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約160ケ国・地域でCOOL JAPAN AWARD特別番組の放送決
定
コンセントに挿せばWi-Fi

工事が一切不要。引越しの時もルーターを持っていくだけでOK！

［一般社団法人クールジャパン協議会］
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

フォーカス

「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１
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００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。

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
特別番組の放送決定について
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。
これまでクールジャパン協議会では、「COOL JAPAN AWARD」の受賞者支援として、
WEBサイト（http://cooljapan.info）での情報掲載やプレスリリース等による広報支
援、受賞作品のニューヨークやパリでの海外展示等を行ってまいりましたが、もともと海
外展開のポテンシャルの高い、本アワード受賞作品の魅力をもっとリアルに伝えるため
に、クオリティの高い動画や写真等でのコンテンツ掲載や、デジタルマーケティングによ
るマーケティングデータの収集、プロスペクトの獲得につながる販促支援の必要性を感じ
てまいりました。また、受賞者からも、海外へのアプローチルートの拡大や、年間を通じ
てのプロモーション、販売促進支援やマーケティング支援等の要望が寄せられており、今
回、多言語対応で、受賞作品の海外に向けてのPRするWEBサイト「CJジャーナル」を立
ち上げるとともに、「COOL JAPAN AWARD」受賞作品を、約160ケ国・地域（約2億
2194万世帯）の配信網を有するNHK

WORLDで番組化し、WEBサイト「CJジャーナ

ル」との連携で、「COOL JAPAN AWARD」受賞作品の認知拡大とブランディングを推
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進してまいります。
■NHK WORLD「COOL JAPAN AWARD」特別番組概要
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１
００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

人気記事アーカイブ

下請け企業
経済
特集トップ

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
・番組名：COOL JAPAN AWARD
・時

〜日本の魅力に迫る〜

間：28分

・放送日：2020年2月18日（火）8:30〜（日本時間）※世界同時放送
・再放送：同日に再放送3回（2月18日（火）14時30分〜、20時30分〜、26時30分

ゴーンが付け入った
日本型会社風土

【藤井 裕久氏】
安倍政権の評価は？

新型肺炎の中国
真実語らぬ隠蔽体質

またまた基金設立案
韓国と仲良くは…

〜）
・目的：約160ケ国・地域（約2億2194万世帯）の配信網を有する「NHK

WORLD」

で番組化し、WEBサイト「CJジャーナル」との連携で、「COOL JAPAN AWARD」の
認知拡大とブランディングを推進。

■受賞作品紹介サイト「CJジャーナル」
＜「CJジャーナル」概要＞

アクセスランキング 経済

・掲載対象：「COOL JAPAN AWARD」受賞作品
・掲載内容：動画、写真画像、テキストによる受賞作品の紹介
・URL：http://cooljapan.cool

1

中国ピアノ販売に暗雲
新型肺炎、２大メーカー
を直撃

2

公取委、アパレル会社に
勧告 下請け企業に総額
２３億円しわ寄せ

3

架空取引２７６億円 営
業マネジャーが主導―ネ
ットワン社

4

エクセル、３月３０日に
上場廃止 加賀電子が完
全子会社化

5

楽天、公取委と対決 ア
マゾンとの競争に焦り

※2020年2月18日（火）配信開始予定

・マーケティング機能：訪問履歴等のデジタルマーケティングによるマーケティングデー
タの収集、プロスペクトの獲得（※予約・購入は受賞者サイトで実施）
＜「CJジャーナル」展開イメージ＞

一覧へ

今日は何の日？

＜ 「COOL JAPAN AWARD2019」海外展示について
AWARD2019」海外展示について＞
＞
「COOL JAPAN AWARD」認定マークを活用した「COOL JAPAN AWARD2019」
受賞作品の海外展示を下記内容で実施します。
(1)ニューヨーク展示
１）「COOL JAPAN AWARD2019」ニューヨーク展示
・「COOL JAPAN AWARD2015」「COOL JAPAN AWARD2017」に引き続き、ニュ
ーヨークブルックリンにおいて、「COOL JAPAN AWARD2019」ニューヨーク展示を

