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約160ケ国・地域でCOOL JAPAN AWARD特別番組の放送決
定

外国人審査員が選び受賞された日本の伝統

的なモノづくりから、文化や芸術、お祭

り、地域おこしなどを紹介

「COOL JAPAN AWARD」の受賞者支援と

して約160ケ国・地域（約2億2194万世帯）

の配信網を有するNHK WORLDでの特別番

組の放送が決定。世界同時放送で、2020年

2月18日（火）8:30～（日本時間）放送予

定。

日本の伝統的なモノづくりから、文化や芸

術、お祭り、地域おこしなどを外国人審査

員１００人が選び表彰し、世界が共感する

「COOL JAPAN」を発信する取り組みであ

る「COOL JAPAN　AWARD」及びその受賞作品や、ニューヨークやパリでの海外展示

等の受賞者支援活動を紹介する28分番組。番組動画はウェブにも掲載予定。

[画像1: https://prtimes.jp/i/42511/7/resize/d42511-7-505895-0.jpg ]

約160ケ国・地域（約2億2194万世帯）の配信網を有する「NHK　WORLD」での COOL

JAPAN AWARD 特別番組の放送決定について

一般社団法人クールジャパン協議会（所在地：京都市上京区油小路通中立売下ル甲斐守町

97、代表理事・理事長　Julien Giry、以下クールジャパン協議会）が主催する「COOL

JAPAN AWARD」(COOL JAPAN AWARD 2019後援：内閣府知的財産戦略推進事務局、

外務省、経済産業省、観光庁、環境省、京都府、京都市、JNTO、オフィシャルアウトバ

ウンドパートナー：JETRO)の、 約160ケ国・地域（約2億2194万世帯）の配信網を有す

るNHK　WORLDでの特別番組の放送が決定いたしました。世界同時放送で、2020年2月

18日（火）8:30～（日本時間）放送予定です。

【次のページ】これまでクールジャパン協議会では、「COOL JAPAN AWARD」の...
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1 韓国、緊急経済対策導入
へ　新型肺炎の影響最小限
に＝財政相・中銀総裁

2 『水ダウ』にミキが苦言「あん
なんするならもう出ない」 出
演したVTRに「編集の暴力」
悪意を主張

3 あびる優「苦しい日々を何と
か乗り越えている最中…」イ
ンスタで離婚後の心境を告
白

4 Amazonもやっている“送料
無料”　楽天だけ“総スカ
ン”の理由

5 社内報の名前は「月刊はらわ
た」　ドンキ運営会社の
PPIHが「幹部への文句」をそ
のまま掲載する理由

6 槇原敬之容疑者、逮捕まで2
年もかかった理由　「そうい
うことか…」
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SLIPKNOT主催のダーク
カーニバ
ル、“KNOTFEST”4年ぶり
に日本で開催！…
「KNOTFEST JAPAN
2020 Special」
WOWOWで放送！

「SONIC2020」プロジェ
クト　ソニック公式生放
送番組「ソニックステーシ
ョンLIVE！」が毎月20日…
に放送決定！初回は
2020年2月20日(木)18
時より放送！

　ムン・グニョン＆キム・ソ
ノ出演のラブコメ×捜査
劇！「幽霊を捕まえろ(原
題)」４月17日　日本初…
送決定！

エーアイのバーチャルアナ
ウンサーによる新番組 「三
園綾音の WEEKEND
FORTUNE」が静岡FM…
放送開始！ ～占い番組を
音声合成で放送～

あの日の記憶を、私たちの
明日へ　特別企画「震災と
未来」展 ～東日本大震災9
年～　　2020年3月7日…
(土)～4月5日(日) 開催決
定
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塗り方を変えるだけでOK！苦手なリップカラーを克服す
る4パターンの方法

