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一般社団法人クールジャパン協議会一般社団法人クールジャパン協議会
2019年5月27日（月）、一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、代表理事　山
内絢人、以下クールジャパン協議会）は、主催事業である「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。
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　2019年5月27日（月）、一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、代表理事　
山内絢人、以下クールジャパン協議会）は、主催事業である「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。
　「COOL JAPAN AWARD 2019」は、世界各地域の出身地域別（南米アジア、北米、ヨー
ロッパ、オセアニア）にバランスよく構成された特別審査員及び外国人100人審査員が、国際
的な視点から「COOL」と感じたものを評価し、307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、「COOL JAPAN」の認定が付与され、「COOL JAPAN認
定マーク」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プロモーションでの活
用ができることとなります。クールジャパン協議会は、「COOL JAPAN認定マーク」の付与
により、日本中に埋もれているプロダクトのも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、「クールジャパン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クールジャパンアワードは大変素晴らしい取り組み。
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、クールジャパン協議会特別顧問のアレックス・
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、クールジャパンは眠っている」と
のお話がありました。
　その後、National Park部門、一般部門（インバウンドカテゴリー、アウトバウンドカテゴ
リー）の受賞対象の発表と、それぞれの部門の講評（なお、National Park 部門ではクールジ
ャパン協議会特別顧問のマイクハリス氏が「Japan’s National Park」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、「COOL JAPAN」認定マーク活用事例として、「COOL JAPAN AWARD2015」
を受賞した豊後高田市（豊後高田 昭和の町）、「COOL JAPAN AWARD2017」を受賞した
積水成型工業（株）（セキスイ畳「MIGUSA」）、大利木材（株）（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、海外向けプロモーションでの認定マークの活用等の具体
例の発表が行われました。その後、高本純内閣府知的財産戦略推進事務局企画官より、国家戦
略としてのクールジャパン戦略のご紹介があり、最後に、クールジャパン協議会理事長ジュリ
アン・ジリ(Julien 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。
　COOL JAPAN AWARD2019は、今後、2019年10月にNYで、2020年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。

　＜COOL JAPAN AWARD 2019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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　＜COOL JAPAN AWARD 2019受賞53対象紹介＞(※敬称略)

　【一般部門】受賞・認定数：４１（都道府県/受賞者）
■インバウンドカテゴリー
-桜流鏑馬（青森県/有限会社十和田乗馬倶楽部）
-弘前さくらまつり（青森県/弘前市・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・公益社団法人弘前市物産協会）



-ショウナイホテルスイデンテラス（山形県/YAMAGATA DESIGN株式会社）
-ボタニカルガーデン　アートビオトープ「水庭」（栃木県/株式会社ニキシモ）
-大内宿（福島県/大内宿観光協会）
-急行飯田線秘境駅号（長野県/東海旅客鉄道株式会社）
-草津温泉湯畑（群馬県/草津町）
-渋谷スクランブル交差点（東京都/渋谷区・一般財団法人渋谷区観光協会）
-清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）（千葉県/君津市）
-江之浦測侯所（神奈川県/小田原文化財団）
-奥大井湖上駅 （静岡県/大井川鐵道株式会社）
-三方五湖レインボーライン山頂公園足湯の展望台（福井県/株式会社レインボーライン·美浜町·
若狭町）
-松阪牛の牛銀本店（三重県/牛銀本店）
-生駒山上遊園地の夜景（奈良県/近畿日本鉄道株式会社・生駒市）
-保津川下り（京都府/保津川遊船企業組合）
-穴観音と由良川橋梁を走る列車（京都府/舞鶴市・京都丹後鉄道（WILLER TRAINS株式会社
））
-ヘラブナ釣りと紀州ヘラ竿の町橋本（和歌山県/一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロー
）
-商店街ホテル　講　大津百町（滋賀県/講大津百町（株式会社自遊人）)
-近江湖西の山城と水城（滋賀県/高島市）
-神勝寺 禅と庭のミュージアム（広島県/神勝寺）
-せとうち古民家ステイズ（広島県/株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション）
-俵山温泉の街並みと湯治文化（山口県/長門市）
-大島紬の体験夢おりの郷（鹿児島県/株式会社　夢おりの郷）

　■アウトバウンドカテゴリー
-夕張メロン（北海道/夕張市・JA夕張市）
-組子建具（新潟県/猪俣美術建具店）
-水引（長野県/有限会社　関島水引店）
-家庭型ロボット（東京都/GROOVE X 株式会社）
-ヤマカワラタン（東京都/ヤマカワラタンジャパン株式会社）
-江戸からかみ（東京都/株式会社東京松屋）
-「はやぶさ」「はやぶさ2」(神奈川県/ JAXA（宇宙航空研究開発機構）)
-KINOE・畳座（岐阜県/飛騨産業株式会社）
-城端しけ絹を使用した襖紙、製品（富山県/株式会社松井機業）
-唐織（西陣織　能装束）(京都府/山口織物株式会社）