2014年
ソチ五輪フィギュア
で羽生結弦選手が日
本男子初の金メダル

開催。「COOL JAPAN AWARD2019」受賞作品を展示し、最先端カルチャーの発信地
として名高いNYブルックリンにおいて、受賞作品の販促・販売につながる支援をいたし
ます。
＜開催概要＞
・開催日程：2020年1月21日（火）〜 2月16日（日）11:00〜19:00
・主

催：一般社団法人クールジャパン協議会

・会

場：：Cool Japan New York Brooklyn K's Gallery by GETTI （300 7th

street Brooklyn, New York 11215）
・出展料

：無料

【展示の様子】

・入場料

：無料

テレビ愛知、TOKYO MXにて絶賛放送中
きょうの日本語検定

正しいのはどれ？

【故事成語となるのは？】
邯鄲の（ ）[1級]
A. 恥
B. 翼
C. 夢

(2)パリ展示
・受賞者からの、ヨーロッパでのアプローチ拠点の開設の要望に応え、フランス・パリで
の展示を実施いたしました。「COOL JAPAN AWARD2019」受賞作品を展示し、ヨー
ロッパの文化・芸術の最先端の発信地であるパリにおいて、受賞作品の販促・販売につな
がる支援をいたします。
＜開催概要＞
・開催日程：2020年1月8日（水）〜18日（土）10:00〜19:00
・主

催：一般社団法人クールジャパン協議会

・会

場：Espace Japon（12 Rue de Nancy, 75010 Paris）

・出展料

：無料

【展示の様子】

・入場料

：無料

＜C
＜COOL
OOL JAPAN AWARD
AWARDについて＞
について＞
「COOL JAPAN AWARD」は、クールジャパン協議会が主催する、日本中に埋もれて
いるモノ・コト・カルチャー・スポットを発掘し、外国人の眼で客観的に「クールか、そ
うでないか」評価する COOL JAPAN 100 人審査委員会の下、外国人目線で「クールで
ある」と認められるものにだけ、「COOL JAPAN」の認定を与える制度です。当法人
は、当法人が付与する「COOL JAPAN 認定マーク」により、日本中に埋もれているプロ
ダクトの持つポテンシャルを引き出し、インバウンド・アウトバウンド支援を行い、もっ
て日本の外需の拡大、地域経済の活性化に貢献することを目的として活動を行なっており
ます。
本アワードは、これまで 2015 年、2017 年の奇数年に開催しており、本年 2019 年
5 月に、第3回目となる「クールジャパンアワード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)の受賞53対象について、京都御苑閑院宮邸跡 レ
クチャールームで表彰式を行うとともに、同会場内で展示会を実施いたしました。
＜C
＜COOL
OOL JAPAN AWARD 開催までのあゆみ
開催までのあゆみ＞
＞
「COOL JAPAN AWARD」の誕生は、2011 年まで遡ります。2011 年の東日本大震
災を受け発足した日中アニメ産業連合会が、「日本の文化・情報を世界に発信することで
日本の元気を取り戻したい」との想いから、日中それぞれの映画祭（夕張映画祭・長沙国
際動漫遊戯展 ) において、互いに相手国のクールな ACG（アニメ・コミック・ゲーム）
作品を紹介する「COOL JAPAN COOL CHINA」プロジェクトを行いました。
2013 年 8 月、同連合会は全世界へ向けた発信を視野に「一般社団法人クールジャパ
ン協議会」として名称変更を行い、クールジャパンの発掘・認定を行う「クールジャパン
アワード」を開催しております。
＜「COOL JAPAN AWARD 」及び「COOL JAPAN 」認定制度について＞
COOL JAPAN AWARDは、世界各国の外国人審査員により、外国人目線で客観的に「ク
ール」と認められたものを「クールジャパン」として発掘・認定する制度です。審査対象