PR ローリエプレス

給与が上がらない日本。50代の貯蓄額もお寒い実態

2020年02月10日

タワマン億ションを即決購入する「パワーカップル」の落とし穴

2020年02月11日

塗り方を変えるだけでOK！苦手なリップカラーを克服す
る4パターンの方法

PR ローリエプレス

暴走が止まらないヨーロッパ

2020年02月10日

「スカーレット」110話。まさかのアヴァンでマツ死。驚きの展開

7 グラドル朝比奈祐未“トンデ
モないケツ”ドアップ写真を
大公開！

8 今泉佑唯、“4代目あずみ”の
重圧明かす「今から緊張して
ます」

9 米政府、外資の審査を厳格化 日本は例外国に
含まれず

10 東芝、19年4－12月営業利
益は7.6倍の625億円

1 どんどん注目度が薄れる元
NGT・山口真帆への暴行事
件を巡る裁判

81

2 グラドル朝比奈祐未“トンデ
モないケツ”ドアップ写真を
大公開！

36

3 ドアップの局部画像をSNS
に投稿！　今週のエロ可愛
い女ランキング

34

4 ｂａｙｆｍ７８、槇原敬之容疑
者の覚せい剤取締法違反逮
捕で対応　今後の放送は検
討中

32

5 やっぱり復帰フラグだった！
小出恵介が役名「ゴミ人間」
でミュージカル出演

29

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

https://twitter.com/share?count=horizontal&original_referer=https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-13-42511-7&text=%E7%B4%84160%E3%82%B1%E5%9B%BD%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A7COOL%20JAPAN%20AWARD%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%81%AE%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A%20(2020%E5%B9%B42%E6%9C%8813%E6%97%A5)%20-%20%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&url=https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-13-42511-7/&via=ExciteJapan
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-13-42511-7/
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Prtimes_2020-02-13-42511-7/%23post-spot
https://www.excite.co.jp/news/source/Prtimes/
https://www.excite.co.jp/news/view-ranking/
https://www.excite.co.jp/news/comment-ranking/
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-14-1355-5337/
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-14-5397-3150/
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2020-02-14-3711-803/
https://www.excite.co.jp/news/article/Dreamnews_0000210125/
https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_205712/
https://ssp.send.microad.jp/cc?ep=4XkZa0jWk6QBkZ3iZV29WnE9mLRuZ2nY8CbbpU7F1b2d2g6l5sgh1K-4umhtgoT0GK4oKuTRt1LWGMUET3y78KVCRBQcFvoymA1jRvoQIfhvDHqgbZqM4BRw_jHcw&r=
https://ssp.send.microad.jp/cc?ep=4XkZa0jWk6QBkZ3iZV29WnE9mLRuZ2nY8CbbpU7F1b2d2g6l5sgh1K-4umhtgoT0GK4oKuTRt1LWGMUET3y78KVCRBQcFvoymA1jRvoQIfhvDHqgbZqM4BRw_jHcw&r=
https://wisteria-js.excite.co.jp/click/?r=1&user_id=18cfdb66-8777-11e9-9588-fa163ec86e6c&site_contents_id=114648554&site_id=105&template_no=1&rd=https://www.excite.co.jp/news/article/Spa_20200210_01642950/
https://wisteria-js.excite.co.jp/click/?r=1&user_id=18cfdb66-8777-11e9-9588-fa163ec86e6c&site_contents_id=114664018&site_id=105&template_no=1&rd=https://www.excite.co.jp/news/article/President_32821/
https://ssp.send.microad.jp/cc?ep=4XkZa0wkemEBW_yuOHXQmVHZK11gZErazTsOV_pieHDLb9zSAZkjd6eJoCGEZu2UuSQ_Vy2FZyjtScenR02huUymLXS9nO1PLVmzPMFBI1tnPWDphH7lgLX4huelM&r=
https://ssp.send.microad.jp/cc?ep=4XkZa0wkemEBW_yuOHXQmVHZK11gZErazTsOV_pieHDLb9zSAZkjd6eJoCGEZu2UuSQ_Vy2FZyjtScenR02huUymLXS9nO1PLVmzPMFBI1tnPWDphH7lgLX4huelM&r=
https://wisteria-js.excite.co.jp/click/?r=1&user_id=18cfdb66-8777-11e9-9588-fa163ec86e6c&site_contents_id=114647922&site_id=105&template_no=1&rd=https://www.excite.co.jp/news/article/Itmedia_business_20200210039/
https://wisteria-js.excite.co.jp/click/?r=1&user_id=18cfdb66-8777-11e9-9588-fa163ec86e6c&site_contents_id=114677874&site_id=105&template_no=1&rd=https://www.excite.co.jp/news/article/E1581440900164/
https://www.excite.co.jp/news/article/Myjitsu_101877/
https://www.excite.co.jp/news/article/Oricon_2155324/
https://www.excite.co.jp/news/article/Jiji_20200214X892/
https://www.excite.co.jp/news/article/Reuters_newsml_KBN2080DF/
https://www.excite.co.jp/news/article/Real_Live_199999440/
https://www.excite.co.jp/news/article/Myjitsu_101877/
https://www.excite.co.jp/news/article/Myjitsu_102537/
https://www.excite.co.jp/news/article/SportsHouchi_20200213_OHT1T50184/
https://www.excite.co.jp/news/article/Asajo_85420/


2020年2月13日のリリース記事

キーワード一覧

このカテゴリーについて

注目の最新リリース情報など、競合他社の動向が
分かるビジネスパーソン必見の最新ニュースを写
真付きでお届けします。

通知（Web Push）について

Web Pushは、エキサイトニュースを開いていな
い状態でも、事件事故などの速報ニュースや読ま
れている芸能トピックなど、関心の高い話題をお
届けする機能です。 登録方法や通知を解除する方
法はこちら。

から3年半、八郎が訪ねて来て喜美子は…

2020年02月12日

悩み沼にハマった…！　反抗期の息子への対処法を電話占
いで相談してみたら…？

PR ウーマンエキサイト

Slackで昭和の“化石マナー”押し付け……日本企業はなぜIT新サー
ビスを改悪するのか

2020年02月12日

日本の歯医者は時代遅れ！　タイで歯科治療したら日本の歯医者
には二度と行きたくなくなった件

2020年02月11日

【マスクで新型肺炎予防】おすすめ10選

PR ウーマンエキサイト

野村克也が仕掛けた「インハイの幻影」。イチローを封じた配球
の真髄

2020年02月12日

「スカーレット」108話「おう」「おう」「たぬきそばや」大切な
ものを失った喜美子

2020年02月10日

【元カレと復縁するためのおまじない特集】ちょっとした
テクニックをご紹介♡

PR 占らんど

神戸のシェラトンが｢温泉&浴衣｣になった納得の事情

2020年02月12日

目をそらしてはいけない「5Gが抱える課題」。インフラ整備は誰
がするのか

2020年02月13日

【マスクで新型肺炎予防】おすすめ10選

PR ウーマンエキサイト

1月期ドラマ、早くもワースト3作確定？ 低視聴率ドラマ、視聴者
の不満買う理由
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2020年02月11日

新型コロナ､｢全便運休｣なら航空会社は何カ月で倒産するのか

2020年02月10日

スマホ決済、使わないと“旧人類”に？　稼ぐ人ほどキャッシュレ
ス派、そう考える理由

2020年02月13日

竹内涼真×鈴木亮平「テセウスの船」3話。原作の展開からかなり
変更されている！どうなる令和編

2020年02月09日

中居正広 飲みながらの麻雀様子を暴露され「本当に恥ずかしい」

2020年02月10日
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