
一般社団法人障がい者自立推進機構

http://paralymart.or.jp/



パラリンアートは・・・
障がい者アーティストとひとつのチームになり、
社会保障費に依存せず、⺠間企業・個⼈の継続協⼒で
障がい者⽀援を継続できる社会貢献型事業を⾏います。

はじめに

＜パラリンアート理念＞
障がい者がアートで夢を叶える世界を作る
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【法⼈名】

【URL】

【創業】

【設⽴】

【事業内容】

⼀般社団法⼈障がい者⾃⽴推進機構
パラリンアート運営事務局

http://paralymart.or.jp/

平成19年9⽉

平成24年12⽉5⽇

障がい者職域開発促進事業

2007年9⽉ 前代表理事である松永昭弘が⽴ち上げた、健康保険適⽤の訪問医療マッサージ事業㈱ケアプ
ラスの業務中にある障がい者施設⻑から、「障がい者アートを活かし、障がい者⾃⾝が糧を
得る⽅法がないか?」と相談を受け、パラリンアートを設⽴。
事業として成⽴させるという想いから、株式会社としてパラリンアート事業を開始。

公益性,社会性を⾼めるため、また更なる⾃⽴推進拡⼤のために、⼀般社団法⼈障がい
者⾃⽴推進機構を設⽴。アーティストの版権、報酬管理を⾏う。

2012年12⽉

2015年 サービスの充実、事業の拡⼤に伴い、現役Jリーガー、演出家、⼤⼿代理店等、
各⽅⾯で活躍する⽅々の応援を得る。

2016年1⽉ 新代表理事に野⽥聖⼦就任。

【代表理事】
野⽥ 聖⼦

【理事】
セイン・カミュ

パラリンアートの紹介



パラリンアートの活動内容

パラリンアートは障がいをお持ちの⽅が描いた絵画を企業・個⼈へ、
デザイン利⽤していただく活動を推奨しています。

【絵画レンタルと版権使⽤等】

お客様
(法⼈・個⼈)

障がい者
アーティスト

アーティスト
管理・運営

アーティスト報酬は、今期(2016年4⽉〜2017年3⽉)で約1,000万超⾒込み

登録アーティストや、障がい者施設へ、デザイン利⽤の報酬(利益の50％)  
をお⽀払いします。

●

●

障がい者アーティストと“ひとつのチーム”になり、
アート事業を⾏なっています。

アーティスト数(現在47都道府県 約500名登録 （2016年12⽉予定）

希望する障がい者は誰でも無料で参加可能●

●
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「障がい者に対する⽀援アプローチ」は、依然として不⾜しています。

● 障がい者⼈⼝約740万⼈(内閣府調 ,国⺠の6%)
● その周辺にいる家族・友⼈等約2,000万⼈以上

障がい者の⾃⽴推進を⾏う”パラリンアート”は
現状改善のために社会貢献型事業を⾏います。

⼈⼝約
１億2000万⼈

障がい者⼈⼝
約740万⼈
(約6%)

パラリンアートが果たす役割

⽀援・アプローチの
プラットフォームとして
パラリンアートを活⽤

障がい者の多くが抱える現状を改善したい

公的/⺠間企業に就労している障がい者数=約49万⼈弱
(就労している障がい者数の内、⾝体障がい者が約70%をしめる)

① 社会参加への周囲の理解の少なさ ② ⾦銭的困窮

【障がい者の多くが抱える現状】

国内障がい者総数：約730万⼈ (⽇本⼈⼝の約6%)
(⾝体障がい者：386万⼈ 知的障がい者：62万⼈ 精神障がい者：287万⼈)

※平成22年厚⽣労働省「国⺠⽣活基礎調査」参照 貧困率とは、上記中央値の1/2未満の所得の者を指す

健常者の貧困率が16％であったのに対し、障害者の貧困率は56％
※内閣府、厚⽣労働省HP参照

障がい福祉サービスの実利⽤者数：約67万⼈

※65歳未満の国内、障がい者数：約350万⼈
(⾝体障がい：118万⼈ 知的障がい：56万⼈ 精神障がい：178万⼈)

