
「クールジャパン官⺠連携プラットフォーム」⺠間構成員 ①

（平成28年5⽉9⽇時点）■ ⺠間団体（４５団体）
総合 全国商⼯会連合会 (⼀社)⽇本経済団体連合会 ⽇本商⼯会議所

コンテンツ

(⼀社)衛星放送協会 ＮＰＯ法⼈ 映像産業振興機構 (⼀財)⾳楽産業・⽂化振興財団

(⼀社)キャラクターブランド・ライセンス協会 コミック出版社の会 (⼀社)コンピュータエンターテインメント協会

(⼀社)次世代放送推進フォーラム (⼀社)ＣｉＰ協議会 (⼀財)デジタルコンテンツ協会

(⼀社)デジタルメディア協会 (⼀社)⽇本映画製作者連盟 (⼀社)⽇本映像ソフト協会

(⼀社)⽇本オンラインゲーム協会 (⼀社)⽇本ケーブルテレビ連盟 (⼀社)⽇本雑誌協会

(⼀社)⽇本書籍出版協会 (⼀社)⽇本動画協会 (⼀社)⽇本⺠間放送連盟

⽇本放送協会 (⼀社)放送コンテンツ海外展開促進機構 (⼀社)モバイル・コンテンツ・フォーラム

製造
(⼀社)電⼦情報技術産業協会 (⼀財)伝統的⼯芸品産業振興協会 (⼀社)⽇本アパレル・ファッション産業協会

(⼀社)⽇本家具産業振興会 (⼀社)⽇本玩具協会 ⽇本化粧品⼯業連合会

流通 ⽇本チェーンストア協会 ⽇本百貨店協会 (⼀社)⽇本フランチャイズチェーン協会

⾷品・外⾷
(⼀財)⾷品産業センター (⼀社)⽇本ガストロノミー学会 ⽇本酒造組合中央会

(⼀社)⽇本フードサービス協会

観光 (⼀社)全国旅⾏業協会 (公社)⽇本観光振興協会 (⼀社)⽇本旅⾏業協会

その他
ＮＰＯ法⼈ エンターテインメント・ロイヤー
ズ・ネットワーク (⼀社)⽇本広告業協会 (公財)⽇本デザイン振興会

(⼀社)⽇本ベンチャーキャピタル協会 (公財)フォーリン・プレスセンター
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■ ⺠間企業・機関（３５企業・機関）

コンテンツ

㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ ㈱ＧＡＮＡＰＡＴＩ ＡＰＰＳ ㈱グッドスマイルカンパニー クリプトン・フューチャー・メ
ディア㈱

㈱講談社 松⽵㈱ 東映㈱ 東宝㈱

ユーフォーテーブル㈲ 吉本興業㈱ ㈱ランティス ㈱ＬＯＣＵＳ

ＷＡＫＵＷＡＫＵ ＪＡＰＡＮ㈱

製造
㈱五⼗崎社中 ㈲オイカワデニム 奥順㈱ ㈱カンディハウス

㈲東北⼯芸製作所 パナソニック㈱ ㈱バルコス 渡⽂㈱

⾷品・外⾷ アル・ケッチァーノ ⽊内酒造(資) ＮＡＲＩＳＡＷＡ ⿓吟

観光 ㈱美ら地球 ⼭代温泉よろづや観光㈱

教育 京都精華⼤学 辻調理師専⾨学校 国⽴⼤学法⼈ 東京藝術⼤学 ⽇本⼯学院専⾨学校

その他 ㈱アート・クラフトインターナ
ショナル クール北海道㈱ ㈲ミホプロジェクト ㈱ライフブリッジ

「クールジャパン官⺠連携プラットフォーム」⺠間構成員 ②

（平成28年5⽉9⽇時点）
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➢ アドバイザリーボード
アストリッド クライン（㈱クライン･ダイサム 代表取締役） ダニー チュー（カルチャージャパン プロデューサー）

⽣駒 芳⼦（ファッション・ジャーナリスト/(公財)三宅⼀⽣デザイン⽂化財団 理事） ⽟沖 仁美（㈱紡 代表取締役）

梅澤 ⾼明（A.T. カーニー ⽇本法⼈会⻑） テイト クリストファー (コネクトフリー㈱ 代表取締役総合開発責任者兼CEO)