-漆器照明　MICHIKAKE・SHIZUKU・KOMOREBI(和歌山県/ KISHU+）
-琵琶湖の真珠製品（滋賀県/神保真珠商店）
-ウッドボードクク（徳島県/株式会社那賀ウッド）
-ミストミラー曲げ組子「波」（徳島県/富永ジョイナー有限会社）
-ウォシュレットR[1]ネオレストシリーズ（福岡県/TOTO株式会社）
-鳥飼酒造の米焼酎（熊本県/株式会社鳥飼酒造）
-長崎ハサミポーセリン（長崎県/東京西海株式会社）
-仙巌園と薩摩切子（鹿児島県/株式会社　島津興業）
※ウォシュレットはＴＯＴＯの登録商標です。

　■【National Park部門】受賞・認定数：１２（都道府県/受賞者/国立公園）
-屈斜路湖湖畔温泉とキャンプ場（北海道/弟子屈町/阿寒摩周国立公園）
-美笛川の河口からの支笏湖湖畔の絶景（北海道/千歳市/支笏洞爺国立公園）
-八幡平ドラゴンアイ（秋田県/仙北市・八幡平市観光協会/十和田八幡平国立公園）
-英国大使館別荘記念公園（栃木県/栃木県/日光国立公園）
-上高地・河童橋からの絶景（長野県/松本市/中部山岳国立公園）
-尾瀬ケ原（群馬県/公益財団法人尾瀬保護財団/尾瀬国立公園）
-海女小屋体験施設さとうみ庵（三重県/志摩市・一般社団法人志摩市観光協会/伊勢志摩国立公
園）
-摩耶山の夜景（兵庫県/神戸市/瀬戸内海国立公園）
-摩天崖とローソク島（島根県/西ノ島町·隠岐の島町/大山隠岐国立公園）
-白谷雲水峡と屋久杉ランド（鹿児島県/屋久島町役場商工観光課/屋久島国立公園）
-アマミノクロウサギ観察小屋（鹿児島県/天城町/奄美群島国立公園）
-渡嘉敷島の阿波連ビーチ（沖縄県/渡嘉敷村/慶良間諸島国立公園）

　＜「COOL JAPAN AWARD 2019」表彰式・展示会開催概要＞







　名称　COOL JAPAN AWARD 2019(クールジャパンアワード2019)
URL http://cooljapan.info/
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・展示会を開催。
表彰式日時　2019年5月27日(月)
展示会日時　2019年5月26日(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 レクチャールーム(京都市上京区京都御苑3)
　展示会－NY展示　場所：COOL JAPAN NY Brooklyn K?s Gallery by TARGET(2019年1
0月予定)／パリ(2020年1月予定)
主催 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：貿易振興機構(JETRO)
協賛　ホテル日航プリンセス京都
審査員　特別審査員含む外国人審査員100名
ご来賓(敬称略、順不同)
関芳弘　経済産業副大臣
高科淳　観光庁審議官
鳥居敏男　環境省大臣官房審議官
三牧純一郎　経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課長
高本純　内閣府知的財産戦略推進事務局企画官

http://cooljapan.info/


野口直良　日本貿易振興機構(JETRO)理事 
西村敏弘　京都府商工労働観光部ものづくり振興課課長
松野光宏　京都市産業観光局新産業振興室室長
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)
　マイク・ハリス((株)キャニオンズ代表取締役,(一社)クールジャパン協議会特別顧問)

　＜「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
U R L　www.cooljapan.info
MAIL 　kyoto@cooljapan.info(京都事務局) tokyo@cooljapan.info( 東京事務局)
代表理事　山内 絢人(グローカル・イノベーター、Farmstay & Countryside Tourism (株)代
表取締役)
理事長　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)
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 Nippon100 主宰)
理事　David Antonio((株) TARGET 取締役)
理事　佐賀関 等(NY 在住・『COOL JAPAN NY Brooklyn K?s Gallery』代表)
理事　磯久 五郎(一級建築士・56設計舎代表取締役)
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(WIPグループ代表 兼WIP ジャパン 代表取締役)
会長・理事　太田 雅人(GETTI グループ代表 兼(株)GETTI代表取締役)
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　高 秀蘭(映画プロデューサー)
顧問　Ashley Harvey(AVIAREPS Japan 副支社長)
顧問　 郁志明（弁護士）
顧問 QUYEN TO PHAM（ベトナムジャーナリスト）
顧問　Cameron Stadin(離島アクティビティツーリズム(株)代表取締役社長)
顧問　山田 長満(税理士・川崎商工会議所 会頭)
顧問　藤原 洋((株)ブロードバンドタワ-代表取締役会長兼社長CEO、( 一財)インターネット協
会理事長)
顧問　田路 至弘(弁護士・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 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/ The Japan Project (株)取締役)
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、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

　■本件に関するお問い合わせ先
COOL JAPAN AWARDホームページ　http://cooljapan.info/
〒107-0062 東京都港区南青山2-27-22　青山安田ビル7F　GBASE内
一般社団法人クールジャパン協議会 事務局
E-mail: info@cooljapan.info 　電話番号　03-6447-0073
　以上

