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設立年 ： 2004年
設立経緯 ： 経団連のエンターテインメント産業部会の発案
従業員数 ： 約50名
理事長 ： 松谷 孝征 （株式会社手塚プロダクション 代表取締役社長）
事務局長 ： 市井 三衛
会員 ： 日本を代表するコンテンツ企業、コンテンツ業界団体、一般企業等 約100社

目的 ： 映画、テレビ、アニメ、音楽、ゲーム、キャラクター、出版等、日本のコンテンツ産業を
国際競争力あるものとし、さらには日本経済の活性化に寄与することを目的に、2004年
に設立された組織です。関係企業・団体の協力と政府・地方公共団体による政策・施策を
有機的に組み合わせ、<人材育成＞と＜市場開拓＞を柱とした事業を展開しています。
ビジネスの可能性を広げるために、業界のジャンルを越えたネットワーキングや人材育成、
国内外の市場開拓・整備など、長期的視野に立った活動を行うことで、コンテンツ産業の
振興を支援します。

オールジャパンでコンテンツ業界をサポートしています

VIPOのご紹介
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『人材育成』と『市場開拓』を活動の中心としています

• ndjc: 若手映画作家育成プロジェクト
（省庁受託事業）

• 京都事業 （地方自治体受託事業）

• VIPOアカデミー及び各種セミナー
（自主事業）

人材育成
• コ・フェスタ （省庁受託事業）

JAPAN国際コンテンツフェスティバル

• J-LOP4 （省庁受託事業）
地域発コンテンツ等海外展開支援事業

• 各種セミナー （自主事業）

VIPOのご紹介 ～主な事業～

市場開拓
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VIPOのご紹介 ～VIPO会員～

一般企業
（11社）

企業（75社）

団体（17社）

1社

アニメ

出版
キャラクターその他

1社

ゲーム

3社

音楽

3社

テレビ・放送
9社

映画・映像

24社

12社

9社

5社

4社

3社

16社 2社
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VIPOのご紹介 ～VIPO法人会員・賛助会員一覧（103社）

コンテンツ企業（75社）
＜映画・映像（24社）＞
・ｱﾒﾘｶﾝ･ﾓｰｼｮﾝ･ﾋﾟｸﾁｭｱ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
・ＩMAGICA ・イマジカデジタルスケープ
・エイベックス・ピクチャーズ ・エスピーオー
・大蔵映画 ・KADOKAWA ・キノフィルムズ
・ギャガ ・埼玉県彩の国ビジュアルプラザ
・松竹 ・ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
・ソニーPCL ・高津装飾美術
・デジタルSKIPステーション ・東映 ・東映ラボ・テック
・東宝 ・東宝東和 ・東北新社 ・中日本興業 ・日活
・ブロードメディア・スタジオ ・武蔵野興業

＜ゲーム（5社）＞
・カプコン ・コーエーテクモゲームス
・スクウェア・エニックス・ホールディングス
・セガサミーホールディングス ・トーセ

＜音楽（9社）＞
・キングレコード
・ソニー・ミュージックエンタテインメント
・徳間ジャパンコミュニケーションズ
・ドリーミュージック・ ・日本コロムビア
・バップ ・ポニーキャニオン
・ユニバーサルミュージック
・ワーナーミュージック・ジャパン

＜テレビ・放送（12社）＞
・秋田放送 ・NHKエンタープライズ
・スカパーJSAT ・TBSテレビ ・テレビ朝日
・テレビ東京 ・名古屋テレビ放送
・日本テレビ放送網 ・フジテレビジョン
・讀賣テレビ放送 ・琉球放送 ・WOWOW

＜アニメ（4社）＞
・サンライズ ・手塚プロダクション
・東映アニメーション ・日本アニメーション

＜出版（3社）＞
・キネマ旬報社 ・日経BP ・ぴあ

＜キャラクター（2社）＞
・サンリオ ・ポケモン

＜その他（16社）＞
・アサツーディ・ケイ ・アソビシステム ・インジェスター
・クオラス ・第一興商 ・W media ・ダブルエル
・ティーアイ・コムネット ・ティーワイリミテッド ・電通
・TOKYO DESIGN WEEK ・博報堂 ・ホクエツ印刷
・ホリプロ ・吉本興業 ・ラパン

業界団体（17社）
＜映画・映像（9社）＞
・映画産業団体連合会
・映像文化製作者連盟
・外国映画輸入配給協会
・全国興行生活衛生同業組合連合会
・日本アカデミー賞協会
・日本映画製作者協会
・日本映画製作者連盟
・日本映画テレビ技術協会
・日本映像ソフト協会

＜ゲーム（1社）＞
・コンピュータエンターテインメント協会

＜音楽（3社）＞
・コンサートプロモーターズ協会
・日本音楽制作者連盟
・日本レコード協会

＜テレビ・放送（3社）＞
・衛星放送協会
・全日本テレビ番組製作社連盟
・日本民間放送連盟

＜アニメ（1社）＞
・日本動画協会

一般企業（11社）
・鹿島建設 ・きんでん東京本社 ・ソニー ・高砂熱学工業 ・東放学園 東放学園専門学校 ・トヨタ自動車 ・日本電信電話 ・富士フイルム ・みずほ銀行
・三井不動産 ・三菱電機

※会社名50音順
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