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発掘

「COOL JAPAN AWARD 2019」京都御苑での開催が決
定・作品募集開始
3月7日（木）16時40分

PR TIMES

[画像1:

経済トピックス
みずほ

正念場の裏に興銀の影

日産取締役会

ゴーン氏出席希望

中国IT企業にリストラ旋風
コンビニ「時短」容認は不可避？

写真を拡大

沖縄の軍用地に投資が増えたワケ
セブン「豚ラーメン」食べてみた
日産3社連合

新組織設立で調整

レオパレス社長
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佐川と統合近い？日立物流に注目
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新刊発売

中国九州で1日遅れに

知っているとお得！車庫証明は...（AD）

一般社団法人クールジャパン協議会は、本年5月に「COOL JAPAN AWARD 2019」を京
都御苑で開催することを決定し、３月1日より作品募集を開始いたしました。
第3回の開催を迎える今回は、従来の世界が共感する「COOL JAPAN」なコト・モノの発
掘・認定・発信に加えて、日本の守るべき美しい自然と文化の象徴である国立公園（全国34
公園）にフォーカスした「NationalPark部門(近日中に募集開始)」を新たに設置し、本年5
月26日（日）・27日（月）に、京都御苑で表彰式及び受賞作品の展示を予定しております。
当協議会は、日本固有の様々な文化、芸術、芸能、商品、コンテンツを、外国人審査員の国

経済ニュースランキング

際的な視点で評価し、世界が共感する「COOL JAPAN」の認定、発掘、発信により、日本
の再興に寄与することを目的に設立され、2015年6月27日に京都市で、第1回目となる

1

「COOL JAPAN AWARD 2015」を開催させて頂きました。
アワード開催は奇数年開催とし、第2回目となる「COOL JAPAN AWARD 2017」では、
104件の対象の中から全26作品の受賞が決定しました。審査は世界各国の100人の外国人審
査により行われ、世界が共感する「COOL JAPAN」の発掘・認定を行っております。

2

受賞作品は、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

Kʻs

中国ＩＴ企業のリストラ旋
風 強気経営のひずみ露呈

Gallery」での展示等により、受賞者のアウト

バウンド・インバウンド戦略をサポートしてまいります。
＜「COOL JAPAN AWARD 2019」概要＞
URL：http://cooljapan.info/index.html

みずほが業績予想「9割減」
の衝撃、正念場の裏に興銀
の影

3

「豚ラーメン」人気、セブ
ンも手ごたえ 好評受け当
面は「販売終了の予定な
い」

名

称：COOL JAPAN AWARD 2019(クールジャパンアワード2019)

概

要：一般社団法人クールジャパン協議会が公募を行い、全国から応募された作品など

4

を特別審査員含む外国人審査員100人が選定し、「COOL JAPAN」な作品を発表・展示。
会

場：表彰式・展示会

開催日時：2019年5月26日（日）・27日（月）

5

開催場所：京都御苑閑院宮邸跡 レクチャールーム（京都市上京区京都御苑3）
※展示会は5月26・27日、表彰式は27日に行います。

〜早期発見と治療の継続で
緑内障による失明を減らそ
う〜「ライトアップ in グリ
ーン運動」を展開
24時間営業「見直し簡単で
ない」（関係者） それで
もコンビニの「時短」容認
は不可避だ
ランキングをもっと見る

※５月26日（日）には、過去の受賞者を招いて、京都御苑拾翠亭でのお茶会を予定しており
ます。
常設展示場：与路島CJ CASA
展

示

会：フランス パリ ・ ニューヨーク

ブルックリン（COOL JAPAN NY

Brooklyn Kʻs Gallery by TARGET ） ※予定
＜応募期間：2019年3月1日〜4月15日＞（※NationalPark部門については近日中に募集
開始）
公

募：「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、地域メディア・金融機関、一般及び事務局からの推薦などによ

る。
＜審査期間：2019年4月16日〜4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：2019年5月20日＞

最新トピックス
「神父の8割ゲイ」暴露本に震撼

COOL JAPAN AWARD 2019入賞作品を発表。

電柱に車衝突1人死亡

＜COOL JAPAN AWARD 展開スキーム＞
[画像2: https://prtimes.jp/i/42511/1/resize/d42511-1-529375-3.png ]

錦織

主

松本人志

3年A組ロス

催：一般社団法人クールジャパン協議会

未成年か

2時間半超える熱戦制す
最終回にネット騒然

R-1観覧客に苦言

制作運営：クールジャパンアワード事務局

新元号

後

中居「行列」で香取に言及

援：経済産業省(予定)、環境省、外務省(予定)、観光庁(予定）、京都府(予定)、京都

市

小林陵侑がＷ杯総合V

後援実績：COOL JAPAN AWARD 2015
COOL JAPAN AWARD 2017
審

経済産業省、京都府、京都市

山下智久

経済産業省、外務省、観光庁

査：特別審査員含む外国人審査員100名

1

2

芳弘 (経済産業副大臣)