は、プロダクトを中心とした「モノ」から、まちづくり・文化といった「コト」、さらに
は一度は訪れるべき日本の観光名所などの「スポット」まで多岐に及びます。受賞者は、
審査過程における外国人審査員の評価自体を、国内外市場におけるマーケティング戦略に
役立てることができる他、「COOL JAPAN 認定」マークを無償活用することによる海外
展開・プロモーションを行うことが可能となります。COOL JAPAN AWARDは、本制度
を通じて日本の外需の拡大、地域経済の活性化に貢献してまいります。

＜「一般社団法人クールジャパン協議会」概要 （2020年2月12日現在）
（2020年2月12日現在）＞
＞
名

称

一般社団法人クールジャパン協議会

設

立

平成23年6月16日

住

所

〒602-8061京都市上京区油小路通中立売下ル甲斐守町97

西陣産

業創造會舘8号室
特別顧問

Alex Arthur Kerr（東洋文化研究者）

特別顧問

Mike Harris（（株）キャニオンズ代表取締役）

会長・理事・ﾌｧｳﾝﾀ゛ｰ
代表理事・理事長

太田 雅人 (GETTIグループ代表 兼 （株）GETTI代表取締役)
Julien Giry

(フランス在住・写真家

Nippon100主宰)

副理事長

Christopher Pokarier （早稲田大学 商学部 教授）

専務理事

上田 輝彦（WIPグループ代表 兼 WIPジャパン 代表取締役）

常務理事

田中 慎一（西陣織工業組合 総代）

理

事

Julia Maeda（Tokyo Personalisedファウンダー）

理

事

Lauren Scharf（インバウンド事業コンサルタント）

理

事

Aurélie Roperch（フランス在住・写真家

顧

問

Everett Kennedy Brown（写真家、文筆家）

顧

問

高 秀蘭（映画プロデューサー）

顧

問

Ashley Harvey（AVIAREPS Japan 副支社長）

顧

問

郁

顧

問

QUYEN TO PHAM（ベトナムジャーナリスト）

顧

問

山田 長満（川崎商工会議所 名誉会頭）

顧

問

藤原 洋（（株）ﾌ゛ﾛｰﾄ゛ﾊ゛ﾝﾄ゛ﾀﾜｰ代表取締役 会長 兼社長CEO、

Nippon100主宰）

志明（弁護士）

（一財）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ協会 理事長）
顧

問

田路 至弘（岩田合同法律事務所 執行パートナー）

顧

問

木谷 哲夫（京都大学

顧

問

渋澤 健（コモンズ投信株式会社 会長）

顧

問

大和田 廣樹（映画プロデューサー）

顧

問

前田 尚武（一級建築士／学芸員）

顧

問

遠藤 洋路（熊本市教育委員会教育長）

顧

問

佐賀関 等（NY在住・『COOL JAPAN NY Brooklyn Kʼs Gallery』

産官学連携本部 IMS寄附研究部門教授）

代表）
顧

問

山内 絢人（株式会社Glocal Innovation Holdings代表取締役）

顧

問

古屋 星斗（一般社団法人スクールトゥワーク代表理事）

事業内容
・「クールジャパン(COOL JAPAN、以下CJ)」の協議及び認定
・CJを発掘、認定する「COOL JAPAN

AWARD(以下CJA)」の開催

・CJ商標及び「認定マーク」の管理
・CJに関する国内及び外国の研究者・企業家、自治体、研究組織・企業団体が参画する
国内外での見本市(CJ SHOWCASE)、イベント企画、交流会、ツアー等の開催

等

・CJA審査結果を通じての外国人が感じるCJのデータ分析、コンサルティング、インバ
ウンド・アウトバウンドのサポート

等

・CJ認定物の冊子、WEBサイト、映像等による国内外への配信
以上
企業プレスリリース詳細へ （2020/02/13-18:25）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR
TIMES （
）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問
い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

【PR TIMES記事一覧へ】 【アクセスランキング】

今、あなたにオススメ
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原因とは？

マンションリサーチ

新型肺炎、同僚間で広がる

ベズビオ山噴火の犠牲者から黒い「石」、正体は破裂した脳
Ｎ９５マスク、着用に向かず

Promoted

マンション売却に失敗をした

研究

「一般人は不織布で」―新型肺炎で専門家

【神戸北野ホテル】2020年3月2日（月）〜4月30日（木）甘酸っぱい香りに包まれながら
パーティー気分 ナイトデザートブッフェ 〜Tower of Berries〜