⼤⽯ 征裕（(⼀社)融合研究所 主席研究員） トム ヴィンセント（㈱Tonoloop Networks 代表取締役）

⻲井 智英（Tokyo Otaku Mode Inc. CEO） 中川 悠介（アソビシステム㈱ 代表取締役社⻑）

楠本 修⼆郎（カフェ･カンパニー㈱ 代表取締役社⻑） 中村 伊知哉（慶應義塾⼤学⼤学院メディアデザイン研究科 教授）

佐浦 弘⼀（浦霞醸造元 ㈱佐浦 代表取締役社⻑） 夏野 剛（慶應義塾⼤学政策・メディア研究科 特別招聘教授）

髙島 宗⼀郎（福岡市⻑） 福原 秀⼰（エース・プロダクション プロデューサー）

⾼橋 智隆（㈱ロボ・ガレージ 代表取締役） 宮河 恭夫（㈱サンライズ 代表取締役社⻑）

髙橋 広⾏（㈱ジェイティービー 代表取締役社⻑） 渡邉 賢⼀ (エクスペリエンス・デザイナー ㈱XPJP代表取締役、(⼀社)元気ジャパン代表理事)

⽥川 欣哉（takram 代表取締役/英国Royal College of Art客員教授）

辻芳樹（学校法⼈辻料理学館理事⻑）

トマベルトラン（㈱BERTRAND - Bento&co 代表取締役社⻑）

平出 淑恵（㈱コーポ・サチ 代表取締役）

➢ ⺠間有識者

■ 個⼈（２４名） 「アドバイザリーボード」⺠間有識者２１名＋⺠間有識者３名

「クールジャパン官⺠連携プラットフォーム」⺠間構成員 ③

（平成28年5⽉9⽇時点）
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クールジャパン・アンバサダー ①（H28.９現在）

名前（敬称略） 肩書き 出⾝
居住地

分野
国 都市

1 クリス アシュトン William Reed Business Media 社 イベントダイレクター 英国 英国 ロンドン ⾷・⽇本酒

2 ⾵⼾ 正義 (⼀社) 国際すし知識認証協会 代表理事 ⽇本 ⽇本 千葉 ⾷

3 桐⾕ エリザベス ジャーナリスト ⽶国 ⽶国 ボストン ⽂化

4 熊倉 功夫 静岡⽂化芸術⼤学 学⻑／
(⼀社) 和⾷⽂化国⺠会議 代表理事／会⻑ ⽇本 ⽇本 京都 ⾷

5 ⼩池 信也 レストラン酒蔵阿吽 共同経営者兼総料理⻑ ⽇本 ブラジル サンパウロ ⾷

6 ⼩林 ⾦⼆ 北京蔵善飲⾷有限公司 副総経理／総料理⻑ ⽇本 中国 北京 ⾷

7 ジョン ゴントナー Sake World Inc 社 代表取締役 ⽶国 ⽇本 神奈川 ⾷

8 ミーシャ ジャネット ファッションジャーナリスト、スタイリスト、ブロガー ⽶国 ⽇本 東京 ファッション

9 末次 庸介 のんべえ⼤学 店主 ⽇本 ベルギー ブリュッセル ⾷

10 アンア ステファニアク 東京藝術⼤学 博⼠課程 ポーランド ⽇本 取⼿ デザイン・芸術

11 ⽥中 伸⼆ TANAKA オーナーシェフ ⽇本 スイス ベルン ⾷

12 ⽥村 隆 つきぢ⽥村 三代⽬ ⽇本 ⽇本 東京 ⾷

13 陳 海騰 東和㈱ 代表取締役社⻑ 中国 ⽇本 東京 観光・⽂化

14 辻 芳樹 学校法⼈辻料理学館 理事⻑／辻調理師専⾨学校 校⻑ ⽇本 ⽇本 ⼤阪 ⾷

15 ファビアーニ ディレッタ ⾳楽ジャーナリスト／早稲⽥⼤学⼤学院 博⼠課程 イタリア ⽇本 東京 ⾳楽

16 ⻑島 博 東京エアポートレストラン取締役執⾏役員／総料理⻑ ⽇本 ⽇本 東京 ⾷

17 ニール ハートマン IAC社 ダイレクター／社⻑ ⽶国 ⽇本 札幌 メディア

18 服部 幸應 学校法⼈服部学園 理事⻑ ⽇本 ⽇本 東京 ⽂化

19 浜 哲郎
Jem Ltd 会⻑／So Restaurant オーナー／Sozai Cooking 
Schoolオーナー／Japanese Culinary Academy UK 理事⻑
ジャパン・ソサエティ 理事

