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「COOL JAPAN AWARD 2019」受賞53対象京都
御苑にて表彰式・展示会を開催！
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クールジャパン & COOL JAPAN AWARD 2019 ? Cool Japan ? 京都御苑 ? 展示会 ?

関芳弘 ? 閑院宮 ? 邸跡 ? 知的財産戦略推進事務局 ? COOL JAPAN認定マーク ?

高本純 ?

（月）、一般社団法人 協議会（本部： 、代表理事　山内
絢人、以下 協議会）は、主催事業である「   RD 9」(後
援： 知的財産戦略推進事務局、 、 、 、 、 、 、
JNTO、オフィ バウンド ： RO)の受賞53対象について、京都御苑
閑院宮邸跡  レ 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。

　 （月）、一般社団法人 協議会（本部： 、代表理事　山
内絢人、以下 協議会）は、主催事業である「   RD 9」
(後援： 知的財産戦略推進事務局、 、 、 、 、 、

、JNTO、オフィ バウンド ： RO)の受賞53対象について、京
都御苑閑院宮邸跡  レ 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
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蒼井優・南キャン山ちゃん結婚で祝福ツイート
相次ぐ　篠田麻里子「リアル美女と野獣」、ヒ
ャダイン「タデ食う虫もLike It！」

2
タピオカを手作りするつもりがオバケくず餅み
たいに　ウッカリ錬成されたお菓子が意外とお
いしそう

3 相次ぐ高齢ドライバー事故　東京都が対策

4 朗報？プリウスミサイルの原因が判明したとの
噂が話題に。

5 元農水次官に刺殺された長男、ドラクエ10に
ログインしたまま死亡…ザオラル祭りの異様

6 「まるで戦前の日本」「異常な金額です」　町
内会費の強制徴収に悩む女性の主張

7
上司のブラック発言「給料は誰から貰っている
と思っているんだ」「労基が何や。文句がある
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相次ぐ高齢ドライバー事故　東京都が対策
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「布団は畳まないで」旅館のお願いツイ…
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しました。
　「   RD 9」は、世界各地域の出身地域別（南米 、北米、

、 ）に よく構成された特別審査員及び 人審査員が、国
際的な視点から「 」と感じたものを評価し、 件の審査対象のうち53作品の受賞が
決定していました。受賞53対象には、「  」の認定が付与され、「  
認定 」の無償・無期限での使用が可能となり、海外展開等における での
活用ができることとなります。 協議会は、「  認定 」の付与
により、日本中に埋もれているプロダクトのもつ を引き出し、インバウンド・
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
て活動を行なっています。
　表彰式では、代表理事の山内絢人の挨拶の後、ご来賓代表として、関芳弘経済産業副大臣
にご挨拶を頂きました。関経産副大臣からは、「 については政府でも推進してい
るが、民間の発想でどんどん進めている ア は大変 取り組み。日
本にはまだまだ自分たち自身で気づいていない価値が多く眠っており、受賞者の皆様におかれ
ては、こうした日本が誇るべき価値の海外発信の先駆けとしてぜひとも頑張っていただきた
い。」という旨のお言葉がありました。また、 協議会特別顧問の ・カー
氏による特別講演「美しき日本を求めて」において、同氏から「一見『不便』とみなされ、これま
で手つかずにされてきた日本の各地域の中にこそ、 は眠っている」とのお話があ
りました。
　その後、  k部門、一般部門（インバウンド 、 バウンド

）の受賞対象の発表と、それぞれの部門の講評（なお、  k 部門では
協議会特別顧問の ハリス氏が「 ’s  k」と題して特

別講演）、ご来賓の各省庁幹部から各受賞者に向けた講演がありました。
　さらに、「  」認定 活用事例として、「   RD 5」
を受賞した豊後高田市（豊後高田  ）、「   RD 7」を受賞した
積水成型工業 （セキスイ畳「 」）、大利木材 （藍染杉）から過去の受賞者を
代表してそれぞれ発表いただき、海外向け での認定 の活用等の具体例
の発表が行われました。その後、高本純 知的財産戦略推進事務局企画官より、国家戦
略としての 戦略のご紹介があり、最後に、 協議会理事長

