
2022年2月28日現在

№ 領域 協定締結日(実施日) 受託先組織等 受託内容 備考

1 音楽 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 ゼンハイザージャパン株式会社 スタジオモニタースピーカーの検証 音楽領域

2 デザイン 2020年4月1日 ～ 2023年3月31日 株式会社ガーデンメーカー プチＡＲＴ×ＧＡＲＤＥＮ（庭における身近なアート体験の創出） デザイン領域

3 デザイン 2020年4月1日 ～ 2022年3月31日 株式会社パームホルツ オイルパーム(アブラヤシ)積層材を利用したストリートファニチャーの制作 デザイン領域

4 デザイン 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 三和興産株式会社 三和興産ワーキングスーツのデザイン開発プロジェクト デザイン領域

5 デザイン 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 株式会社オダタイヤ
トヨタカローラ愛豊株式会社

トヨタカローラ愛豊株式会社の店舗におけるディスプレイ デザイン領域

6 デザイン 2021年4月1日 ～ 2022年4月11日 豊橋総合動植物公園 公園施設内でのワークショップ デザイン領域

7 デザイン 2021年5月1日 ～ 9月30日 株式会社大垣共立銀行 OKBテラッセ納屋橋支店内におけるデジタルサイネージコンテンツ制作 デザイン領域

8 デザイン

2021年6月9日 ～ 2022年3月31日

シヤチハタ株式会社

2021文具デザインプロジェクト

デザイン領域

9 デザイン 森松産業株式会社 デザイン領域

10 デザイン 株式会社馬印 デザイン領域

11 デザイン 2021年6月24日 ～ 2022年3月31日 株式会社菊谷生進堂 お香文化を楽しむ新しい道具のデザイン開発(香源プロジェクト) デザイン領域

12 音楽 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 高山市市民活動部生涯学習課 令和3年度 飛騨春慶弦楽器育成・活用業務委託 音楽領域

13 音楽 2021年4月1日 ～ 2022年2月28日 音楽療法グループマイエ親の会 「音楽療法の実践」をテーマとする研究 音楽領域

14 音楽 2021年10月16日 公益財団法人名古屋市文化振興事業団 名古屋市西文化小劇場施設事業「花の木フェスティバル」 音楽領域

15 音楽 2021年10月22日 ～ 2022年1月31日 名古屋市天白区役所 「第9回てんぱく音楽祭」プロデュース等業務委託 音楽領域

16 音楽 2021年11月2日 公益財団法人名古屋市文化振興事業団 名古屋市西文化小劇場施設事業「トドケ！オンガク！」 音楽領域

17 音楽 2021年11月10日 ～ 2022年1月28日 高山市市民活動部生涯学習課 令和3年度小学校芸術鑑賞事業(音楽) 音楽領域

18 音楽 2021年12月15日 ～ 2022年3月31日 株式会社WOWWOW 株式会社WOWWOWとの3Dオーディオ配信実証実験の映像・音源提供 音楽領域

19 舞台芸術 2022年2月1日 ～ 2月4日 公益財団法人名古屋市文化振興事業団 名古屋市千種文化小劇場「ちくさ座」共催 舞台芸術領域企画公演 舞台芸術領域

20 美術 2021年9月1日 ～ 9月18日 株式会社mobility design(アイワット)
未来へ続く　サスティナブルツリーを育てよう！
ららぽーと名古屋みなとアクルス×中川小学校×名古屋芸術大学
AQULS 3rd ANNIVERSARYプログラム

美術領域

21 美術 2021年11月4日 ～ 12月26日 名古屋みなと 蔦屋書店 蔦屋書店Xmas店内装飾 美術領域

22 美術 2021年12月16日 ～ 2022年3月30日 株式会社ヤマハミュージックリテイリング ヤマハミュージック名古屋店【アート×音楽】企画展示 美術領域

23 デザイン 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 こまきこども未来館 こまきこども未来館デジタルサイネージ制作 デザイン領域

24 デザイン 2021年4月30日 ～ 6月20日 豊橋市自然史博物館
特別企画展用トリックアート看板デザイン制作業務
(本事業は豊橋市自然史博物館との連携協定にもとづき実施されたものです。) デザイン領域

