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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

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対象を決定しました。 

 

「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。 
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＜「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。 
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【ASIA GOLDEN STAR AWARD2017】開催のお知らせ
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