2021年賛助法人会社一覧
株式会社アーブル
株式会社青二プロダクション
株式会社アガサス
朝日放送テレビ株式会社
株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント
アスミック・エース株式会社
アットホーム株式会社
株式会社アットムービー
株式会社アップサイド
株式会社アティカス
有限会社アドクリ
株式会社アニプレックス
株式会社アミューズ
株式会社アルタミラピクチャーズ
有限会社アルチンボルド
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
株式会社エイガ・ドット・コム
一般社団法人映画演劇文化協会
一般社団法人映画産業団体連合会
一般財団法人映画倫理機構
NPO 法人映像産業振興機構（VIPO）
エイベックス・ピクチャーズ株式会社
株式会社オー・エル・エム
オーエス株式会社
大蔵映画株式会社
株式会社オスカープロモーション
株式会社オフィス・シロウズ
株式会社オフィス・トゥー・ワン
株式会社オフィスクレッシェンド
株式会社ガイエ
株式会社角川アスキー総合研究所
株式会社角川大映スタジオ
株式会社角川メディアハウス
株式会社カプコン
株式会社ガル・エンタープライズ
カルチュア・エンタテインメント株式会社
関西テレビ放送株式会社
株式会社ギークサイト
株式会社木下グループ
株式会社木下工務店 ほかグループ三社
株式会社木下の介護
株式会社木下の賃貸
株式会社木下不動産
株式会社キノフィルムズ
ギャガ株式会社
株式会社キャンディーフィルム
株式会社ギャンビット
株式会社共同テレビジョン
株式会社クオラス
熊谷印刷株式会社
株式会社クラフター
株式会社クレデウス
グロービジョン株式会社
株式会社クロスメディア
株式会社幻冬舎
株式会社講談社
髙津商会
国際放映株式会社
株式会社コロナワールド
佐々木興業株式会社
株式会社ザフール
三映印刷株式会社
株式会社サンミュージックプロダクション
株式会社サンライズ

株式会社サンライズ社
株式会社ジーベックス
株式会社ジェイアール東日本企画
有限会社茂田オフィス
株式会社シネブリッジ
株式会社ジャパンアクションエンタープライズ
株式会社ジャンゴフィルム
株式会社集英社
株式会社小学館
株式会社小学館集英社プロダクション
松竹株式会社
松竹衣裳株式会社
株式会社松竹映像センター
松竹音楽出版株式会社
松竹芸能株式会社
株式会社松竹サービスネットワーク
株式会社松竹撮影所
松竹ナビ株式会社
松竹ブロードキャスティング株式会社
株式会社松竹マルチプレックスシアターズ
シンエイ動画株式会社
株式会社新通
スカパー JSAT 株式会社
株式会社スタジオブルー
スバル興業株式会社
スペースクラフト・エージェンシー株式会社
住友商事株式会社
成旺印刷株式会社
有限会社セブンスアヴェニュー
株式会社セントラル・アーツ
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
ソニーピーシーエル株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社
株式会社ダイバーシティメディア
高津装飾美術株式会社
株式会社田辺エージェンシー
株式会社タバック
株式会社ダブ
千葉興行株式会社
株式会社ツインズジャパン
株式会社ティ・ジョイ
株式会社ディー・エル・イー
株式会社ディーエムエス
株式会社テイクオフ
株式会社ディスカバリー・ネクスト
株式会社デジタル・フロンティア
株式会社デジタルＳＫＩＰステーション
株式会社デスティニー
株式会社手塚プロダクション
株式会社テレビ朝日
テレビ朝日映像株式会社
株式会社テレビ東京
株式会社電通
株式会社電通キャスティングアンドエンタテインメント
株式会社電通クリエーティブＸ（クロス）
東映株式会社
東映アニメーション株式会社
東映衛星放送株式会社
株式会社東映エージエンシー
東映音楽出版株式会社
株式会社東映京都スタジオ
株式会社東映建工

