2017 年 8 月 18 日
報道関係各位

一般社団法人クールジャパン協議会
理事長 Sven Palys

羽生市「世界キャラクターさみっと in 羽生」の
「COOL JAPAN AWARD2017」特別表彰授与が決定
2017 年 8 月 19 日（土）「世界キャラクターさみっと in 羽生 カウントダウンイベント」
にて、授与式を行います
一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、理事長：Sven Palys、以下クールジャパン協議
会）は、埼玉県羽生市と連携し、
「COOL JAPAN AWARD 2017 表彰式」
（主催：クールジャパン協議会）
を「世界キャラクターさみっと in 羽生」にて開催することを決定いたしました。
「COOL JAPAN AWARD」では、世界各国の 100 人の外国人審査により、世界が共感する“クールジ
ャパン”を発掘・認定しております。日本のポテンシャルを引き出し、日本の力強い成長に寄与するこ
とを目的に、2015 年 6 月、第１回目となる「COOL JAPAN AWARD2015」を開催し、本年度第 2 回目
となる「COOL JAPAN AWARD 2017」を開催いたします。
羽生市では、地域活性化の使命を持つご当地キャラクターが結集する「世界キャラクターさみっと in
羽生」を、自治体として地域活性化を主軸に 7 年間開催し続け、かつ地元に愛され、多くの観客が来場
するイベントにまで育ててきました。地域活性化を同じく目的とする、クールジャパン協議会と羽生市
「世界キャラクターさみっと in 羽生」実行委員会が連携し、日本を盛り上げるため、「COOL JAPAN
AWARD 2017 表彰式」が、2017 年 11 月 25 日（土）開催の「世界キャラクターさみっと in 羽生 2017」
にて取り行なわれることとなりました。また、2017 年 11 月 25 日（土）26 日（日）の両日、同会場内
にて、
「COOL JAPAN AWARD 2017」認定商品等を展示する、CJA ギャラリーを展開いたします。
それに先立ちまして、2017 年 8 月 19 日（土）に開催される「世界キャラクターさみっと in 羽生カウ
ントダウンイベント」にて、クールジャパン協議会より、
「世界キャラクターさみっと in 羽生」による地
域活性化の取組みに対し、特別表彰が授与されます。
＜「COOL JAPAN AWARD 」概要＞
第１回目となる「COOL JAPAN AWARD 2015」では、クールジャパン協議会が考える”クールジャ
パン”にふさわしい対象を選出・表彰いたしました。受賞対象は、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」まで多岐に及び、総合的なデザイン評価・推奨により、受賞者
が事業の海外展開・地域のインバウンド戦略に当アワードを役立てることが出来るスキームとなってお
ります。
アワード開催の翌 2016 年には、クールジャパンコンサルティングとして受賞者様へのコンサルティン
グを行い、アウトバウンド開発・地域活性化などのサポートを致しました。また、受賞作品が実際に海
外での評価を得る機会として、ニューヨーク ブルックリンにクールジャパンアワード常設展示ギャラリ
ー『COOL JAPAN NY Brooklyn K‘s Gallery by TARGET』の開設し、2017 年 4 月から 6
月の間、
「COOL JAPAN AWARD2015 エキシビション in ニューヨーク」を開催いたしました。
本年度は第 2 回目となります、
「COOL JAPAN AWARD2017」を開催します。世界各国の外国人審査
により、世界が共感する“クールジャパン”を発掘・認定し、日本のポテンシャルを引き出し、日本の
力強い成長に寄与するというコンセプトはそのままに、受賞者のアウトバウンド・インバウンド戦略を
より強力にサポートしてまいります。

＜「COOL JAPAN AWARD 2017」概要＞
名称
COOL JAPAN AWARD 2017(クールジャパンアワード 2017)
URL
http://cooljapan.info/
概要
一般社団法人クールジャパン協議会が全国から公募・発掘を行い、全国から集められた
作品などを 100 人の外国人審査員が選定し、
「COOL JAPAN」な作品を発表・展示会を
開催。
「COOL JAPAN AWARD」は 2 年に 1 回開催し、翌年は受賞者の海外展開サポー
トを行う。
表彰式日時
2017 年 11 月 25 日（土）
表彰式会場
｜ 世界キャラクターさみっと in 羽生
展示会(CJA ギャラリー)
｜ 世界キャラクターさみっと in 羽生／ニューヨーク ブルックリン
／京都市※予定
― 応募期間：2017 年 7 月 14 日～9 月 30 日 ――――――――――――――――――
【公募】ＨＰよりダウンロードした「応募シート」に必要事項を記入の上、事務局宛に送付。
【発掘】全国の自治体産業振興課・商工会議所へのヒアリング、理事・顧問の推薦などによる。
―審査期間：2017 年 10 月 1 日～10 月 31 日――――――――――――――――――
公募・推薦作品の審査を随時進めていき、ノミネート作品を確定、審査員が審査。
―入賞発表：2017 年 10 月 31 日――――――――――――――――――
COOL JAPAN AWARD 2017 入賞作品を発表。
主催
制作運営

名称
設立
住所
理事長
副理事長
副理事長
理事

顧問

一般社団法人クールジャパン協議会
クールジャパンアワード事務局

＜「一般社団法人クールジャパン協議会」概要＞
一般社団法人クールジャパン協議会
平成 23 年 6 月 16 日
〒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
Sven Palys
Kaz Yoneda
磯久 五郎（一級建築士 （株）56 設計舎代表取締役）
上田 輝彦 （WIP グループ代表 兼 WIP ジャパン 代表取締役）
太田 雅人 (GETTI グループ代表)
小泉 ダビーアントニオ
田中 慎一（西陣織工業組合 総代）
佐賀関 等（株式会社 SAGA CREATIVE 代表）
溝畑 宏（元観光庁長官 大阪観光局理事長）
藤原 洋（株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長 兼社長 CEO 一般財団
法人インターネット協会 理事長）
山田 長満（川崎商工会議所 会頭）
高秀 蘭（映画プロデューサー）
田路 至弘（岩田合同法律事務所 執行パートナー）
木谷 哲夫（京都大学 産官学連携本部 IMS 寄附研究部門教授）
渋澤 健（コモンズ投信株式会社 会長）
大和田 廣樹（映画プロデューサー）
遠藤 洋路（青山社中株式会社 共同代表）