25 デザイン 2021年6月1日 ～ 2022年3月31日 株式会社OKB総研 岐阜県池田町レンタサイクル モデルコースマップ制作 デザイン領域

26 デザイン 2021年6月1日 ～ 11月30日 有限会社マイルストーンズ
KOUGEI EXPO in AICHI 第38回伝統的工芸品月間国民会議全国大会映像
制作

デザイン領域

27 デザイン 2021年8月13日 一宮市 令和３年度 第１７回一宮市環境月間募集作品審査 デザイン領域

28 デザイン 2021年9月1日 ～ 2022年6月30日 鯱バス株式会社
『デジタルツーリズム／withコロナ時代の新“旅体験”モデルの表現・手法の共
同研究』

デザイン領域

29 デザイン 2021年11月10日 ～ 2023年3月31日 名古屋高速道路公社 名古屋高速道路公社の環境保全（循環型社会）への取り組み事業 デザイン領域

30 デザイン 2021年11月25日 ～ 2022年2月28日 LEGOLAND Japan合同会社 木製レゴミニフィギュア協同プロジェクト デザイン領域

31 デザイン 2022年1月31日 ～ 3月14日 豊山町 「豊山町 Instagramフォトコンテスト」審査業務委託事業 デザイン領域

32 複数領域 2021年3月15日 ～ 2022年3月31日 名古屋市 名古屋駅ストリートピアノペインティング
音楽領域
美術領域

33 複数領域 2021年7月21日 ～ 8月25日 高山市市民活動部生涯学習課 高山市子ども夢創造事業「わたしも一日芸大生 in 高山」業務委託
音楽領域
美術領域
デザイン領域

34 複数領域 2021年4月1日 ～ 2022年3月31日 北名古屋市議会事務局 議会だより表紙データ提供(年5回発行) 美術領域
デザイン領域

35 複数領域 2021年6月1日 ～ 11月30日 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ KOUGEI EXPO in AICHI 第38回伝統的工芸品月間国民会議全国大会
美術領域
デザイン領域

36 複数領域 2021年9月1日 社会福祉法人一宮市社会福祉協議会 第73回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールに伴う応募作品の審査
美術領域
デザイン領域

37 音楽 2021年7月10日 ～ 12月12日 常滑市ジュニア吹奏楽団 常滑市ジュニア吹奏楽団　初心者楽器別クリニック等 音楽領域

38 音楽 2021年12月10日 ～ 2022年3月10日 先方のご要望により未掲載とします 先方のご要望により未掲載とします 音楽領域

39 音楽 2021年12月18日 NPO法人中部フィルハーモニー交響楽団第78回定期演奏会「こまき第九2021」 音楽領域

40 音楽 2021年12月26日 株式会社ヤマハミュージックリテイリング 「iCANDY」ヤマハ名古屋店1階ブランド体験フロアイベントステージ 音楽領域

41 音楽 2022年3月13日 名古屋高速道路公社 名古屋高速道路公社設立50周年記念イベント 音楽領域

42 音楽 2022年3月19日 グリーン・エコー グリーン・エコー第62回演奏会ハルモニア合唱団出演 音楽領域

43 美術 2021年6月19日 株式会社mobility design(アイワット) ららぽーと名古屋みなとアクルス父の日イベント
『おとうさんへのプレゼントを学生アーティストと作ろう！』

美術領域

44 デザイン 2021年10月7日 ～ 12月1日 北名古屋市 北名古屋市ふれあいスポーツクラブパンフレット表紙デザイン デザイン領域

45 デザイン 2021年10月20日 ～ 2022年3月31日 名古屋高速道路公社 「名古屋高速Instagramフォトコンテスト」応募作品審査 デザイン領域

46 デザイン 2021年12月9日 ～ 2022年1月7日 名古屋空港ビルディング株式会社 「第11回名古屋空港フォトコンテスト」応募作品審査 デザイン領域

47 デザイン 2021年12月15日 ～ コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 夢サポート募金寄附自動販売機ラッピングデザイン・設置 デザイン領域

48 デザイン 2022年2月7日 ～ 2月27日 いちい信用金庫 いちい信用金庫卒展サテライト展示 デザイン領域

49 複数領域 2021年12月19日 名古屋みなと 蔦屋書店 蔦屋書店ミニコンサート＆絵本読み聞かせ会
音楽領域
人間発達学部
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