ン・ジリ(Ju  Giry)より、「海外では日本の魅力にもっと触れたいと考えている人々
がたくさんおり、日本の価値の発信について、協議会として引き続き貢献していきたい」との今
後の抱負も含めた挨拶があり、閉会とさせて頂きました。
　   RD 9は、今後、 にNYで、 1月にパリで海外
展示をすることを予定しています。また、各省庁と連携した形での受賞者の方々の海外展開・イ
ンバウンド展開支援についても予定をしており、随時受賞者の方向けにご案内する予定です。

＜   RD 9表彰式の模様＞(※敬称略)
■表彰式ご来賓と当協議会理事・顧問
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9 「布団は畳まないで」旅館のお願いツイートが
話題に　「ありがたい」と納得の声続出

10 「ルパパト」メンバー4人炎上、USJで“マナ
ー違反”
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1
元農水次官に刺殺された長男、ドラ
クエ10にログインしたまま死亡…ザ
オラル祭りの異様

2
「布団は畳まないでチェックアウト
を」 旅館従業員のツイートに反響

3
「まるで戦前の日本」「異常な金額
です」　町内会費の強制徴収に悩む
女性の主張

4
朗報？プリウスミサイルの原因が判
明したとの噂が話題に。

5
「神対応だ！」痴漢をして女子高生
に追いかけられた男。ホームにいた
男性のナイスな行動が話題に！

6
高齢ドライバー問題。免許返納が進
まぬ社会的要因
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https://spnet33.i-mobile.co.jp/ad_link.ashx?pid=6107&asid=1463908&advid=5293936&vh=549490648eff6a9f06c2d34fe75cf382
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5417247?news_ref=watch_accessRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5416258?news_ref=watch_accessRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5413652?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5415649?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5416332?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5407107?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5411462?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5413622?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%82%BB%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%A2?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/100?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/307?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9D%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%B4%A0%E6%99%B4%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/National?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Par?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/National?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Par?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/National?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Par?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%98%AD%E5%92%8C%E3%81%AE%E7%94%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/MIG?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/USA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A2?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/lien?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2019%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/10%E6%9C%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2020%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
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日刊ビビビ
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WEB女性自身

ニコニコインフォ もっと見る

第51回全国競技かるた女流選手権大会を
生放送 $

6/20(木) niconico全体停止メンテナンス $

新メディア追加「ORICON NEWS」 $

PR Coyori トライアルセット
PR EPARKビューティー
PR 写真入りケーキ「シェリーブラン」

7
「痴漢ハンコ」で犯人証明！ シヤチ
ハタ「本気」開発を表明

8
「ルパパト」メンバー4人炎上、USJ
で“マナー違反”

9
ケロロ軍曹も今一歩届かず… 3大「国
民的になり損ねたアニメ作品」

10
東ちづる「人間に良品も不良品もな
い」松本人志の発言に異論

''

https://twitter.com/nico_nico_news
https://www.facebook.com/niconiconews
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GX77TY4?tag=ms-jp-22&ref=aap_1671218130703&aaxitk=%5B%5BAAX_IMPRESSION_TOKEN%5D%5D
http://blog.nicovideo.jp/niconews/category/niconews/?news_ref=watch_infoMore_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/110247.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/110247.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/109127.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/109127.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/109639.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://blog.nicovideo.jp/niconews/109639.html?news_ref=watch_info_nw5421706
https://ads.nicovideo.jp/click?bannerid=67570&zoneid=536
https://ads.nicovideo.jp/click?bannerid=67571&zoneid=536
https://ads.nicovideo.jp/click?bannerid=64934&zoneid=536
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5413622?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5407777?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5416258?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5410798?news_ref=watch_commentRank_nw5421706
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5409886?news_ref=watch_commentRank_nw5421706