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
＜「COOL JAPAN（クールジャパン）
」商標について＞
「COOL JAPAN（クールジャパン）
」は、一般社団法人クールジャパン協議会の登録商標です。
＜「COOL JAPAN（クールジャパン）
」認定マークについて＞
今回の受賞作品を含め、選出されると、
「COOL JAPAN 認定マーク」の使用が可能となります。

＜「第８回世界キャラクターさみっと in 羽生」開催概要＞
名称
第 8 回世界キャラクターさみっと in 羽生
ＵＲＬ
http://gotouchi-chara.jp/hanyu2017/
開催日時
2017 年 11 月 25 日（土）
・26 日（日）
会場
羽生水郷公園
参加キャラクター 351 キャラクター（8 月 3 日時点）
主催
世界キャラクターさみっと in 羽生実行委員会
制作運営
世界キャラクターさみっと in 羽生実行委員会事務局（羽生市キャラクター推進室）

名称
開催日時
会場
主催
制作運営

＜「世界キャラクターさみっと in 羽生カウントダウンイベント」開催概要＞
世界キャラクターさみっと in 羽生カウントダウンイベント
2017 年 8 月 19 日（土）15：00～20：00
イオンモール羽生 平面南 B 駐車場特設会場
〒348-0039 埼玉県羽生市川崎 2-281-3
世界キャラクターさみっと in 羽生実行委員会
世界キャラクターさみっと in 羽生実行委員会事務局（羽生市キャラクター推進室）

■本件に関するお問い合わせ先
〒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
一般社団法人クールジャパン協議会 事務局
http://cooljapan.info/
MAIL: info@cooljapan.info

ご参考資料【COOL JAPAN AWARD 2015 受賞作品紹介】
■ 曲げわっぱ（秋田・栗久）
・表彰対象：曲げわっぱ
・表彰対象者：有限会社栗久 栗盛俊二 様
・地区：秋田県大館市
■ 箱根山テラス（岩手）
・表彰対象：箱根山テラス
・表彰対象者：株式会社箱根山テラス 様
・地区：岩手県陸前高田市
■ 大宮盆栽美術館（埼玉・さいたま市）
・表彰対象：さいたま市大宮盆栽美術館
・表彰対象者：さいたま市 様
・地区：埼玉県さいたま市
■ スカイツリーのライティングデザイン
（東京・シリウスライティングオフィス）
・表彰対象：スカイツリーのライティングデザイン
・表彰対象者：有限会社シリウスライティングオフィス 様
・地区：東京都港区
■ スーパープラネタリウム「MEGASTAR」（横浜・大平技研）
・表彰対象：スーパープラネタリウム「MEGASTAR」
・表彰対象者：有限会社 大平技研 ・ 大平 貴之 様
・地区：神奈川県横浜市
■ デザイン浴槽・檜風呂（横浜・アステック）
・表彰対象：デザイン浴槽 ERN Series
・表彰対象者：株式会社アステック 様
・地区：神奈川県横浜市
■ MIRAI（トヨタ自動車）
・表彰対象：MIRAI
・表彰対象者：トヨタ自動車株式会社
・地区：愛知県豊田市
■ キャラクター弁当（長野・宮澤真理氏）
・表彰対象：キャラクター弁当
・表彰対象者：宮澤真理 様
・地区：長野県
■ 鯖江のめがね（福井・福井県眼鏡協会）
・表彰対象：鯖江のめがね
・表彰対象者：一般社団法人福井県眼鏡協会 様
・地区：福井県鯖江市

■ RED＆WHITE（富山・織田幸銅器）
・表彰対象：RED&WHITE
・表彰対象者：株式会社織田幸銅器 様
・地区：富山県高岡市
■ 15.0％アイスクリームスプーン（富山・寺田尚樹氏、タカタレムノス）
・表彰対象：15.0%アイスクリームスプーン
・表彰対象者：寺田尚樹 様、タカタレムノス 様
・地区：富山県高岡市
■ 日本酒で乾杯条例（京都・伏見酒造組合）
・表彰対象：日本酒で乾杯条例
・表彰対象者：伏見酒造組合 様
・地区：京都府京都市
■ ハードロックナット（東大阪・ハードロック工業）
・表彰対象：ハードロックナット
・表彰対象者：ハードロック工業株式会社 様
・地区：大阪府東大阪市
■ 堺刃物（堺・佐助）
・表彰対象：堺刃物
・表彰対象者：佐助 様
・地区：大阪府堺市
■ 昭和の町並み（大分・豊後高田市）
・表彰対象：昭和の町
・表彰対象者：豊後高田市
・地区：大分県豊後高田市

様

■ 黒川温泉の意匠（熊本・後藤哲也氏）
・表彰対象：黒川温泉の意匠
・表彰対象者：後藤哲也 様
・地区：熊本県阿蘇郡
■ ランドセル
・表彰対象：ランドセル
・表彰対象者：なし（カルチャーとして表彰）
■ ティッシュ配り
・表彰対象：ティッシュ配り
・表彰対象者：なし（カルチャーとして表彰）

以上

