
クールジャパン官民連携プラットフォーム
の取組について

内閣府 知的財産戦略推進事務局

平成２９年９月

・新規入会もお待ちしています。
・地方公共団体もご入会いただけます。
次ページをご確認ください。



クールジャパン官民連携プラットフォーム
新規会員募集のご案内

＜入会要件＞
○企業・団体の方
当会員の２名（団体）以上の推薦または関係省庁、関係機関(1団体)からの推薦

○地方自治体の方
下記、知財事務局までご連絡ください

＜お問合せ先＞
内閣府知的財産戦略推進事務局クールジャパン担当 ０３－３５８１－２５４９
http://www.cao.go.jp/cool_japan/platform/platform.html

クールジャパン官民連携プラットフォームは、官民一体となってクールジャパンに取り

組むことを目的に、官民・異業種連携の強化を図る場として平成27年12月設立。

現在１７の関係省庁・関係機関、113の民間団体、民間企業、個人が参加しており、会
員の皆様には、①プラットフォーム主催イベント、②戦略の検討状況、③クールジャパ

ン案件組成協力、その他クールジャパンに係るご案内や各種意見交換を実施しており

ます。

1



クールジャパン官民連携プラットフォームについて

アドバイザリーボード

○ 官民・異業種連携の強化を図り、クールジャパン
戦略を深化させるため、「クールジャパン官民連携
プラットフォーム」を設立（平成２７年１２月）

メンバー
・共同会長（３名）

［官］松山 政司 クールジャパン戦略担当大臣
［民］川上 量生 カドカワ㈱代表取締役社長

長榮 周作 パナソニック㈱代表取締役会長
・関係府省･政府関係機関（12名･５機関）
・民間団体（45団体）
・民間企業･機関･個人（43企業･機関、25名）

クールジャパン官民連携プラットフォーム

クールジャパン拠点構築検討会（大臣座長）【終了】
クールジャパン人材育成検討会（大臣座長）
クールジャパン関係府省連絡・連携会議（副大臣議長）
日本産酒類の輸出促進連絡会議（政務官議長）

・セミナー（平成２９年９月１３日）
➢ 海外展開のノウハウ等をプラットフォーム

関係者に広く共有・啓発
登壇者：佐々木宏氏

（リオ五輪閉会式セレモニー考案者）
➢ 海外展開に向けた、関係者間のネットワーク形成

・マッチングフォーラム（平成２９年１２月）
➢ 異業種連携によるビジネス創出の推進

・総会（平成３０年３月予定）

官民連携プラットフォームの主な活動予定

クールジャパンアンバサダー、地域プロデューサー

【参考】昨年度の総会の様子
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■①前回の表彰事例：
『「KABUKI LION 獅子王」と「超歌舞伎・今昔饗宴千本桜』』

歌舞伎と日本のテクノロジーを組み合わせた「新しいエンターテイン
メントイベント」を国内、海外で展開。

■② 前回の成約事例：『キャラクターデザインタオル』

今治タオルと、エンバウンド社の各地の温泉をイメージ
したキャラクター「温泉むすめ」がマッチングして「温
泉むすめ ジャカード織バスタオル」として商品化、5月
14日販売。

クールジャパン・マッチングフォーラムについて

マッチングの
推進

非コンテンツ企業群

コンテンツ等企業群

マンガアニメ ゲーム 放送

観光業食品産業 製造業 流通業

①優良事例
の表彰

･････

･････

②商談会
実施

≪ マッチングのイメージ ≫

● クールジャパン官民連携プラットフォームの活動の一環として、我が国の魅力あるコンテンツ
等を軸として異業種が連携し、新たな商品・サービス等を創出していくことを後押しするため、
①異業種が連携した優良な事例の表彰、②異業種連携によるビジネス組成のための商談会を実
施。

●今年度は12月４日（月）に開催。現在マッチングアワード、メッセ出展社を募集中。
詳細については別紙参照。

伝統文化 先端技術

今治産タオル 温泉むすめ
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『KABUKI LION 獅子王』
公演ポスター

『超歌舞伎・今昔饗宴
千本桜』
公演ポスター



昨年度のクールジャパン・マッチングフォーラムの開催概要（アワード受賞プロジェクト）

全74件の応募プロジェクトのうち、「新規性」・「連携による相乗効果」・「話題性」・「市場性」などの観点から選考された、
以下のプロジェクトが各賞を受賞。

■グランプリ ■準グランプリ

■審査員特別賞

「『KABUKI LION 獅子王』と
『超歌舞伎・今昔饗宴千本
桜』における歌舞伎とテクノ
ロジーの融合」

（概要）歌舞伎と日本のテクノロジーを組み合
わせた「新しいエンターテインメントイベント」を
国内、海外で展開。

（受賞者）松竹
（連携先）パナソニック・NTT・ドワンゴ

「佐賀県とオランダとの
クリエイティブ産業交流」

（概要）デザインに秀でたオランダと、
有田焼のものづくりに優れた佐賀県
が、それぞれの強みを生かし、相互
発展と世界展開を図る。

（受賞者）駐日オランダ王国大使館
（連携先）佐賀県、2016

『KABUKI LION 
獅子王』

公演ポスター

『超歌舞伎・今昔
饗宴千本桜』
公演ポスター

「一心堂本舗 デザインフェイスパック」

（概要）「歌舞伎フェイスパック」を代表として、
隈取やマンガ・アニメ等のキャラクターの絵
柄のついた美容用フェイスパック（50種以
上）を展開。

（受賞者）一心堂本舗
（連携先） officeそめいろ、タツノコプロ、日
本アニメーション、東映アニメーション、藤
子・F・不二雄プロ、ノース・スターズ・ピク
チャーズ、美内すずえ事務所、他

