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時事ドットコムニュース

> PR TIMES > 「COOL JAPAN AWARD 2019」京都御苑での開催…
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「COOL JAPAN AWARD 2019」京都御苑での開催が決定・
作品募集開始

［一般社団法人クールジャパン協議会］

フォーカス

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
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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「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。
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

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
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）
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。

!

時事通信 の SNS
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! 読まれています
北朝鮮にガソリン搬送か＝ベトナムのタン
カー、首脳会談最中に

国際

「政治的圧迫」と米非難＝ファーウェイ問
題で中国外相−全人代

国際

デストロイヤーさん死去、８８歳＝覆面レ
スラー、４の字固め

スポーツ

北朝鮮非核化は可能＝ミサイル施設復旧
「結論まだ」−米高官

国際

※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

次世代加速器、議論見守る＝菅官房長官

政治

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

人気記事アーカイブ

特集トップ

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。

【依存症】対策
専門医に聞く

イチローは日本の
見方変えた

５０勝目指す！
彼には言えないけど

ゴーン被告会見は
来週以降

＜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＞
COOL JAPAN AWARD 2019入賞作品を発表。
＜COOL JAPAN AWARD 展開スキーム＞

アクセスランキング 経済

主

自動運転普及へ基準追加
＝車両法改正案を閣議決
定

2

〔新規公開〕日本ホスピ
スＨＤ、マザーズに２８
日上場＝在宅ホスピス事
業

3

高速１６区間を４車線候
補に＝暫定２車線の防災
対策で−国交省

4

ＥＵ向けウイスキー値上
げへ＝米子会社、制裁関
税で収益に影響−サント
リーＨＤ社長

5

賃金統計不正、順法意識
欠如＝事なかれ主義まん
延−開始時期特定でき
ず・総務省調査

催：一般社団法人クールジャパン協議会

制作運営：クールジャパンアワード事務局
後

1

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

経済産業省、京都府、京都市

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

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。

一覧へ

今日は何の日？
2014年

ご来賓
関

芳弘 (経済産業副大臣)

239人乗りマレーシ
ア機、消息絶つ

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

確定申告が憂鬱な彼女を助けたのは…

済産業副大臣に就任。

きょうの日本語検定 提供：弥生株式会社
正しいのはどれ？
【広量】と反対の意味の言葉（対義語）
は？[2級]
A. 少量
B. 器量

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年集英社新書）、『観光亡国論』(2019年3月 中央公論新社)など。
■「National Park部門」について
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 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)。
■「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

西陣産業創造會舘8号

室
代表理事

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
理事

(フランス在住・写真家

Nippon100主宰)

Christopher Pokarier （早稲田大学 商学部 教授）

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

JAPAN

NY

Brooklyn Kʼs Gallery』代表）

C. 偏狭

理事

磯久 五郎（一級建築士）

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）

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）

産官学連携本部 IMS寄附研究部門教授）

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
企業プレスリリース詳細へ （2019/03/07-16:40）
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】

特集

「日立」英原発
「3兆円」の責任

世界景気減速で急浮上
日銀まさかの追加緩和？

株価の行方は

【作家・江上剛】
米中覇権争いの行方

【新次元の中国経済】
景気が悪いのに株が上昇

無期転換で何が起きる？
非正規雇用のこれから

【大塚家具】
父に協力要請

【徴用工問題】
韓国、回答期限を拒否

彼氏「お前太りすぎ…少し痩せろよ」
ほぼ全員が必ず痩せる！？テレビで話題の重度肥満者専用ダイエット
錠を私も試してみた結果…
SPONSORED

詳細を見る

【PR】 1万円から始められる！ド
コモユーザーのための資産運用…
ービスがすごいらしい

【PR】 クレジットカード利用者
に現金が戻る？

【PR】 出張顧客を取り込む、旅
行業界の新たな商機「ブリージ…
ー」とは（インタビュー）

【PR】 海外旅行中にカメラやス
ーツケースが壊れたら！クレカ…
保険で自己負担を最小限に

【PR】 毎日トイレで５分間！携
帯ゲームをするだけで英語がペ…
ペラに喋れます！

【PR】 【カクテル好き必見！】
そもそもカクテルについて知っ…
いますか？
Recommended by

PR TIMES
『世界一美味しい煮卵の作り方』のはらぺこグリズリー最新作！ 「疲れていてもこれなら
できちゃう！」 かんたんなのに美味しすぎるレシピが100品『世界一美味しい手抜きごは
ん』発売

(03/08 14:40)

ＷＯＷＯＷ「映画クレヨンしんちゃん」最新作公開記念特番 ナビゲーターに関根勤と関根麻
里が決定！ (03/08 14:40)
GMOペパボ：eスポーツの最前線で活躍する10チームの活動支援を決定！

(03/08 14:40)