京都・東寺を分散型民泊のモデルエリアへ。エリア内5棟目となるKamon Inn Karahashiが
2月9日よりOPEN！新たにエステサービスを提供し、地域回遊をさらに促進

Recommended by

特集

超強気？なぜワークマンは
楽天から撤退するのか

不買運動で露呈した韓国の
予期せぬ「限界」

韓国グローバル企業の「異
質」な労使交渉

クレーマーは
こうしてつくられる

安倍政権の「賃上げの仕掛
け」はなぜ機能しないのか

２５歳に１４００万円
ピケティの格差解消策

中国が覇権を狙う先端技術
「ＡＢＣＤ＋５Ｇ」とは

本質的な
「リブラの脅威」

PR TIMES
ジャスティン・ビーバー、アルバム「Changes（チェンジズ）」2月14日世界同時発売
(02/14 16:45)

金冠サイズの大型モンスターも狙える！
注目のイベント情報＆セール情報！

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

(02/14 16:45)

ソニーの新スマートホームサービス「MANOMA」
新CMを2月15日から放映開始 (02/14 16:45)

謎の生き物がお家の”安心・快適”を守る

Yabiku Henrique Yudi氏とTOTOKI SAKURA氏による初の展示「4SIDES」が伊勢丹新宿店
にて開催。

(02/14 16:45)

『リネージュ2 レボリューション 』FINAL出場を懸けて血盟が対決！「LRT血盟王者決定戦
SEASON4 BEST8」

2月16日（日）18:00より生放送！

(02/14 16:45)

【IDEE】伸びやかに"自由ヶ丘"に育つ作品。松林誠 個展「自由ヶ丘」開催のお知らせ

(02/14

16:45)

国土交通省創設の「ガーデンツーリズム登録制度」 ガーデンツーリズム登録地域の新商品 発
売 (02/14 16:45)
異色の戦国時代コラボが実現！アプリ「天下統一恋の乱」 TVアニメ「織田シナモン信長」2
月14日（金）よりコラボキャンペーンを開催！

(02/14 16:45)

【オリックス】金沢駅西口複合開発プロジェクト「クロスゲート金沢」商業施設の入居テナ
ント決定

(02/14 16:45)

「Red Bull Ice Cross World Championship Yokohama 2020」を全力で楽しむための、5
つのポイント

(02/14 16:45)

企業、教育機関向けに「CLIP STUDIO PAINT」ボリュームライセンスキャンペーンを実施
期間中のお申込みで、もれなく豪華なプレゼントがもらえる！ (02/14 16:45)
ヒューマニティ。自分らしく、生きる。そんな気づきのある1冊。
日本の空を変える、JALとANAの挑戦。

(02/14 16:45)

ウマカライが止まらない！「粗切りトウガラシ」３月２日 新発売
第43回全国消防職員意見発表茨城県大会
16:45)

(02/14 16:45)

(02/14 16:45)

本市消防職員が「最優秀賞」を受賞！

(02/14

大塚家具

高級輸入家具専門店「サァラ麻布」より事業譲渡

展開 2020年4月中を目処に有明本社ショールームにて

「サァラ麻布」ギャラリーを

(02/14 16:45)

「ピッコマ BEST OF 2019」第1位の大ヒット作！『俺だけレベルアップな件』のノベル版
が本日2/14（金）より、一挙60話「待てば￥0」で待望の配信スタート！

(02/14 16:45)

アミューズメントメディア総合学院の卒業生クリエイターが集結し制作したオリジナルアニ
メーションが放送開始

(02/14 16:45)

サントリー食品インターナショナル（株）が「CDPウォーター Aリスト企業」において、最
高評価の「水セキュリティAリスト企業」に4年連続で選定 (02/14 16:45)
濃縮缶ラインナップ拡張！「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい麦茶」に続き緑茶、烏龍
茶、スポーツドリンクの濃縮缶が登場！「伊右衛門 炙り茶葉仕立て 濃縮タイプ」