平成元年４月住友銀行(現三井住友銀行)に入行。平成17年９月公募にて兵庫３区に立候補
し、初陣を飾る。平成24年12月２期目当選、党副幹事長に就任。平成26年9月経済産業大
臣政務官に就任。平成26年12月３期目当選、経済産業大臣政務官に再任。平成27年4月神

3

戸大学客員教授に就任。平成28年8月環境副大臣に就任。平成29年10月４期目当選、５度

4

[画像4: https://prtimes.jp/i/42511/1/resize/d42511-1-701611-2.png ]
特別講師
アレックス・カー（東洋文化研究者、(一社)クールジャパン協議会特別顧問）
営利活動法人篪庵トラスト理事。1952年米国生まれ。
1964年に初来日。イエール大学にて日本学専攻。オックスフォード大学で中国学の修士号

ＮＧＴ、謹慎中だった羽切
瑠菜の活動辞退を発表

来年まで持たない？「ポツ
ンと一軒家」高視聴率も打
ち切りが心配されるワケ
ゴーン被告が日産取締役会
出席を希望 地裁、１１日
に可否判断

目の党副幹事長、環境部会長、団体総局次長など要職に就任。平成30年10月経済産業副大
臣に就任。

傷心の姿に関係者同情

総合ニュースランキング

[画像3: https://prtimes.jp/i/42511/1/resize/d42511-1-972777-1.jpg ]
ご来賓

初快挙

JTから2つの新製品「プル...（AD）

定です。また、京都御苑での開催を記念して、アレックス・カー氏の特別講演を予定してお
ります。

反響

3回目の米朝会談「時間必要」

2019年5月27日開催の表彰式には、来賓として、関経済産業副大臣にご来場いただける予

関

絞り込み作業大詰めか

5

堀江貴文、東京大学二次試
験に不合格 「1カ月で受か
る」実現ならず
みずほが業績予想「9割減」
の衝撃、正念場の裏に興銀
の影
ランキングをもっと見る

を取得。1977年より京都府亀岡市に在住し、日本と東アジア文化に関する執筆、講演等に
携わる。2004年から2010年京都で町家を修復し宿泊事業を営む。その後活動を地方へと広
げ、伝統家屋の修築保存活動、景観コンサルタントを各地で展開、滞在型観光の促進に寄
与。これまでに数十軒の古民家を改修。著書：『美しき日本の残像』（1993年新潮社、新
潮学芸賞受賞）、『犬と鬼』（2002年講談社）、『ニッポン景観論』（2014年集英社新

注目ワード

宮城

中居正広

書）、『観光亡国論』(2019年3月 中央公論新社)など。

ホリエモン

■「National Park部門」について

松本人志

インバウンド観光客の増加に伴い、外国人が喜ぶコンテンツの重要性がますます高まる中
で、私たちは全国に34ある国立公園に着目しました。日本の雄大な自然の魅力がつまった国
立公園に、外国人の目線を入れることで、上信越高原国立公園内のスノーモンキー(「COOL

NGT48

ポツンと一軒家
みずほ

カルロス・ゴーン

3年A組

水着

JAPAN AWARD 2017」受賞コンテンツ)に続く、新たなキラースポットを、本部門を通し
て発掘していきます(近日中に募集開始)。
旬のニュースをSNSで配信中！

■「COOL JAPAN AWARD 2019」会場について
・京都御苑閑院宮邸跡：閑院宮家は伏見宮家、桂宮家、有栖川宮家と並ぶ四親王家の一つ
で、１７１０年に東山天皇の皇子直仁親王を始祖として創立され、公家町南西部のこの場所
に屋敷を構えました。創建当初の建物は天明の大火（１７８８年）で焼失し、その後再建さ
れ、明治16年に現在の建物に新築されたといわれています。
・京都御苑拾翠亭：拾翠亭は五摂家のひとつであった九條家の現存する唯一の建物で、およ
そ200年前の江戸時代後期に建てられたものと伝えられている貴重な建造物です。拾翠亭の
建物は全体が数寄屋風書院造りで、当時は主に茶会のための離れとして使用され、今も十畳
と三畳のふたつの茶室が残されています。亭の前面には東山を借景に取り入れた勾玉形の池
が広がり、茶室からの景観を一層引き立たせています。
＜一般社団法人クールジャパン協議会

概要＞

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
代表理事

西陣産業創造會舘8号室

山内 絢人（ｸ゛ﾛｰｶﾙ・ｲﾉﾍ゛ｰﾀｰ、Farmstay & Countryside Tourism(株)代

表）
理事長

Julien Giry

副理事長

Christopher Pokarier （早稲田大学 商学部 教授）

理事

(フランス在住・写真家

Nippon100主宰)