●

●

●

●
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活動実例①
賛助会員/絵画レンタル会員

賛助会員申込みいただいた皆さま、
絵画レンタル申込みいただいた皆さまに、

絵画を飾っていただいています。



パラリンアート 賛助企業様

パラリンアートへ賛同いただいている企業数
約80社/約200点絵画展⽰中！ ※2016年8⽉現在

株式会社アイアイ
クラシス株式会社
株式会社ペアレンツ
株式会社ケアプラス
ソニー⽣命保険株式会社
⼀般財団法⼈中⼩企業経営促進協会
有限会社ビーネット
デンタルサポート株式会社
⽇本ATMヒューマン・ソリューション株式会社
⽇本ATM株式会社
フジモト株式会社
株式会社アルビオン
株式会社アクセルメディア
株式会社商⼯組合中央⾦庫
有限会社あおい運輸
株式会社樋⼝商会
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構相模野病院
徳⼭医師会病院
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
株式会社SOMA
新⽣ホームサービス株式会社
神⼾エムケイ株式会社
株式会社タウンズポスト
有限会社エアリアル
株式会社ほけんの110番
株式会社A-cross
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
株式会社 東洋コンツェルン
サクラハートケアサービス株式会社
株式会社エスエープランニング
ジャンジャン⾼島平駅前店
エックスモバイル株式会社

社会福祉法⼈ 泉寿会
株式会社プロネクサス
株式会社スタイル・エッジ
株式会社sogno
⼭⽥⻭科医院
医療財団法⼈ ⻘渓会 駒⽊野病院
株式会社ビアンネ
プルデンシャル⽣命保険株式会社 ⾸都圏第⼀⽀店
株式会社桑⼭
ユニークトレード合同会社
株式会社 富⼠通総研
笹野 祐⽮
富⼠通エフサス・クリエ株式会社
株式会社デイサービス
株式会社mamaロマン
新⽣紙パルプ商事株式会社
司法書⼠/⾏政書⼠/社会保険労務⼠法⼈中央グループ
トライアングル少額短期保険株式会社
株式会社エーワンパッケージ
教育出版株式会社
株式会社 朝⽇新聞社
株式会社デザインアーク
太榮株式会社
株式会社ニッコクトラスト
太陽運輸株式会社
⽵内紙器⼯業株式会社
協和紙業株式会社
昭和企画株式会社
株式会社折⼀
株式会社ミヤザワ
リーシングパートナーズ株式会社
株式会社エスプール
ソニー銀⾏株式会社
有限会社 ⻑⽣庵
有限会社開成クリーン サービス
イフスコヘルスケア株式会社
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⽇本ATM株式会社様

新⽣ホームサービス株式会社様

株式会社プロネクサス様 株式会社アルビオン様

ソニ－⽣命保険株式会社様

新⽣紙パルプ商事株式会社様

賛助会員/レンタル絵画導⼊事例

株式会社ケアプラス様
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活動実例②
デザイン利用

絵画をデザイン/ライセンスとして
利⽤いただいています。



芙蓉総合リース株式会社 様 株式会社富澤 様

新⽣紙パルプ商事株式会社様

2016 新商品カタログ

2016 商品カタログ2016 新商品カタログ
PetCare

2016新商品カタログ

ユニ・チャーム株式会社 様 横河レンタ・リース株式会社 様

商品カタログ (ライセンス利⽤例)

CSR報告書・会報紙
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株式会社樋⼝商会様

興亜⼯業株式会社様

カレンダー(壁掛け・卓上)

カレンダー (ライセンス利⽤例)

株式会社ポーラ様

9
株式会社杉本カレンダー様



年賀状 (ライセンス利⽤例)