＜   RD 9受賞53対象紹介＞(※敬称略)

【一般部門】受賞・認定数：４１（ /受賞者）
■インバウンド
-桜流鏑馬（ / 乗馬倶楽部）
-弘前 （ / ・弘前商工会議所・公益社団法人弘前観光コンベンション
協会・公益社団法人 物産協会）
- ナイ スイデン （ / GATA ）
- ガーデン　アートビオトープ「水庭」（ / ニキシモ）
-大内宿（ /大内宿観光協会）
-急行 号（ / ）
- 湯畑（ /草津町）
-渋谷 ブル交差点（ / ・一般財団法人 観光協会）
-清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）（ / ）
-江之浦測侯所（ / 文化財団）
-奥大井湖上駅  （ / ）
-三方五湖 山頂公園足湯の展望台（ / ·

·若狭町）
-松阪牛の牛銀本店（ /牛銀本店）
- の夜景（ / ・生駒市）
-保津川下り（ /保津川遊船企業組合）
-穴観音と由良川橋梁を走る列車（ /舞鶴市・ （

））
- 釣りと紀州ヘラ竿の町橋本（ /一般社団法人高野山麓ツー ビューロ
ー）
-商店街 　講　大津百町（ /講大津百町（ 自遊人）)
-近江湖西の山城と水城（ /高島市）
-神勝寺  禅と庭の （ /神勝寺）
-せとうち古民家 ズ（ / ）
-俵山温泉の街並みと湯治文化（ / ）
-大島紬の体験夢おりの郷（ / 　夢おりの郷）

■ バウンド
- （ / ・JA ）
-組子建具（ /猪俣美術建具店）
-水引（ / 　関島水引店）
-家庭型 （ /GROOVE X ）
-ヤマカ ン（ /ヤマカ ン ）
-江戸からかみ（ / 東京松屋）

COOL JAPAN AWA 201

都道府県
カテゴリー

青森県 有限会社十和田
さくらまつり 青森県 弘前市

弘前市
ショウ ホテル テラス 山形県 YAMA DESIGN株式会社
ボタニカル 栃木県 株式会社

福島県
飯田線秘境駅 長野県 東海旅客鉄道株式会社

草津温泉 群馬県
スクラン 東京都 渋谷区 渋谷区

千葉県 君津市
神奈川県 小田原
静岡県 大井川鐵道株式会社

レインボーライン 福井県 株式会社レインボーライン
美浜町

三重県
生駒山上遊園地 奈良県 近畿日本鉄道株式会社

京都府
京都府 京都丹後鉄道 WILLER TRAINS

株式会社
ヘラブナ 和歌山県 リズム

ホテル 滋賀県 株式会社
滋賀県

ミュージアム 広島県
ステイ 広島県 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

山口県 長門市
鹿児島県 株式会社

アウト カテゴリー
夕張メロン 北海道 夕張市 夕張市

新潟県
長野県 有限会社
ロボット 東京都 株式会社
ワラタ 東京都 ワラタ ジャパン株式会社

東京都 株式会社

https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%81%E5%92%8C%E7%94%B0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/YAMA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/DESIGN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%A3%AF%E7%94%B0%E7%B7%9A?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A7%98%E5%A2%83%E9%A7%85?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%97%85%E5%AE%A2%E9%89%84%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9%E6%B3%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%90%9B%E6%B4%A5%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E5%B7%9D%E9%90%B5%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E7%94%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%94%9F%E9%A7%92%E5%B1%B1%E4%B8%8A%E9%81%8A%E5%9C%92%E5%9C%B0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%BF%91%E7%95%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E9%89%84%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/WILLER%20TRAINS?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%98%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%8A?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E9%96%80%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%95%E5%BC%B5%E3%83%A1%E3%83%AD%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%95%E5%BC%B5%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%95%E5%BC%B5%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%A9%E3%82%BF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%A9%E3%82%BF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews


-「 」「 」( / （ ）)
-K E・畳座（ /飛騨産業 ）
-城端しけ絹を使用した襖紙、製品（ / 松井機業）
-唐織（西陣織　能装束）( /山口織物 ）
-漆器照明　 KAKE・ ・KOMOREBI( / HU+）
- の真珠製品（ /神保真珠商店）
-ウッド クク（ / 那賀ウッド）
- 曲げ組子「波」（ /富永 ナー ）
- R[1]ネオレストシ （ / ）
-鳥飼酒造の米焼酎（ / 鳥飼酒造）
-長崎ハサミポーセリン（ /東京西海 ）
-仙巌園と （ / 　島津興業）
※ は の登録商標です。

■【  k部門】受賞・認定数：１２（ /受賞者 / ）
- 湖畔温泉と 場（ /弟子屈町 /阿寒摩周 ）
-美笛川の河口からの支笏湖湖畔の絶景（ / /支笏洞爺 ）
- アイ（ /仙北市・ 市観光協会 / ）
-英国大使館別荘記念公園（ / /日光 ）
- ・河童橋からの絶景（ / /中部山岳 ）
-尾瀬ケ原（ /公益財団法人尾瀬保護財団 /尾瀬 ）
-海女小屋体験施設 み庵（ /志摩市・一般社団法人志摩市観光協会 /伊勢
立公園）
-摩耶山の夜景（ / / 海 ）
-摩天崖とローソク島（ /西ノ島町· 町 /大山隠岐 ）
-白谷雲水峡と屋久杉 （ / 役場商工観光課 / ）
-アマミノ サギ観察小屋（ /天城町 /奄美群島 ）
-渡嘉敷島の阿波連ビーチ（ /渡嘉敷村 /慶良間諸島 ） ＜「   

RD 9」表彰式・展示会開催概要＞

はやぶさ はやぶさ2 神奈川県 JAXA 宇宙航空研究開発機構
INO 岐阜県 株式会社

富山県 株式会社
京都府 株式会社

MICHI SHIZUKU 和歌山県 KIS
琵琶湖 滋賀県

ボード 徳島県 株式会社
ミストミラー 徳島県 ジョイ 有限会社
ウォシュレット リーズ 福岡県 TOTO株式会社

熊本県 株式会社
長崎県 株式会社

薩摩切子 鹿児島県 株式会社
ウォシュレット ＴＯＴＯ

National Par 都道府県 国立公園
屈斜路湖 キャンプ 北海道 国立公園

北海道 千歳市 国立公園
八幡平ドラゴン 秋田県 八幡平 十和田八幡平国立公園

栃木県 栃木県 国立公園
上高地 長野県 松本市 国立公園

群馬県 国立公園
さとう 三重県 志摩国

兵庫県 神戸市 瀬戸内 国立公園
島根県 隠岐の島 国立公園
ランド 鹿児島県 屋久島町 屋久島国立公園

クロウ 鹿児島県 国立公園
沖縄県 国立公園 COOL JAPAN

AWA 201

https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%95?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%952?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAXA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%87%E5%AE%99%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%A9%9F%E6%A7%8B?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/INO?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/MICHI?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/SHIZUKU?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/KIS?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/TOTO%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%96%A9%E6%91%A9%E5%88%87%E5%AD%90?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%EF%BC%B4%EF%BC%AF%EF%BC%B4%EF%BC%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/National?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Par?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%88%E6%96%9C%E8%B7%AF%E6%B9%96?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%83%E6%AD%B3%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B9%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B9%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%81%E5%92%8C%E7%94%B0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B9%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%8A%E9%AB%98%E5%9C%B0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%86?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BF%97%E6%91%A9%E5%9B%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%9A%A0%E5%B2%90%E3%81%AE%E5%B3%B6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6%E7%94%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews




名称　　   RD 9( ア 9)
 http://cooljapan.info/ 

概要　　一般社団法人 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 審査員 人が選定し、「  」な作品を発表・展示会を開
催。
表彰式日時　　 (月)
展示会日時　　 (日)・27日(月)  午後
会場　　表彰式｜京都御苑
　　　開催場所｜京都御苑閑院宮邸跡  レ ールーム( 上京区京都御苑3)
　　　　展示会｜NY展示　場所：   NY Brooklyn Kʻs lery by 
GET( 予定)／パリ( 1月予定)
主催  一般社団法人 協議会
制作運営　 ア 事務局
後援　　　 知的財産戦略推進事務局、 、 、 、 、 、

、JNTO 
オフィ バウンド ：貿易振興機構( RO)
協賛　　 日航 京都
審査員　特別審査員含む 審査員 名
ご来賓(敬称略、順不同)
関芳弘　経済産業副大臣
高科淳　 審議官
鳥居敏男　 大臣官房審議官
三牧純一郎　 商務・ 政策課長
高本純　 知的財産戦略推進事務局企画官
野口直良　日本貿易振興機構( RO)理事  　
西村敏弘　 商工労働観光部ものづくり振興課課長
松野光宏　 産業観光局新産業振興室室長
特別講師　 ・カー(東洋文化研究者,(一社) 協議会特別顧問)
　　　　　 ・ハリス( キャニ 代表 ,(一社) 協議会特別顧
問)  

＜「一般社団法人 協議会」概要＞
名称　　　　一般社団法人 協議会

COOL JAPAN AWA 201 クールジャパン ワード201
URL

クールジャパン
外国人 100 COOL JAPAN

2019年5月27日
2019年5月26日

クチャ 京都市
COOL JAPAN Gal TAR

2019年10月 2020年
クールジャパン

クールジャパン ワード
内閣府 外務省 経済産業省 観光庁 環境省 京都府

京都市
シャルアウト パートナー JET
ホテル プリンセス

外国人 100

観光庁
環境省
経済産業省 サービスグループクールジャパン

内閣府
JET

京都府
京都市
アレックス クールジャパン
マイク (株) オンズ 取締役 クールジャパン

クールジャパン
クールジャパン

http://cooljapan.info/
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/201?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/URL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/100?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2019%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/5%E6%9C%8827%E6%97%A5?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2019%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/5%E6%9C%8826%E6%97%A5?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Gal?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/TAR?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2019%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/10%E6%9C%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/2020%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E5%8B%99%E7%9C%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%BA%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JET?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/100?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%BA%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JET?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews


設立　　　　
住所　　　　〒602-8061 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
U R L　　　　 . . o

 　　　 . o(京都事務局)  yo@ . o(  東京事
務局)  
代表理事　　山内  絢人(グローカル・イノ ー、Farmstay & e ism
代表 )

理事長　　　Ju  Giry (  在住・写真家N n  主宰)
副理事長　　 her P rier(  商学部  教授)
理事　　　　  M a( yo l d ファウンダー)  
理事　　　　 en Scharf(インバウンド事業コンサル )  
理事　　　　Aurélie erch( 在住・写真家  N n  主宰)  
理事　　　　David o(  GET )  
理事　　　　佐賀関  等(NY 在住・『   NY Brooklyn Kʼs lery』代表)
理事　　　　磯久  五郎(一級建築士・56設計舎代表 )
常務理事　　田中 慎一(西陣織工業組合  総代)
専務理事　　上田  輝彦( 代表  兼   代表 )
会長・理事　太田  雅人(GETTI 代表  兼 GETTI代表 )  
特別顧問　　   Kerr(東洋文化研究者)  
特別顧問　　  Harris( キャニ 代表 )  
顧問　　　　高  秀蘭(映画 )
顧問　　　　  Harvey( AREPS  副支社長)
顧問　  郁志明（ ）
顧問  QU  TO PHAM（ ）
顧問　　　　Cameron din(離島 ビティツー 代表 社長)
顧問　　　　山田  長満(税理士・川崎商工会議所  会頭)
顧問　　　　藤原  洋( ブ タワ-代表 会長兼社長CEO、(  一財)