(02/14

16:45)

2月-3月は”女性向け全集中月間”！とらのあな新潟店、店内半分以上を女性向け商品に入替
し、期間限定のマル得「オタ活応援フェア」開催！

(02/14 16:45)

衆議院議員の馳浩氏、ゲンキなアトリエ代表・スポーツコンサルタントの春日良一氏が「ニ
ューズ・オプエド」生出演！ (02/14 16:45)
「クイーン エキシビジョン ジャパン ~ボヘミアン ラプソディ~」、クイーン＋アダム・ラン
バート来日公演からのアイテムが追加展示！さらに、来場者に向けたサプライズ企画が決
定！

(02/14 16:45)

トキメキ着せ替えコーデ協力RPG『CocoPPa Dolls(ココッパドール)』新・星6ガチャ
「Mysterious Mermaid」が登場！＆コンテストテーマ決定！

(02/14 16:45)

青山一番街の和食「否否三杯（イヤイヤサンバイ）」が“日本の伝統食や技術を味わって知
る”食のイベントを定期的に開催。第一弾は「発酵」をテーマに2月22日（土）限定コースを
ご提供。

(02/14 16:45)

贈りたい人や贈りたいシーンに合わせて選べるギフトコレクションが登場。リユース可能な
ギフトパッケージとセットに。

(02/14 16:45)

シリーズ累計100万部突破！『図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室』が文庫
化

(02/14 16:45)

「Beauty iD by LUX」が2020年3月23日（月）より新登場

(02/14 16:45)

【つま恋リゾート彩の郷】数量限定！！ミニ四駆 掛川市限定バージョンをつま恋リゾート彩
の郷にて販売中！

(02/14 16:45)

トラベレックス、富士山静岡空港に外貨両替店舗を開設

(02/14 16:45)

もっと見る
コラム・連載

『少し辛いけど…』
震災の教訓伝える消防

「お父さんにぼう力を
受けています」

抑えた感情
症状に表れます

伊藤美誠が語る
「自分らしさ」と金メダル

日韓に橋をかけた偉業
ロッテ重光武雄を悼む

東京は誰に何を託す
聖火最終点火者

ドイツが５Ｇで
ファーウェイを選ぶ理由

「新星発見」という収穫

ページの先頭へ

【JAROは創立４５周年】

【デジタル国際情報誌】

【農林水産業のデジタル情報誌】

【時事メディカル】

JAROは、これからも広告・表示のフェア
プレイを推進してます。詳しくはこちら。

「e-World Premium vol.73」
特集Ⅰは「アジア新時代の課題」。中国、
日韓、インドの課題を探る。特集Ⅱは「試
練のフランス」。特集Ⅲは「連鎖する中東
の危機」。

デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３
月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ
対策」などをテーマに週１回発行。農林水
産ビジネスのヒントも満載です。

医療情報サイト「時事メディカル」が伝え
る最新の医療ニュースに加え、気になる慢
性疾患や流行中の感染症など時宜にかなっ
た情報を日々、紹介します。

【新刊】「怒る上司のトリセツ」

【新刊】

【専門情報誌】

【重要事実情報】

あなたの周りの「困った人」に、振り回さ
れていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問
題で、あなたの問題ではありません。怒り
は「初期消火」が肝心。怒りのストーリー
を見極めて、上手に対処しましょう。

社団法人・地方行財政調査会の「全国知
事・市町村長ファイル2019-2020」発売
開始！

教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの
最前線にいるあなたに新聞が書かない情報
を！

「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報
サービスは、インサイダー取引の防止や、
株式投資情報として活用できます。Webサ
ービスの他、データ提供サービスも。

時事通信の商品・サービス
時事通信ホール

ラインナップ

内外情勢調査会

世論調査・内閣支持率

時事通信出版局

時事速報

時事トップセミナー

講演サポート.com

専門情報誌

iJAMP時事行政情報モニター

会社案内

個人・法人向けサービス

採用情報

個人情報保護方針

著作権・免責

リンク

RSS規約

お問い合わせ