⽇本 英国 ロンドン ⾷
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名前（敬称略） 肩書き 出⾝
居住地

分野
国 都市

20 グレブ バルトロメウス ⽊屋旅館 セールス＆マーケティングマネージャー ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ／ﾄﾞｲﾂ ⽇本 宇和島 ⽂化・観光

21 マーティン バロウ 茶道裏千家淡交会英国協会 名誉会⻑
ジャパン・ソサエティ 前副会⻑ 英国 英国 ロンドン 観光

22 フランチェスコ フィオレ Axxe社 代表取締役社⻑ イタリア 英国 ロンドン ⽂化

23 深澤 宗昭 レストランフジ オーナーシェフ ⽇本 ペルー リマ ⾷

24 ベンジャミン ボアズ 翻訳家、作家、慶應義塾⼤学 訪問研究員
(⼀社) 中野区観光協会 観光⼤使 ⽶国 ⽇本 東京中野区 観光

25 エドガル サンティアゴ
ペラエズ マザリエゴス 早稲⽥⼤学⼤学院 博⼠課程 メキシコ ⽇本 東京 観光

26 松 秀⼆郎 JPN Mart社 代表取締役社⻑ ⽇本 英国 ロサンゼルス ⾷

27 三宅 洋⼦ 公益社団法⼈⽇本料理研究会 会⻑ ⽇本 ⽇本 東京 ⽂化

28 ダルシャン ムニダーサ ⽇本ばしレストラン オーナーシェフ ⽇本/ｽﾘﾗﾝｶ スリランカ コロンボ ⾷

29 村⽥ 吉弘 菊乃井 主⼈ ⽇本 ⽇本 京都 ⾷

30 ロッセッラ メネガッゾ 国⽴ミラノ⼤学 准教授 イタリア イタリア ミラノ 芸術･デザイン･
ファッション

31 ⽑ 丹⻘ 神⼾国際⼤学 教授 中国 ⽇本 神⼾ ⽂化

32 ⼭本 晴久 ㈱デンバー⾖腐 創設者／前社⻑ ⽇本 ⽶国 デンバー ⾷

33 スティーブン ライマン ⽇本酒造組合中央会 ニューヨークサポートデスク ⽶国 ⽶国 ニューヨーク ⾷・⽇本酒

34 李 容淑 関⻄国際⼤学 客員教授／学⻑特別補佐 韓国 ⽇本 ⼤阪 観光

35 アンドリュー リード William Reed Business Media 社
イベント＆エクシビジョン マネージング・ダイレクター 英国 英国 ロンドン ⾷・⽇本酒

36 ジョージ リム プロデューサー／観光コンサルタント シンガポール シンガポール シンガポール 観光

37 ティファニー リム ライター フィリピン ⽇本 東京 マンガ・アニメ

クールジャパン・アンバサダー ②（H28.９現在）
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名前 (敬称略) 所属・肩書 活動分野

