員501名
雨宮　　寛 小川　千種 齊藤　　明 張　　　 惺 林田謙一郎 望月　辰夫 匿名会員136名
荒川　信一 小川　浩 齊藤　一泰 塚田　　繁 林田　英樹 望月　史子 五十音順・敬称略
荒木　朋子 小川　真弓 齋藤　季夫 角田　慎介 原田　清朗 茂木　春夫
安藤　和子 小川　ゆり 斎藤　　創 坪山　壽郎 原田　倖子 森　 かおる 2023年
安藤　幸一 荻野　正男 齋藤　行弘 積田　孝一 原田美代子 森　 　公高 3月1日現在
安藤　春彦 荻原　厚子 佐伯　浩治 津山　陽子 坂東　司朗 森 　　弘宣
飯本　武志 小口　哲男 三枝　勝己 出口　純輔 樋口　伸之 森　　 佳子
飯本　雅代 奥村惠美子 酒井　俊幸 寺浦　和弘 久岡　英彦 森嶌　昭夫
池田　健一 尾﨑　敦子 酒井　　誠 寺澤　佳代 菱沼　　昭 守田　道明
石井光太郎 尾﨑　眞二 酒井　康次 東堂　光教 菱沼　洋子 矢尾　澄子

＜個人賛助会員＞