東映シーエム株式会社
株式会社東映テレビ・プロダクション
東映ビデオ株式会社
東映ラボ・テック株式会社
東海テレビ放送株式会社
株式会社東急エージェンシー
株式会社東急レクリエーション
東京衣裳株式会社
株式会社東京現像所
東京テアトル株式会社
株式会社東京楽天地
東宝株式会社
株式会社東宝映像美術
東放学園映画専門学校
東宝芸能株式会社
株式会社東宝コスチューム
株式会社東宝ステラ
東宝東和株式会社
東宝ファシリティーズ株式会社
東宝ミュージック株式会社
株式会社東北新社
株式会社トップコート
株式会社トムス・エンタテインメント
株式会社ドラゴンフライエンタテインメント
株式会社ドワンゴ
有限会社永瀬企画
中日本興業株式会社
名古屋テレビ放送株式会社
日活株式会社
株式会社日テレ アックスオン
株式会社ニッポン放送
日本アニメーション株式会社
一般社団法人日本映画製作者連盟
日本映画大学
日本映画放送株式会社
一般社団法人日本映像ソフト協会
株式会社日本国際映画著作権協会
日本出版販売株式会社
日本照明株式会社
日本大学芸術学部
日本テレビ放送網株式会社
一般社団法人日本動画協会
株式会社ノックアウト
株式会社バカ・ザ・バッカ
株式会社博報堂 DY ミュージック＆ピクチャーズ
株式会社バップ
株式会社ハピネット
株式会社パル企画
株式会社阪急阪神ロジパートナーズ
株式会社バンダイ
株式会社バンダイナムコアーツ
ぴあ株式会社
株式会社ビーエス朝日
ヒビノイマジニアリング株式会社
株式会社ヒラタオフィス
株式会社ファインエンターテイメント
株式会社ファザーズコーポレーション
株式会社ブースタープロジェクト
株式会社フジテレビジョン
株式会社フジパシフィックミュージック
株式会社フラッグ
株式会社プラネアール
有限会社ブレス
ブロードメディア株式会社

ポケット株式会社
株式会社ポニーキャニオン
ポリゴンマジック株式会社
株式会社ホリプロ
株式会社ボンズ
株式会社毎日放送
株式会社マンハッタンピープル
三葉興業株式会社
株式会社宮城テレビ放送
株式会社ムービーウォーカー
武蔵野興業株式会社
株式会社メイジャー
株式会社メディアプルポ
メモリーテック・ホールディングス株式会社
株式会社山田かつら
株式会社ユース・プラニングセンター
公益財団法人ユニジャパン
株式会社ヨコシネディーアイエー
吉本興業株式会社
読売新聞東京本社
読売テレビ放送株式会社
株式会社ラフグラフィックス
株式会社ロボット
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
株式会社和エンタテインメント
株式会社Ａ-Bridge
株式会社 AOI Pro.
株式会社 BS 日本
株式会社 C.A.L
株式会社 CBC テレビ
Dolby Japan 株式会社
株式会社 G-STAR.PRO
GEM Partners 株式会社
HJ ホールディングス株式会社
株式会社 IMAGICA GROUP
株式会社 IMAGICA Lab.
IVS テレビ制作株式会社
株式会社 JAL ブランドコミュニケーション
JokerFilms 株式会社
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
株式会社 LDH JAPAN
株式会社 MIRAI・PICTURES・JAPAN
NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
Netﬂix 合同会社
株式会社ＮＨＫエンタープライズ
株式会社 NKL
有限会社 PADMA
一般社団法人 PFF
株式会社 Robby Pictures
株式会社ＳＤＰ
株式会社 Softgarage
株式会社ＴＢＳテレビ
ＴＯＨＯシネマズ株式会社
ＴＯＨＯスタジオ株式会社
ＴＯＨＯマーケティング株式会社
株式会社 UNITEDPRODUCTIONS
株式会社 WOWOW
株式会社 WOWOW プラス
五十音アルファベット順 (248 社 ）