本コーナーに掲載しているプレスリリースは、株式会社PR TIMESから提供を受けた企業等のプレスリ
リースを原文のまま掲載しています。産経ニュースが、掲載している製品やサービスを推奨したり、プ
レスリリースの内容を保証したりするものではございません。本コーナーに掲載しているプレスリリー
スに関するお問い合わせは、株式会社PR TIMES（release_sankei@prtimes.co.jp）まで直接ご連絡く
ださい。
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あなたの信用力は？
AIで数値化　話題のAIスコアを試してみた

広告

広告

*OTJHIUT�CZ�"EPCF
訪日観光客を満足させる体験を提供する3つの提案

広告

*OTJHIUT�CZ�"EPCF
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数年ごとにしか咲かない「ヒスイラン」が開
花　大阪市

新旧ロマンスカーそろい踏み【360°パノラ
マ】

暮らしにそっと寄り沿うシンプル仏具

鮮やかな１０色織りタオルケットを期間限定価格で

さくらインターネット | PR

さくらのレンタルサーバ

https://www.sankei.com/photo/photojournal/news/190605/jnl1906050002-n1.html
https://www.sankei.com/photo/photojournal/news/190605/jnl1906050002-n1.html
https://www.sankei.com/photo/theta360/news/190525/tta1905250001-n1.html
https://www.sankei.com/photo/theta360/news/190525/tta1905250001-n1.html
http://beacon-nf.rubiconproject.com/beacon/v2/rs/0/d1e796ef-494b-4974-8206-b745f3d07c63/0/xCltLmSwynvSeys15T8ycTCy20E/https://aax-fe-sin.amazon-adsystem.com/x/c/QqfTQ0eECx7b3oujZHgoeeYAAAFrJwTtRQUAAAakATTPfEQ/https://www.amazon.co.jp/gp/goldbox/?tag=aapdesktop100218-22
https://www.amazon.co.jp/adprefs/ref=cs_aap_2306042680703
https://www.sankei.com/economy/news/190508/ecn1905080018-n1.html?utm_source=taboola&utm_medium=exchange_02
https://www.sankei.com/economy/news/190116/ecn1901160014-n1.html?utm_source=taboola&utm_medium=exchange_02
https://www.sankei.com/smp/photo/
https://popup.taboola.com/tb-jp/?template=colorbox&utm_source=sankeidigital-sankei&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-mobile-v2:Below%20Article%20Thumbnails%20Mobile%20V2%20Feed%20Bottom:
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQrnBj473XMXcH8ft2gSlqYbAAtqO3uhWtOuQyecF7YeVi4QKEAEgocenSWCJ-8WE9BOgAZT-kdYDyAEGqQKMfgBWgd9DPqgDAcgDAqoEjAJP0EGhEVdhEs0uvZLyTg-xAgYfejaI9X6euVgYPRHq06-GLDMjAJDTPuWjy_qtu3ctkkTS5u1Nj0p7qNB9R_Sr2h_uLiS8ayQzHmVuK-9DJv9zT2m0tGdfhK8Ht7i3Ej4lu_emXNmK05KDMXFPl7w00UPqfRcdlwiTZVFyTjs6cb9rLXEXAjk1GpspJHK2zVIgSPS9AqjAQI0AuAASfQlbgB9ixtRyalupTZS5u25NGgBY5AziEJSzJ_G5x0UqrQHOHu35hvWuI9l2-As2QVJKA5zISTuNtyfYtBhTzUAMfpYIRwZ0tm_pC72_XqawFaWcEPSTLH4XaOrX9pEPWWu8HvnrhWU6K9bc1nv6oAY3gAfUge4pqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeB1BuoB4LUG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAfIHBRDjn5oB0ggHCIBhEAEYDfIIEGJpZGRlci00NjQ0NDczMTCxCUMiBYB09InigAoE2BMMiBQB&ae=1&num=1&pr=76:XPeOjwAI-OCHwzL2EOejFt8-bQGJ32HMp_yGHg==&cid=CAASEuRob6zT7JZeHWh8VfAYzQUN3w&sig=AOD64_3L8GltyLmFzIttlBoJJXNA7J-N7Q&client=ca-pub-7398773146227056&adurl=https://www.sakura.ad.jp/%3Fkeyword%3D%26matchtype%3D%26adposition%3Dnone%26creative%3D229719268478%26device%3Dc%26network%3Dd%26feeditemid%3D%26targetid%3Daud-344694539245%26loc_physical_ms%3D1009310%26gclid%3DEAIaIQobChMIheC12IbS4gIVx7aWCh2llAEoEAEYASAAEgLVZPD_BwE&nb=0


産経新聞社 利用規約

プライバシーポリシー 知的財産権ポリシー

広告掲載 有償コンテンツ利用規約

特定商取引法に基づく表示 お問い合わせ

©2019 The Sankei Shimbun All rights reserved.

https://www.sankei.jp/
https://www.sankei-digital.co.jp/others/kiyaku.html
https://www.sankei-digital.co.jp/others/privacy.html
https://www.sankei-digital.co.jp/others/iproperty.html
https://www.sankei-digital.co.jp/advertising/index.html
https://www.sankei.com/smp/info/payment_guidelines.html
https://www.sankei-digital.co.jp/others/tokusyo.html
https://www.sankei.com/smp/contact/