名探偵コナン公式アプリにて、劇場版第23弾 『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』の前売り
券プレゼントキャンペーンを実施！ (03/08 14:40)
第1弾支援は「医療 AI」の慶應大生スタートアップ 〜 METRICA株式会社の営業・契約・
プロジェクト管理をサポート〜 研究者の起業化支援を本格化 (03/08 14:40)
一年中うさぎまみれ♪「しらとあきこさんが描く うさぎ雑貨コレクション」がフェリシモ
YOU+MORE!から誕生 (03/08 14:40)
小笠原満男「今、すべてを語ろう」『 FOOTBALL PEOPLE 小笠原満男特集号 』（ぴあ）本
日発売 〜「満男という存在がいたからこそ」中田浩二、本山雅志、曽ヶ端準らが語る小笠
原〜 (03/08 14:40)
【3/17まで!!】アニメイト商品券10,000円分が当たる!! 抽選キャンペーン開催！

(03/08

14:40)

「ネット予約」利用者数No.1（※1）サイト『ホットペッパーグルメ』飲食店「ネット予
約」の累計利用者数が3億人を突破！ (03/08 14:40)
ヒューマンリソシア
入

税金に関する質問にチャットが回答する「UTAXボット」を浦安市に導

(03/08 14:40)

飯沼英樹氏の個展「デジタルに変換されたはずの彼女がまさかの天然木変換」を開催
14:40)

(03/08

セミセルフ型コスメショップ「アミューズ ボーテ 松坂屋名古屋店」、2019年3月20日
（水）南館２階KiKiYOCOCHOにオープン！

(03/08 14:40)

【京都水族館】須磨水族園 海遊館 京都水族館 京阪神３つの水族館を「まわって発見！」
『世界のペンギン足型コレクション「ペタ、ペタ、ペタ」』開催 (03/08 14:40)
『アサヒ スーパードライ』新TVCM
９年３月９日（土）より放映開始！

「日本から生まれる、世界最高のドキドキ」篇２０１
(03/08 14:40)

『アサヒスーパードライ 瞬冷辛口』クオリティアップ実施！！

(03/08 14:40)

『アサヒ 極上＜キレ味＞』4,000万本突破！4月から北海道工場でも製造開始！〜年間販売目
標1/3を達成！〜 (03/08 14:40)
レモン、柚子、四季柑（※1）の3種類の柑橘果汁を使用した缶チューハイ『アサヒもぎたて
期間限定まるごと柑橘搾り』4月2日（火）発売！
7割は大型連休や長期休暇にクルマでお出かけ

(03/08 14:40)

(03/08 14:40)

ららぽーと名古屋みなとアクルス・プライムツリー赤池
FAMILY FESTIVAL！」開催 (03/08 14:40)

たのしさ２倍！家族のあそび場「

「ｅスポーツ世界ビッグプレイヤーの戦略と日本企業の事業機会・リスク 」と題して、
（株）メディアクリエイト 佐藤
虎ノ門にて開催!!

翔氏、青山 啓氏によるセミナーを2019年4月16日(火)AP

(03/08 14:40)

「３日で変わるディズニー流人財育成術」と題して,Happiness Career Lab．代表 櫻井
恵里子氏によるセミナーを2019年4月10日(水)紀尾井フォーラムにて開催!! (03/08 14:40)
「最先端技術トレンドと未来予測２０３０」と題して、エムケー・アンド・アソシエイツ
代表 河瀬 誠氏によるセミナーを2019年4月10日(水)ＳＳＫ セミナールームにて開催!!
(03/08 14:40)

「決裁者にＹｅｓ！と言わせる社内プレゼン＆「資料作成・話し方」ブラッシュアップ術 」
と題して、プレゼンクリエイター 前田 鎌利氏によるセミナーを2019年4月9日(火)ＳＳ
Ｋ セミナールームにて開催! (03/08 14:40)

猫用システムトイレ型ペットケアモニターが2台目以降半額！「春のセット割キャンペーン」
実施 (03/08 14:40)
UGGより、ファーと楽しさを融合させた “フラッフ サンダルコレクション”登場
たて、よこ、ななめ360 よく伸びる！「３６０ 超伸縮自在ショーツ」

(03/08 14:40)

(03/08 14:40)

片瀬那奈さんとのコラボジュエリー「THE KISS nana katase」3/14（木）発売！！

(03/08

14:40)

チョコミント あなたは好きですか？嫌いですか？チョコミントアイス グランフロント大
阪 うめきた広場サブスペースにてチョコミン党

総選挙サンプリング開催！

(03/08 14:40)

「他人のにおい」の中で、圧倒的に不快な口臭を解消！強力なにおい吸着力を持つ「みつま
た炭」配合のハミガキで、習慣的な口臭ケアを！

(03/08 14:40)

カルビー株式会社「ホワイト500」に３年連続認定！

(03/08 14:40)

もっと見る
編集部セレクション

【なくせ！第４種踏切】
女児の月命日に遮断機

【パレスチナ】
絵で訴える怒りと悲しみ

景気が悪いのに株が上が
る理由

【大相撲 新星探査】
琴手計（ことてばかり）

ページの先頭へ

【JAROは創立４５年目】

【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.62」
特集Ⅰ「春まだ遠い東アジアと日本」日韓
関係などの行方を展望した。特集II「安全
保障問題が揺さぶる日ロ平和条約交渉」。

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】「学校の「当たり前」を
やめた。」

【新刊】

【専門情報誌】

【重要事実情報】

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2017-2018」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。

宿題。クラス担任。中間期末テスト。服装
指導。みんなやめてしまった公立中校長が
いる。「当たり前」ばかりをやっている学
校がつくる「ダメな大人」は？

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