協会理事長)  
顧問　　　　田路  至弘( ・岩田合同法律  執行 )  
顧問　　　　木谷  哲夫(  産官学連携本部 IMS 寄附研究部門教授)  
顧問　　　　渋澤  健(コモンズ投信  会長)
顧問　　　　  廣樹(映画 )  
顧問　　　　前田  尚武(一級建築士 /学芸員/ The   )  
顧問　　　　遠藤  洋路( 教育委員会教育長)  
顧問　　　　古屋  星斗(一般社団法人 トゥ 代表理事)  

事業内容
・「 (  、以下CJ)」の協議及び認定
・CJを発掘、認定する「   RD(以下CJA)」の開催
・CJ商標及び「認定 」の管理
・CJに関する国内及び外国の研究者・企業家、 、研究組織・企業団体が参画する国内外
での見本市(CJ )、 企画、流会、 等の開催等
・CJA審査結果を通じての が感じるCJの 分析、コンサルティング、インバウンド・

バウンドの  等
・CJ認定物の冊子、 、映像等による国内外への配信

■本件に関するお問い合わせ先
  RD 　http://cooljapan.info/

〒 -0062 港区南青山2-27-22　青山安田ビル7F　 SE内
一般社団法人 協議会  事務局
E- : o@ . o 　電話番号　03-6447- 3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
配信元企業：一般社団法人 協議会