1 朝⽐奈 ⼀郎 (⼀社) ⽇本と世界をつなぐ会 代表理事 インバウンド、
その他

2 伊勢⽥ 博志 NPO法⼈ツーリズム研究機構 副理事⻑ インバウンド、⾷

3 井上 俊彦 (⼀社) 札幌・北海道コンテンツ戦略機構
代表理事

⾷、コンテンツ、
インバウンド、
スポーツ

4 遠藤 洋平 ㈱丸加 取締役第2営業部部⻑ ファッション

5 ⼤塚 隆博 クール北海道㈱ 執⾏役員 ⾷

6 ⼩川 伸司 ㈱オージスジャパン 代表取締役社⻑ ⾷、デザイン

7 加藤 ⽂男 ㈱ちば南房総 取締役 コンテンツ

8 ⼩島 慶藏 伊藤忠商事㈱ 福井事務所⻑ ⾷、インバウンド

9 櫻井 亮太郎 ㈱ライフブリッジ 代表取締役 インバウンド

10 佐藤 靖也 ㈱WPPC 代表取締役 ⾷、デザイン

11 篠原 靖 跡⾒学園⼥⼦⼤学観光コミュニティ学部
観光デザイン学科 准教授

インバウンド、
コンテンツ、その他

12 島⽥ 昭彦 ㈱クリップ 代表取締役社⻑ デザイン

13 志村 幸⼀郎 てんぷら⼩野 店主 ⾷

14 陳内 裕樹 グーグル㈱ 観光⽴国推進部⻑ インバウンド

15 武智 美保 ㈲ミホプロジェクト 代表 インバウンド

16 達⼭ 源市 ㈱ゲン 代表取締役
デザイン、コンテン
ツ、インバウンド、
その他

クールジャパン・地域プロデューサー（H28.９現在）

名前 (敬称略) 所属・肩書 活動分野

17 ⽥村 啓 TOMBO PROJECT代表／
(⼀社) 元気ジャパン プロデューサー インバウンド

18 千葉 ⼤貴 ㈲マイティー千葉重 代表
⾷、インバウンド、
その他（ウェブマー
ケティング）

19 箭内 武 ㈱YANAI総合研究所 代表取締役社⻑ その他

20 ドミトリー
ブーラフ ㈱XPJP プロデューサー ⾷、インバウンド、

コンテンツ

21 本⽥ 勝之助 本⽥屋本店㈲ 代表取締役
⾷、デザイン、
ファッション、
インバウンド

22 三宅 曜⼦ ㈱クリエイティブ・ワイズ 代表取締役 ⾷、デザイン

23 本井 晃⼀ ㈱JICS 代表取締役社⻑ その他

24 森本 登志男 佐賀県 最⾼情報統括監(CIO) コンテンツ

25 森本 康敬 加賀市観光交流機構 誘客事業部⻑／
⽚⼭津温泉旅館 ｢ホテル森本｣代表取締役 インバウンド

26 ⼭⽥ 桂⼀郎 JTIC.SWISS 代表 インバウンド

27 ⼭⽥ 拓 ㈱美ら地球（ちゅらぼし）CEO インバウンド

28 ⼭本 牧⼦ MPIジャパンチャプター 会⻑ インバウンド

29 吉井 靖 ㈱うぶすな 代表取締役 インバウンド

30 萬⾕ 浩幸 加賀温泉郷フェス実⾏委員⻑／
⼭代温泉よろづや観光㈱代表取締役社⻑ コンテンツ

31 渡邊 法⼦ アイ・エス・ケー合同会社 代表 インバウンド
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クールジャパン・出版ビジネス・パートナーズフォーラム（詳細）

【⽇時】2016年 9⽉23⽇（⾦）13：00〜14：30
【会場】東京ビッグサイト会議室（東京国際ブックフェア会場隣接）

（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1（http://www.bigsight.jp/access/transportation/））

【テーマ・登壇者】
● 作者・権利者のクールジャパン：

㈱⼿塚プロダクション 著作権事業局 局⻑ 清⽔ 義裕 ⽒「国内外ライセンス展開」

● 版元のクールジャパン：
㈱KADOKAWA 常務執⾏役員 海外事業局⻑ 塚本 進 ⽒
㈱講談社 ライツ・メディアビジネス局⻑ 吉⽻ 治 ⽒

● 書店のクールジャパン：
㈱アニメイト 海外事業部部⻑代理 兼 animate JMA CEO 外川明宏 ⽒「アニメイトバンコクの展開」

●コーディネーター：
慶應義塾⼤学⼤学院 メディアデザイン研究科 教授 中村 伊知哉

【申込⽅法】（事前申込制／聴講無料）
e-mailでの申込み。cip-info@takeshiba.org

件名：9/23 フォーラム申し込み
本⽂：①会社・団体名、②所属部署、③参加者全員の⽒名、④電話番号、⑤メールアドレス

【お問合せ】（⼀社）ＣｉＰ協議会事務局 TEL：03-5114-6724 E-mail：cip-info@takeshiba.org

【運営】（⼀社）ＣｉＰ協議会
【協⼒】クールジャパン官⺠連携プラットフォーム／内閣府知的財産戦略推進事務局、リード エグジビション ジャパン㈱
【後援】⽇本貿易振興機構（ジェトロ） 13


