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今年の資生堂ギフトセ
レクションがすごい！
最高のプレゼントに

“九州場所より盛り上が
る”有名女優「共演者食
い」番付（1）ベテラ…

辻希美の母のハンバー
ガー店『Ciel
Amour』 開店から…

東出昌大「ガラケー機
種変」で好感度アッ
プ!?

1着2万円台で買える時
代に⁉オーダースーツ
市場が伸びている理由

フジの連ドラ『明日の
約束』、ついに5％割れ
で打ち切り圏内 傷…

資生堂ギフトセレクショ
ン on 肌らぶ

アサ芸プラス

しらべぇ

日刊大衆

Global Style by タンゴヤ
GSカンパニー

日刊サイゾー
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「COOL JAPAN AWARD 2017」受賞 26 対象が決
定!
PR TIMES / 2017年11月25日 13時25分

「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 JulienGIRY、以下クールジャパ

経済トピックス

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,

個人投資家に今からお勧め銘柄

観光庁)の受賞結果と して、26対象を決定しました。

残業時間はなんと｢ゼロ｣の会社
空き家対策で“自分の城”型賃貸
飲料に細菌混入｢分離し酸味が｣
改ざん9カ月公表せず…出荷続く
｢飛べるゼロ戦｣4億円で売りに
大ヒット｢FGO｣生んだ集団とは？
ジャガー新型SUV､日本初公開
反則レベルにかわいいEVバイク
人事って難しい。採用を成功さ…
東芝､まだ眠る最大1兆円の債務
レトルトカレー15万個自主回収
ANA､20分前までに預けないと…
2.7億個に不適合品の可能性
ビッグサイト使用計画､疑問の声
元日限定｢全線｣乗り降り自由に
中国｢爆買い｣対策…関税ゼロに
軽8車種リコール､走行不能恐れ

「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対象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。

日産が｢AUTECH｣発表､第1弾は
外国人が惜しがる｢新幹線｣事情
日本の不動産を購入すべき理由
もっと見る

＜「COOL JAPAN（クールジャパン）」26対象の一例＞
[画像1: https://prtimes.jp/i/23053/10/resize/d23053‒10‒674354‒2.jpg ]
ガンツウ
[画像2: https://prtimes.jp/i/23053/10/resize/d23053‒10‒736793‒3.jpg ]
スノーモンキー
[画像3: https://prtimes.jp/i/23053/10/resize/d23053‒10‒107573‒4.jpg ]

フォーカス
インドネシアの国民的スターになった
仲川遥香

フィギュアみやげ

フォーカス一覧

＜「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。
[画像4: https://prtimes.jp/i/23053/10/resize/d23053‒10‒830498‒1.jpg ]
[画像5: https://prtimes.jp/i/23053/10/resize/d23053‒10‒817996‒0.jpg ]
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おすすめ記事
菅原小春、三浦春馬との破
局聞かれて報道陣をあっと
言わせた斬新すぎる対応
スポーツ報知

元モー娘。あのメンバーが
美乳を解禁！ 衝撃の美ボ
ディを披露
ザテレビジョン

尼神インター・渚、ガチで
しばきたい大物芸能人を激
白！
RBB TODAY

二流の学校は教師も二
流？ 『先に生まれただけ
の僕』郷原の切実な声
しらべぇ
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今あなたにオススメ

PR

PR

「凄い！」NHK特集の育毛法を
60代女性が試したらフサフサに

Ladies Haircare Magazine by マイナ
チュレ

二階堂ふみ、ぐるナイ「ゴチ」
卒業が批判された理由

「この女性があの58歳？」誰も
がその若返り姿に驚く、東京…

ホリエモン、井筒監督を猛批判
「こういう人、大嫌い！ 人…

日馬富士「心の師」が激白、暴
行問題発覚直後の会話一部始…

アサジョ

ファーマフーズ on MowMow

PR

おしゃれでしかも安いオーダー
スーツの魅力とは!?

Global Style by タンゴヤGSカンパニ
ー

スポーツ報知

PR

夕刊フジ

PR

今日から動画で金投資を学ぼ
う！

右肩上がりで急成長するシェア
リングエコノミー市場の今！

大谷獲得レースからフィリー
ズ、ナショナルズ、オリオー…

『ドクターX』成長に感動！ 鈴
木浩介演じる原先生が格好良…

外国ネットユーザー「どうして
日本しか中国文化の影響を認…

知っておいて損はない、金のお
トクな買い方とは？

DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD

FUJITSU

THE PAGE

PR

しらべぇ

サーチナ

DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD
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この記事に関連するニュース
【ASIA GOLDEN STAR AWARD2017】開催のお知らせ
PR TIMES / 2017年11月20日 18時1分

2017年度「ＰＲアワードグランプリ」1次選考会を実施
共同通信PRワイヤー / 2017年11月16日 16時30分

音響通信によるデバイス制御ソリューション「Another Track(R)」が「MCPC
award 2017」サービス＆ソリューション部門、特別賞を受賞
＠Press / 2017年11月1日 10時0分

日本茶AWARD2017「TOKYO TEA PARTY」を12/1～3渋谷ヒカリエで開催！
消費者による三次審査で日本茶大賞を決定
＠Press / 2017年10月30日 10時45分

「平成29年度地産地消等推進全国フォーラム」の開催について
PR TIMES / 2017年10月26日 17時1分
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残業時間はなんと｢ゼロ｣の会社

ANA､20分前までに預けないと…

空き家対策で“自分の城”型賃貸

2.7億個に不適合品の可能性

飲料に細菌混入｢分離し酸味が｣

ビッグサイト使用計画､疑問の声

改ざん9カ月公表せず…出荷続く

元日限定｢全線｣乗り降り自由に

｢飛べるゼロ戦｣4億円で売りに

中国｢爆買い｣対策…関税ゼロに

大ヒット｢FGO｣生んだ集団とは？

軽8車種リコール､走行不能恐れ

ジャガー新型SUV､日本初公開

日産が｢AUTECH｣発表､第1弾は

反則レベルにかわいいEVバイク

外国人が惜しがる｢新幹線｣事情

東芝､まだ眠る最大1兆円の債務

日本の不動産を購入すべき理由
もっとみる
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芸能事務所、一斉にジャニーズ潰し始動…飯島三智氏、東京パラリン
ピック・サポの権利保持か
Business Journal / 2017年11月24日 16時0分

2

外国人が心底惜しがる｢日本の新幹線｣事情 技術は世界一､ではサービス
は？
東洋経済オンライン / 2017年11月23日 10時0分

3

視聴者からの写真・動画提供「無償」にマツコ苦言

「感謝しており

ますくらいはあったの？」
J‒CASTトレンド / 2017年11月24日 19時57分

4

反則レベルにかわいいEVバイク「モトチンプ」が登場 「あの名車」
を思い出すデザイン
ねとらぼ / 2017年11月24日 18時39分

5

イワシの頭がど～ん！

イギリス料理「スターゲイジーパイ」の見た

目が「やべぇ」
J‒CASTトレンド / 2017年11月20日 19時0分

もっと見る
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【無料】Edy‒楽天ポイントカード＆Edy200円分をプレゼント！！

楽天が運営するポータルサイト
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いいモノ発掘マガジン

女性向け最新情報を手に入れる
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楽天WOMAN