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

平成23年6月16日
京都市

www cooljapan inf
MAIL kyoto@cooljapan inf tok cooljapan inf

ベータ Countrysid Tour
(株) 取締役

l ien フランス ippo 100
Christop oka 早稲田大学
Julia aed Tok Persona ise
Laur タント

Rop フランス ippo 100
Antoni (株) TAR 取締役

COOL JAPAN Gal
取締役

WIPグループ WIP ジャパン 取締役
グループ (株) 取締役

Alex Arthur
Mike (株) オンズ 取締役

プロデューサー
Ashley AVI Japan
弁護士

YEN ベトナムジャーナリスト
Sta アクティ リズム(株) 取締役

(株) ロードバンド 取締役
インターネット

弁護士 事務所 パートナー
京都大学

株式会社
大和田 プロデューサー

Japan Project (株)取締役
熊本市

スクール ワーク

クールジャパン COOL JAPAN
COOL JAPAN AWA

マーク
自治体

SHOWCASE イベント ツアー
外国人 データ

アウト サポート
WEBサイト

COOL JAPAN AWA ホームページ
107 東京都 GBA

クールジャパン
mail inf cooljapan inf 007

クールジャパン

さくらのレンタル
サーバ

サーバー稼働率99.99%以上！
安定性抜群。 高品質・低

価格。２週間無料お試し実施中

動画 静画 生放送 チャンネル ブロマガ アツマール アプリ その他▼ ログイン ニコニコ会員登録 メニュー ▼

http://cooljapan.info/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000042511.html
https://prtimes.jp/
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B4?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/6%E6%9C%8816%E6%97%A5?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/www?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/cool?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/inf?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/MAIL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/kyo?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/to%40?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/cool?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/inf?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/tok?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/cool?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/inf?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Country?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/sid?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Tour?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/lien?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/ippo?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/100?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Chris?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/top?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/oka?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Julia?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/aed?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Tok?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Persona?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/ise?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Laur?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Rop?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/ippo?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/100?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Ant?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/oni?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/TAR?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Gal?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/WIP?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/WIP?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Alex?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Arthur?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Mike?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Ash?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/ley?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AVI?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/YEN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Sta?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%94%B0?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/Project?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%28%E6%A0%AA%29?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/SHOW?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/CASE?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/WEB?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/COOL?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/JAPAN?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/AWA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/107?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/GBA?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/mail?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/inf?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/cool?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/japan?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/inf?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/007?from=niconews
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3?from=niconews
https://www.nicovideo.jp/?header
https://www.nicovideo.jp/video_top/?header
http://seiga.nicovideo.jp/?header
https://live.nicovideo.jp/?header
https://ch.nicovideo.jp/?header
https://ch.nicovideo.jp/portal/blomaga/?header
http://game.nicovideo.jp/atsumaru/?header
http://app.nicovideo.jp/?header
javascript:void(0);
https://account.nicovideo.jp/login?hash_key=0d036ad4&next_url=%2Fwatch%2Fnw5421706&sec=sp_news&site=news&sub=nw5421706&time=1559728556
https://account.nicovideo.jp/register?sec=common_header&mode=landing
javascript:void(0);


! ) # *

関連ニュース

「COOL JAPAN AWARD 2019」受賞53作品が決定！

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

おすすめ記事
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『ちびまる子ちゃん』4月21日放送
回にネット騒然　「怖い」「モヤモ
ヤする…」
エンタメ

わずか2分で判定、あなたの「信用度
」はどれくらい？

PR (J.Score on cafeglobe)

相次ぐユーチューバーグループの解
散 理由は全グループ共通？

エンタメ

日本が抱える深刻な貧困問題、日々
苦しむ子どもたちを無料で救う方法
とは？
PR (カタリバ on gooddo)

実は「タトゥー」が入っている意外
な女性有名人ランキング

エンタメ

週休1日・月収約3万円の外国人が日
本人をうらやむ→事情を知るとこっ
ちもうらやましくなる漫画
ネット・科学
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南清貴

本当は怖い！ こんな ―――レトルト、冷凍、総菜、加工食品、輸入品、調味料……ここだけはチェック！

長持ち食品

% 1

カフェオレの賞味期限が牛乳より長いのは、どうして『本当は怖い！ こんな「長持ち

2019/06/05 18+40

WRC フォードシエラ 全日本ツーリングカー選手権

% 0

オフロードでも好成績！ レースやラリーで活躍した偉大なるクルマ７選

2019/06/04 19+07

給料は誰から貰っていると思っているんだ 労基が何や。文句があるなら辞めろ 電車賃

% 41

上司のブラック発言「給料は誰から貰っていると思っているんだ」「労基が何や。文句

2019/06/04 17+08

その人のことをあまり認識できず寂しいからです 正直、嫌です！ 最上もが

% 15

最上もが、写真のSNSアイコン使用は「正直、嫌です！」「その人のことをあまり認

2019/06/05 18+33

根拠不明 国連 日本メディア

% 0

国連報告の日本メディアの独立性懸念、「根拠不明」＝菅官房長官

2019/06/05 11+51

タデ食う虫もLike it！ リアル美女と野獣 蒼井優

% 14

蒼井優・南キャン山ちゃん結婚で祝福ツイート相次ぐ　篠田麻里子「リアル美女と野獣

2019/06/04 18+00

女性蔑視の意図もおじさん差別の意図もない タピオカ店の厨房におじさんがいて嫌だった 辻愛沙子

% 71

「タピオカ店の厨房におじさんがいて嫌だった」呟きの自演疑惑を関係者が否定「女性

2019/06/05 18+18

氷河期世代 “無職”も“実家暮らし”も“中年”も、死刑になるほどの罪ではない。どんな罪でもない

一人で死ね、言葉が怖い
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「一人で死ね、言葉が怖い」苦悩する氷河期世代に励まし相次ぐ　「“無職”も“実家暮
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双日食料 双日 カナダ産

% 0

双日食料、沖縄・宮古島市の観光客増を見据え食肉・食肉加工品の提案を強化 ミート
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IMF 下方修正 中国
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ＩＭＦ、中国の2019年経済成長率見通しを6.2％に下方修正
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