「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT」 「スポＧＯＭＩ大会の開催」

（概要）世界的な社会課題である「ゴミ問
題」に対し、ゴミ拾いのスポーツ化によって
アクションを起こす取組み。

（受賞者）日本スポGOMI連盟、ソーシャル
スポーツイニシアチブ
（連携先）Tomsk Regional Administration、
Yangon City Development Committee、他

（概要）アニメ「攻殻機動隊」の作品世界
に描かれる「義体」等のテクノロジーを産
学が一体となって実現するプロジェクト。

（受賞者）攻殻機動隊 REALIZE PROJECT 
実行委員会

（連携先）神戸市、情報通信研究機構、
Cerevo、karakuri products、他

駐日オランダ王国大使館と
佐賀県の提携

開発された製品
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「地方版クールジャパン推進会議」「地域セミナー」について

第９回 第10回 第11回

場 所 大分県別府市 沖縄県那覇市 和歌山県岩出市

日 時 H28.11.13（日） H29.3.4（土） H29.７.15（土）

会 場 立命館ｱｼﾞｱ太平洋大学 沖縄都ホテル 旧和歌山県議会議事堂

視察
等

l鉄輪地区
lＡＰＵ

l泡盛ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰを同
時開催
l沖縄空手会館

l和歌山大学
l根来寺

地方におけるクールジャパン資源の発掘・発信を目的として、
クールジャパン戦略担当政務が、クールジャパン分野で活躍
する有識者とともに、地域における海外展開の成功事例や課
題などを交え、地域のさまざまな魅力を一体的に発信していく
方策などについて議論。

■地方版クールジャパン推進会議

過去開催状況

第1回 京都府京都市(H25.12)

第2回 愛媛県松山市(H26.3)

第3回 石川県加賀市(H26.6)

第4回 宮城県仙台市(H26.10)

■クールジャパン地域セミナー

地域におけるクールジャパンの推進に資するため、担当
者等が地域へ赴き、各種検討事項や国のクールジャパ
ン関連事業を通じて得られたノウハウ等を説明するもの。
セミナーに加えて、ネットワーキングの時間を設け、参加
者との意見交換も行っている。

大阪クールジャパン
セミナー

播磨圏域クールジャパン
セミナー

場 所 大阪府大阪市 兵庫県加古川市

日 時 H29.7.21（金） H29.8.21（月）

会 場 大阪府庁本館 加古川市役所

メインテーマ • コンテンツによる地域活性化
• クールジャパン人材育成

• クールジャパン戦略について
• ロケツーリズム、アニメツーリズム
• 日本酒

第5回 茨城県つくば市(H27.3)

第6回 鳥取県鳥取市(H27.6)

第7回 北海道札幌市(H27.8)

第8回 徳島県徳島市(H27.10)

開催について
セミナーの開催については、地域のご要望に応じて、時
期、開催場所、セミナー内容、形式等柔軟に検討いたし
ます。開催をご希望される地域がございましたら、クー
ルジャパン担当までお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
内閣府知的財産戦略推進事務局 クールジャパン担当
TEL：03-3581-2549／Mail：i.cooljapan@cao.go.jp
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クールジャパン人材育成検討会について
経済社会の変化の中で、我が国の経済成長基盤として重要なクールジャパン人材を強化するため、
クールジャパン産業（アニメ、マンガ、ゲーム等のコンテンツ、食、伝統文化等）について必要
な人材の育成・獲得方策を整理し、政府が一体で推進。

検討会における議論

「第１次とりまとめ」(第４回検討会 ５月23日)

政府連絡会（10月3日）
第１次とりまとめに係る取組状況や効果を関連す
る制度改正の動向等を含めてフォローアップ

「第２次とりまとめ」（平成29年度末を目途）

パブリックコメント・事務局ヒアリング
（２月24日～５月上旬）

「検討会の設置」（２月24日）

第１回
（3/21）

第２回
（4/25）

第３回
（5/15）

検討会
開催 検討会（12月頃～）

政府連絡会
開催

●クールジャパン産業の発展に必要な人材を６
つに区分。
①「プロデュース人材」 ②「高度経営人材」
③「高度デザイン人材」④「専門人材」 ⑤「外
国人材」 ⑥「地域プロデュース人材」