株式会社マイプリント様

「2017年度WEB版ファミリーマート・サークルKサンクス年賀状印刷」に、パラリンアート作家が描
いた絵画を年賀状デザインとして採⽤していただけることになりました。登録作家から応募したデザ
インが年賀状として商品化！

株式会社ファミリーマート様（18000店舗全店頭販売）

パラリンアート作家が描いた絵画を年賀状デザインとして採⽤していただけることになりました。
登録作家から応募したデザインが年賀状として商品化！
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【エコバック】
株式会社アダストリアホールディングス様

【ポストカード】
新⽣紙パルプ商事株式会社様

【うちわ】
株式会社ケアプラス様

【スマホケース】

企業コラボ ノベルティグッズ (ライセンス利⽤例)

【LINE - 公式スタンプ】

ペーパーバックの総合メーカーである株式会社ハローバックのバックデザインにパラリンアートの作
品が採⽤されました。カタログ冊⼦の"ハピネスバックコーナー"にて受注しております。

株式会社ハローバック

⼩・中・⼤の３サイズ！
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活動実例③
コラボレーション企画/商品

協⼒企業/団体様と
コラボレーション企画を⽴ち上げ、実⾏しています。



東急百貨店東横店 ⻄館2・3階
銀座線昇降⼝階段）

【完成図】

東急グループコラボVol.1 渋⾕駅 東急百貨店所有施設内

⾼さ約2.5メートル、幅約6.5メートルの巨⼤な壁に約1周間かけて描きました。
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東急プラザ銀座」内、3〜5Fファッションセレクトス
トア「HINKA RINKA」の⼀部装飾デザインを⼥性6名
のパラリンアート登録アーティストが担当。

アーティストと制作⾵景

東急百貨店の皆さまから、
作品を⼿がけた“作家さんに向けて”
感謝の⾊紙”をいただきました。

東急グループコラボVol.2 「東急プラザ銀座」 HINKA RINKA

14



株式会社アイアイ様 社内空間アート

【アイアイ本社社⻑室】 【アイアイ本社受付】

【アイアイリゾート⼤広間】

「25イニング」城岸美稀さん
114✕71cm

「森が広がる」浅野春⾹さん
240✕150cm

「愛の花」キクチユミさん
258✕483cm

アイアイ本社やアイアイリゾートに、パラリンアート登録アーティストの作品を壁画にするなど、
「空間アート」として展⽰していただいています。
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サッカーをテーマとした、「SOMPOパラリンアートサッカーアートコンテスト」を開催。
トップスポンサー：損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社

Jリーグ・選⼿会とアートイベント開催

http://www.soccerart.jp/

全国から約1,900枚のご応募を頂きました！
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ご協賛企業様

トップスポンサー
損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社

株式会社 集英社

⽇本プロサッカー選⼿会(ＪＰＦＡ) ／ ⽇本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ) ／ ⼀般社団法⼈ ⽇本障がい者サッカー連盟 ／
特定⾮営利活動法⼈⽇本ブラインドサッカー協会 ／ 全国特別⽀援学校⻑会 ／ 公益財団法⼈ ⽇本ダウン症協会 ／
新⽣紙パルプ商事株式会社 ／ 渋⾕ヒカリエ ／ 東京イラストレーターズ・ソサエティ

特別協賛

協賛(順不同)

協⼒(順不同)

後援(順不同)
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募⾦サイトとの提携

KURADASHI.jpに掲載されている商品には、商品毎に社会活動団体への⽀援⾦額が設定されており、
ご購⼊いただくことでその設定⾦額が指定の社会活動団体に寄付されます。

Tポイント募⾦の⽀援団体の⼀つとして、パラリンアートも参加させていただいています。
Tポイント募⾦は、お持ちのTポイントで募⾦ができる仕組みです。パラリンアートとして皆様にいた
だいた寄付⾦にて、パラリンアート作家の「アートブック(作品画集)」を作成いします。

Ｔポイント募⾦ 株式会社Tポイント・ジャパン

http://tsite.jp/donation/index.pl

https://www.kuradashi.jp/

社会貢献型ショッピングサイト『KURADASHI.jp』
グラウクス株式会社
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パラリンアート⽀援型⾃販機設置

