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「クールジャパンアワード2017」NY展示会開催
PR TIMES / 2018年2月19日 12時1分

一般社団法人クールジャパン協議会(本部:京都市 以下クールジャパン協議会)は、ニュー
ヨーク、ブルックリンにて、「COOL JAPAN AWARD 2017 ニューヨーク展示会」(主催:
クー ル ジャパン協議会)を2018年2月10日（土） ～ 27日（火）の期間にて開催いたしま
す。

経済トピックス
｢餃子の王将｣の求人広告が話題
韓国大統領､地域に打撃との見解
｢自分の常識｣を押し付けると…
｢お客様は神様です｣の終焉
配当金､過去最高1兆2500億ドル
中国の海賊版めぐり驚きの主張
実施日を指定せず無償提供ワケ
ファミレス顔負け品揃えの社食
ものすごい勢い､特に日本では
地球からデブがいなくなるかもし...
3月に買ってはいけない銘柄は
それほどの抵抗もなく100円に？
｢デキる営業｣と｢凡人｣の“差”は
地上300mの高さに幅60cm程の…
1台で乾燥･アイロンがけ同時に
世界の物流を支配する国家へ
大幅に3日続伸､上げ幅400円超

本展示会では、昨年度開催しましたクールジャパンアワード2017にて、世界各国の100人
の外国人審査により認められた受賞対象を展示し、世界が共感する“クールジャパン”を積
極的に発信して参ります。

ディーゼル車の価値大幅低下も

日程：2018年2月10日（土） ～ 27日（火）11:00～19:00

■主

催：一般社団法人クールジャパン協議会

■会

場：K'sギャラリーNY（ J+B Design内）

もっと見る

300 7th street Brooklyn, New York 11215
展示写真
[画像1: https://prtimes.jp/i/23053/12/resize/d23053‒12‒881641‒0.jpg ]

＜「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
■URL ：http://cooljapan.info/
■住所：〒602‒8061 京都市上京区油小路通中立売下ル甲斐守町97

リーマン･ショック以上の大暴落
大手だと30万程度のエアコン8万

「クールジャパンアワード2017」ニューヨーク展示会 開催概要
■開催

札付きの“ブラック病院”が受賞

西陣産業創造會舘8

号室

フォーカス

■事業内容
・日本が海外に誇るべき日本文化「クールジャパン」の協議及び認定
・「クールジャパン（ＣＯＯＬＪＡＰＡＮ）」商標及びブランドの管理、ライセンスの供
与
・日本が海外に誇るべき様々な日本文化「クールジャパン」の国際戦略に対する国内およ

旋風を巻き起こせるか？フィギュア坂
本花織
健康やダイエットに適した「サラダチ
キン」特集

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イベント企
画、交流会、ツアー等の開催

もっと見る

等々

＜「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・推奨により、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「世界キャラクターさみっと」実行委員
会と連携し、「COOL JAPAN AWARD 2017 表彰式・展示会」を2017年11月に開催致し
ました。本年度は受賞対象の展示会を、2月にニューヨーク、8月に台湾で開催を予定して
おります。
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有賀さつき「52歳ガン死」までの過酷闘病
（1）病名が伏せられていた理由は？
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高梨沙羅「涙の銅」直後にネットに最も飛び
交ったのは“祝福”ではなかった！
by Taboola
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今、あなたにオススメ
医学博士が開発した方法でいちご鼻を1週間で改善！
ビバリーグレンラボラトリーズ

夫がまるで30代！40～50代男性の注文殺到
協和発酵バイオ「アルギニンEX」

[PR]

by Taboola

寝起きの息クサッ！そのニオイ、根本的に治す方法をお教えします。
爽快クリア

「腸活」で溜め込まずに毎日スッキリ快調になれる裏技
河内菌本舗

小林製薬が開発！食後の血糖値対策に話題が凄いらしい
小林製薬株式会社

英語が60日で話せる？日本人が開発した勉強法が世界から絶賛
SPRING

浅田真央が平昌入りすらしていない理由とは？

小室圭さんの母「皇室でサポートを」と要求か

有賀さつき「52歳ガン死」までの過酷闘病（1）病名が伏せられていた理由は？

高梨沙羅「涙の銅」直後にネットに最も飛び交ったのは“祝福”ではなかった！

“太眉”女子高生・井上咲楽、慶応大学不合格で浪人タレントへ！落ちた理由に松本驚き

その瞬間。金メダリスト羽生の隣にオーサーコーチでない人がいた理由とは？

この記事に関連するニュース
取材のお願い：全国各地の女性起業家を表彰！女性社長が選ぶ女性社長のため
の「J300アワード」第４回受賞者発表。2月15日（木） 内閣府共催「女性起業
家×企業マッチングイベント」に受賞者が登壇。
DreamNews / 2018年2月14日 18時0分

岡村製作所の「staﬁt（スタフィット）」が「iFデザインアワード2018」を受
賞
共同通信PRワイヤー / 2018年2月7日 15時30分

イーベイ・ジャパン

セラー・サミット2018開催 JP.Company、最優秀セラ

ー賞「Seller of the Year」を受賞 ブランド品売上実績ときめ細やかな対応を
評価
PR TIMES / 2018年2月2日 14時1分

日本発。世界発。「空における新たな産業革命」第3回目を迎え、進化を続ける
民間ドローン産業の国際展示会＆国際コンファレンス「ジャパン・ドローン
2018」イベント内容、出展企業、講演スピーカー決定
DreamNews / 2018年2月2日 13時0分

働き方改革への取組成果も証明される「第3回ホワイト企業アワード」1月31日
エントリー締め切りです。 表彰式は3月14日明治記念館にて開催。
PR TIMES / 2018年1月22日 14時1分
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パチンコホール、「出玉規制」で倒産激増？ヘビーユーザー離れの危
機、大手は異業種参入も
Business Journal / 2018年2月18日 16時0分

2
3
4

アイリスオーヤマ 需要を創出するビジネスで好調、その歴史
NEWSポストセブン / 2018年2月19日 11時0分

なぜ、「無料クーポン」で吉野家の好業績が期待できるのか？
ZUU online / 2018年2月18日 17時11分

湾岸タワマンと郊外の新興住宅地に、家は買ってはいけない？資産＆
住環境上のリスク
Business Journal / 2018年2月18日 16時0分

5

もはや理解不能！？ 実話とは思えぬ「ミレニアルズ社員」のお言葉に
ア然
J‒CAST会社ウォッチ / 2018年2月18日 17時0分
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