●主な提言の例。
・専門職大学の効果的活用（①関連）
平成31年の専門職大学等の設置等も見据え、制
度設計にあたり、実務家教員の効果的な参画等
を提言。

・外国人材の在留資格の柔軟化（⑤関連）
外国人材は、クールジャパン関連産業の海外展
開等を進める上で重要であることから、高等教
育機関卒業後の在留に必要な措置等について具
体的に提言。

第一次とりまとめの概要

６

【座長】松山 政司 大臣



参 考 資 料



「クールジャパン官民連携プラットフォーム」民間構成員 ①

（平成28年10月24日時点）■ 民間団体（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)日本民間放送連盟

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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■ 民間企業・機関（４２企業・機関）

「クールジャパン官民連携プラットフォーム」民間構成員 ②

（平成29年9月1日時点）

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㈱ ㈱響 ※H29.8加入

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㈱

富士ゼロックス㈱

食品・外食
アル・ケッチァーノ 木内酒造(資) ＮＡＲＩＳＡＷＡ 龍吟

㈱ぐるなび ※H29.7加入

観光 ㈱美ら地球 山代温泉よろづや観光㈱ 局アナnet㈱ ※H29.4加入 ㈱ＭＡＴＣＨＡ ※H29.4加入

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

㈱ジャパンエフエム
ネットワーク

※H29.7加入

㈱ネオディライト
インターナショナル

※H29.8加入
㈱Encounter Japan

※H29.7加入
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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 日本法人会長） 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）

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

楠本 修二郎（カフェ･カンパニー㈱ 代表取締役社長） 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 代表取締役社長） 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（福岡市長） 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 代表取締役社長）

髙橋 広行（㈱ジェイティービー 代表取締役社長） 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）

酒井 毅（NEC）

辻芳樹（学校法人辻料理学館理事長）

トマベルトラン（㈱BERTRAND - Bento&co 代表取締役社長）

平出 淑恵（㈱コーポ・サチ 代表取締役）

➢ 民間有識者

■ 個人（２５名） 「アドバイザリーボード」民間有識者２１名＋民間有識者４名

「クールジャパン官民連携プラットフォーム」民間構成員 ③

（平成28年10月24日時点）
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クールジャパン・アンバサダー ①（H29.７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 風戸 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 学長／
(一社) 和食文化国民会議 代表理事／会長 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長 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／総料理長 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㈱ 代表取締役社長 中国 日本 東京 観光・文化

14 辻 芳樹 学校法人辻料理学館 理事長／辻調理師専門学校 校長 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 長島 博 東京エアポートレストラン取締役執行役員／総料理長 日本 日本 東京 食

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

18 服部 幸應 学校法人服部学園 理事長 日本 日本 東京 文化

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

日本 英国 ロンドン 食

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 名誉会長
ジャパン・ソサエティ 前副会長 英国 英国 ロンドン 観光

１０



名前（敬称略） 肩書き 出身
居住地

分野
国 都市

22 フランチェスコ フィオレ Axxe社 代表取締役社長 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 代表取締役社長 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 会長 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 丹青 神戸国際大学 教授 中国 日本 神戸 文化

32 山本 晴久 ㈱デンバー豆腐 創設者／前社長 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 関西国際大学 客員教授／学長特別補佐 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

38 ポール クリスティー Walk Japan CEO 英国 日本 大分 観光

39 ミゲール ダルーズ 沖縄伝統空手総合案内ビューロー 事務局長 フランス 日本 沖縄 スポーツ（空手）

40 クリストファー ペレグリニ 俳優、焼酎唎酒師 米国 日本 東京 食・焼酎

41 ジャスティン ポッツ 株式会社Umari 国際ビジネス開発ディレクター 米国 日本 東京 観光

42 ブラッド トウル
※H.29.7.15加入 田辺市熊野ツーリズムビューロー プロモーション事業部長 カナダ 日本 和歌山 観光

クールジャパン・アンバサダー ②（H29.７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 副理事長 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営業部部長 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 代表取締役社長 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㈱ 福井事務所長 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 代表取締役社長 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㈱ 観光立国推進部長 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

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）

クールジャパン・地域プロデューサー（H29.9現在）
名前 (敬称

略) 所属・肩書 活動分野

19 箭内 武 ㈱YANAI総合研究所 代表取締役社長 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 代表取締役社長 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 誘客事業部長／
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 会長 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長／
山代温泉よろづや観光㈱代表取締役社長 コンテンツ

31 渡邉 賢一
株式会社 XPJP エクスペリエンス・デ
ザイナー／
一般社団法人 元気ジャパン ソーシャ
ル・プロデューサー

インバウンド

32 渡邊 法子 アイ・エス・ケー合同会社 代表 インバウンド

33 西田 陽一 おんせん県観光誘致協議会 会長 インバウンド

34 青木 優
※Ｈ29.9月加入 ㈱ＭＡＴＣＨＡ 代表 インバウンド
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参考資料の詳細などは、以下のサイトで御覧いただけます。
【内閣府クールジャパン戦略ＨＰ】

（http://www.cao.go.jp/cool_japan/index.html）
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