コカ・コーライーストジャパン株式会社

株式会社⽇⽐⾕花壇

ご賛同企業様との提携

１鉢あたり ￥3,500（税別）/ ⽉
※料⾦には⽉１回の定期メンテナンスや、枯れ
交換保証が含まれています。

オフィス向けアートレンタルグリーン設置。レンタルグリーン料⾦に含まれる絵画ライセンス
利⽤料の⼀部はパラリンアートへ寄付されます。⽇⽐⾕花壇は社会性と経済性を両⽴させる社会
貢献事業「パラリンアート × 観葉植物」の普及活動をしています。

コカ・コーラ社製
⾃動販売機は
無償
でご提供

飲料を購⼊するたびに設定された⾦額がこの活動に寄付されます。

パラリンアートデザイン レンタルグリーンサービス

19



ご賛同企業様との提携

「パラリンアートサーバー」を導⼊いただきますと、パラリンアート運営事務局・アクアバンクより
『感謝状』が贈られます。そのため、CSR活動にもつながり、法⼈様にも喜んで頂けるプランとなっ
ています。

ご利⽤料⾦の⼀部が毎⽉、賛助⾦として
パラリンアート運営事務局に寄付されます。

絵画は下記6点の中から選べます。
絵画ライセンス利⽤料はパラリンアート事務局を通して作者に還元されます。

パラリンアート⽀援型 ⽔素⽔ウォーターサーバー

【公式ホームページ】 http://aqua-bank.co.jp/paralym_art/

アクアバンク パラリンアートサーバー

【パラリンアートサーバー設置導⼊例】

ニッポンレンタカー 北浜営業所 様 ⼤阪観光局 様 ご契約後にパラリンアート運営
事務局、(株)アクアバンクより
感謝状をお贈りいたします。

✕
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パラリンアートと企業のコラボレーション！

企業
①企画⽴案 ②応募期間 ③選考期間

④デザイン決定約1ヶ⽉間5〜10⽇間 5〜10⽇間

イベント・コンペの企画⽴案から、運営事務局まで、
企業様にマッチした最適なご提案をしています。

【2017年度年賀状デザイン募集】 【アートデザインコンペ】

2016FISサマーグランプリジャンプ⽩⾺⼤会
/2016⽩⾺⼥⼦サマージャンプ⼤会

【スキージャンプコンペ】

株式会社ファミリーマート様 ギリアド・サイエンシズ株式会社様

【全国 アートコンテスト】

＜⼀般的なコンペのスケジュール例＞

⽇本全国から全1,862作品が応募。全国
規模でのデザインコンテストを実施。

※実施内容により異なります。

採⽤例

葛⻄ 紀明選⼿
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活動実例④
アート展/アトリエ教室開催

学校/企業/団体様と
アート展/アトリエ教室を開催しています。



2015年2⽉16⽇（⽉）から3⽉13⽇（⾦）まで、⽇本郵政ビル1階ロビーにおいて、パラリンアートが
主催する「ゆうせいチャレンジドアート展」を開催。
⽇本郵政グループの障がい者雇⽤を促進するための特例⼦会社「ゆうせいチャレンジド株式会社」に
在籍するチャレンジド社員（障がいをお持ちの社員）の⽅々が描いた絵画(64点)の展⽰会です。

東京藝術⼤学「障がいとアーツ」
2015年12⽉に開催された「障がいとアーツ」展覧会で、パラリンアートが展⽰されました。
2016年度も展⽰します。

【⽇本郵政ビル1階ロビー】

ゆうせいチャレンジドアート展

アート展の開催・出展
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⽇本郵政本社



アトリエ教室の企画・運営

⽂京総合福祉センター 障害者⽀援施設 リアン⽂京 ①

⽂京総合福祉センター 障害者⽀援施設 リアン⽂京 ②
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