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「COOL JAPAN AWARD 2017」受賞 26対象が決定！ 

「第８回世界キャラクターさみっと in 羽生 2017」にて表彰式・展示会を開催 

 

一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、理事長 Julien GIRY、以下クールジャパン協議

会）は、主催事業である「COOL JAPAN AWARD 2017」(後援：経済産業省, 外務省, 観光庁)の受賞結果と

して、２６作品を決定しました。 

「COOL JAPAN AWARD 2017」は 9 月１日に応募受付を開始し、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“クールジャパン”

の発掘・認定を行っております。 

受賞対象は、「COOL JAPAN AWARD 2017 表彰式・展示会」（主催：クールジャパン協議会、「世界キャラ

クターさみっと in 羽生 2017」）のメインステージにて表彰式(日時：11月 25 日（土）10:00-11:30)を行

い、同会場内で展示会(日時：11 月 25 日（土）・26 日（日）両日とも 9:00-15:25)を行います。 

 

26対象の一例 

       

            ガンツウ          スノーモンキー       フィギュアみやげ 

 

＜「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が管理する登録商標です。 

 

＜「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。 

 

■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/ 

〒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 

Tel : 075-366-3095 事務局長 磯久 五郎 090-1718-5653(伊藤) E-mail: info@cooljapan.info  

 

http://cooljapan.info/


【COOL JAPAN AWARD 2017受賞対象 26 作品紹介】 

(※敬称略 並び順は、所在地の都道府県が北から順、同都道府県の場合、表題の五十音順)  
■バックカントリーツアー（北海道／まるぜん観光株式会社,利尻富士町,利尻町） 

■幌加内そばとそば祭（北海道／きたそらち農業協同組合幌加内支所,幌加内町） 

■民間ロケット事業（北海道／インターステラテクノロジズ株式会社） 

■大谷資料館（栃木県／大谷資料館） 

■富嶽三六○（山梨県／山科県立富士山世界遺産センター） 

■世界キャラクターさみっと in羽生（埼玉県／世界キャラクターさみっと in羽生 実行委員会） 

■西川材とひとつぼ茶室（埼玉県／株式会社サカモト,飯能市） 

■大里地区の玉石垣と中之郷の玉石垣の古民家喫茶中之郷（東京都／東京都八丈島町,古民家喫茶中之郷） 

■大凸部（おおとんぶ）展望台（東京都／青ヶ島町） 

■建築の日本展：その遺伝子のもたらすもの（東京都／森美術館） 

■フィギュアみやげ（東京都／株式会社ケンエレファント） 

■LIMEX 石から紙やプラスチックに代わる新素材（東京都／株式会社 TBM） 

■スノーモンキー（長野県／株式会社地獄谷野猿公苑） 

■農家民泊（長野県／株式会社南信州観光公社） 

■Tour du Lac Biwa（滋賀県／株式会社ビーエスシー・インターナショナル） 

■カーボン（炭）製鍋 アナオリキッチンウェア（大阪府／穴織カーボン株式会社） 

■セキスイ畳「MIGUSA」（大阪府／積水成型工業株式会社） 

■マッサージ器 LOW STYLE（大阪府／株式会社フジ医療器） 

■コウノトリ育むお米（兵庫県／たじま農業協同組合） 

■guntú／ガンツウ（広島県／株式会社せとうちクルーズ） 

■わだつみの精（島根県／隠岐酒造株式会社） 

■藍染杉（徳島県／大利木材株式会社） 

■線香花火 筒井時正 花々（福岡県／筒井時正玩具花火製造所株式会社） 

■五島列島小値賀島の古民家ステイ（長崎県／特定非営利活動法人おぢかアイランドツーリズム協会） 

■与路島 珊瑚石壁およびサガリバナ小径とハンミャ島（鹿児島県／瀬戸内町） 

■古民家再生（全国／一般社団法人全国古民家再生協会） 

＜「COOL JAPAN AWARD 」概要＞ 

「COOL JAPAN AWARD」では、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、世界各国の 100 人の外国人審査により、2015 年度より２年に１度、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。 

第１回「COOL JAPAN AWARD 2015」（後援：経済産業省、京都府、京都市）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。 

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』を開設し、2017 年 4月から 6 月の間、「COOL JAPAN AWARD2015 展示会 in

ニューヨーク」を開催いたしました。 
第２回となる「COOL JAPAN AWARD2017」は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」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・展示会」を開催致

します。展示会につきましては、「COOL JAPAN AWARD 2015」に引き続き、ニューヨークでの展示を行う

とともに、新たに台湾での展示会の開催も予定しております。 



 

 

＜「COOL JAPAN AWARD 2017」開催概要＞  

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。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）10:00-11:30 

展示会日時  2017 年 11月 25 日（土）・26 日（日）9:00-15:25 

会場     表彰式 ｜ 世界キャラクターさみっと in 羽生 

       展示会 ｜ 羽生展示場所：世界キャラクターさみっと in 羽生会場（11月 25 日・26 日） 

             NY 展示 場所：COOL JAPAN NY Brooklyn K's Gallery, NY ブルックリン市 

             （2018 年 2月 8 日〜27日） 

             台湾展示 場所：台北市（2018 年 8 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(※敬称略)   経済産業省／外務省／観光庁  

 

＜「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 

会長・理事    太田 雅人 (GETTI グループ代表) 

代表理事・事務局長 磯久 五郎（一級建築士） 

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） 

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） 

理事   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） 

Sven Palys（マーケティングディレクター） 

Kaz Yoneda（建築家・デザイナー） 

顧問       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（熊本市教育委員会教育長） 

以上 