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

理事

David Antonio（(株)TARGET取締役）

専務理事

Nippon100主宰）

上田 輝彦（WIPグループ代表 兼 WIPジャパン 代表取締役）

理事

田中 慎一（西陣織工業組合 総代）

理事

佐賀関 等（NY在住・『COOL

理事

磯久 五郎（一級建築士）

JAPAN

NY

Brooklyn

Kʼs Gallery』代表）

会長・理事太田 雅人 (GETTIグループ代表)
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）

顧問

Ashley Harvey（AVIAREPS Japan 副支社長）

顧問

Cameron Stadin (ツーリズムプロモーター・通訳ガイド(フリーランス))

顧問

溝畑 宏（元観光庁長官

顧問

山田 長満（川崎商工会議所 会頭）

顧問

藤原 洋（(株)ﾌ゛ﾛｰﾄ゛ﾊ゛ﾝﾄ゛ﾀﾜ-代表取締役会長兼社長CEO、(一財)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ協会

大阪観光局理事長）

理事長）
顧問

高 秀蘭（映画プロデューサー）

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）

産官学連携本部 IMS寄附研究部門教授）

Twitter

Facebook

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

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

「クールジャパン」をもっと詳しく

桜舞う限定カクテルが彩るク
ールジャパンとシニアソムリ
エ監修カリフォルニアワイン
ペアリングディナー

下町こそクールジャパン！下
シンポジウム「訪れたくなる
町の日本代表、葛飾柴又を世
地域づくりへの新展開」3月
界へ向けてミュージックビデ
5日(火) 福岡にて開催
オで発信。音楽は野崎良太
「クールジャパン」のニュース一覧
（Jazztronik）！

「クールジャパン」のニュース
“愛しさと可愛さと色っぽさ”を兼ね備えた美女コスプレイヤーたち
が登場
オリコン

2月24日（日）9時0分

「第３回クールジャパン・マッチングフォーラム」開催報告
PR TIMES

2月20日（水）19時40分

「第３回クールジャパン・マッチングフォーラム」受賞者決定につ
いて
PR TIMES

2月13日（水）9時40分

「第３回クールジャパン・マッチングフォーラム」〜アワード基調
講演・表彰式参加申込開始〜
PR TIMES

1月18日（金）15時40分

【USJ】逃走中のルパンも参上！ルパン一味のレストランがクール
ジャパンに登場
シネマカフェ

12月18日（火）14時5分

「クールジャパン」のニュース

この記事を見ているあなたへのおすすめ

出張顧客を取り込む、旅行
業界の新たな商機「ブリー
ジャー」とは（インタビ…

船が「海洋生物」と衝突、
自力入港…３０人搬送

ゴーン前会長の変装にツッ
コミ 生放送中「カメラの
前でバレバレ」

PR(アドビ システムズ株式会社)

５８歳「マカの時より凄
い…！」あの頃の妻の熱視
線を１日４７円で…
PR(協和発酵バイオ株式会社)

ヤマト新社長の“先送り宣
言”で引っ越し難民増加 レ
オパレス21が窮地

IPO控えた新生・東芝メモリ
の蹉跌 業績急落は何が原因
なのか

「太ってる人ほど試してみ
て」60kg以上必見の1日2
粒飲んで寝るだけ-15kg？

永野芽郁、19歳とは思えな
い味気ない私生活

PR(株式会社ミーロード)

元甲子園優勝投手、現在は
年商９億円社長に プロ引
退後に出会った「天職」…

医療業界に激震！ついに話
題の「飲む育毛剤」が一般
解禁

谷村奈南に同情の声続出！
井岡一翔“離婚後4カ月デキ
婚”の「不誠実」

「豚ラーメン」人気、セブ
ンも手ごたえ 好評受け当
面は「販売終了の予定な…

PR(株式会社PBJグループ)
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10〜12月期GDP上方修正

中国九州で1日遅れに

バーボン値上げへ
内閣府

公式/メンズリゼ
www.mens-rize.com

全身脱毛5回コース総額￥298,00
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企業

サイエンス

家電・AV機器

ゲーム

格闘技

人・訃報

リリース

びっくり

グラビア

車

ビジネス

ネット系

国際

為替チャート

恋愛

国際総合

海外セレブ
韓流

ネイルサロン
編集部の旬ネタ

ネイルデザイン

ヘルプ

ビューティニュース

子育て
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ビッグローブは、本サイトの記事を含む内容によってお客様やその他の第三者に生じた損害その他不利益については一切責任を負いません。

ビッグローブは、本サイトの記事を含む内容についてその正確性を含め一切保証するものではありません。本サイトのデータおよび記載内容のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。
データ提供元：アニメキャラクター事典「キャラペディア 」

BIGLOBEトップ
会社概要

インターネット接続（ビッグローブ光 ・格安SIM・SIM替え）

ニュースリリース

採用情報

個人情報保護ポリシー

Cookieポリシー

広告掲載
安心・安全

Copyright(C)BIGLOBE Inc. 1996-2019

企業向けサービス

ネット選挙運動

古物営業法に基づく表記

お問い合わせ

