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一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会 

平成 26 年度 事業報告 

（平成 26 年 1 月 6 日～平成 26 年 12 月 31 日まで） 

 

０．事業報告総括 

 

１．社員総会 

 平成 26 年度臨時社員総会を 1 回開催した。 

 

２．理事会 

平成 26 年 1 月 28 日に臨時理事会を開催し、以後年度中に合計 5 回の通常理

事会を開催した。 

 

３．事業活動 

 ①分科会 

 ②セミナー 

 ③関連業界・他団体・機関等への後援、協力 

 

１．社員総会 

 

臨時社員総会 

日時  平成 26 年 1 月 28 日（火） 16 時 30 分から１7 時 30 分まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

出席者数 40 名 （社員総数 41 名） 

【審議事項】 

第１号議案   平成 26 年 事業計画案承認の件 

第２号議案   平成 26 年 収支予算案承認の件 

第３号議案   理事８名選任の件 

 

議長から議案について説明があり、審議の結果提案通り可決された。なお、第３号議案

については、下記の８名が理事に選任され、被選任者は全員その場で就任を承諾した。尚、
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任期は現任理事の任期の終了時までと確認された。 

 

・石川和子（日本アニメーション株式会社 代表取締役社長） 

・石本則子（株式会社スタジオフェイク 代表取締役社長） 

・桔梗 純（株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 統括プロデューサー 兼 株

式会社テレビ東京ホールディングス 経営企画局 国際戦略部 参与)  

・近藤 健祐（株式会社マインドワークス・エンタテインメント 代表取締役社長） 

・鐵田 昭吾（株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン 代表取締役） 

・東山 靖（株式会社サンリオファーイースト 代表取締役社長） 

・富田 雅久（株式会社日本経済広告社 常務取締役） 

・吉野 壽高（株式会社セキグチ 代表取締役社長） 

 

２．理事会 

 

臨時理事会 

日時  平成 26 年 1 月 28 日（火） 17 時 30 分から１8 時まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数 理事現在数 11 名中 9 名（および監事 1 名） 

第 1 号議案 理事長、副理事長の選任について 

古川理事長より第１号議案について説明があり、理事長は設立時代表理事である古川理

事が継続して代表理事に、副理事長は宇野理事、東山理事の推薦があり、出席者全員一

致で可決した。 

 

第 1 回通常理事会 

日時  平成 26 年 3月 27日（木） 17時 00分から 18時 30分まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 11名中 10名 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）事務局運営に関する報告 

【協議事項】 

（１）キャラクター＆ブランドライセンス展及びクリエーターズ Expo出展対応の件 
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（２）初年度の収支予測と会員入会促進施策について 

 

【審議事項】 

第１号議案   後援名義に関する承認の件 

「インターナショナル・ギフト・ショー平成 26秋」（主催：ビジネスガイド社）、「ライセ

ンシング・オブ・ザ・イヤー平成 26」（主催：キャラクター・データバンク）、「第 9期ライ

センシングビジネス実践講座」（主催：キャラクター・データバンク）より後援名義の申請

があり、全会一致で可決した。 

 

第 2 回通常理事会 

日時  平成 26 年 5月 23日（金） 17時 00分から 18時 30分まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 11名中 10名（および監事 1名） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

 

【審議事項】 

第１号議案   「キャラクター＆ブランドライセンス展」及び「クリエーターズ Expo」

出展経費承認の件 

事務局長より、「キャラクター＆ブランドライセンス展」及び「クリエーターズ Expo」出展

経費の説明があり、提案どおり可決した。 

 

第 2 号議案   共催・後援・協力名義に関する承認の件 

「J-LOPビジネス・マッチングセミナー」（主催：J-LOP）より、共催名義の申請があり、全

会一致で可決した。また「ASEAN キャラクター大賞」（主催：国際機関 日本アセアンセン

ター）、「ライセンサーのお仕事【ソニー・クリエイティブプロダクツのキャラクター戦略】」

（主催：キャラクター・データバンク）より後援名義の申請があり、全会一致で可決した。

そのほか、「LIMAジャパン サマーネットワーキングレセプション」（主催：LIMA ジャパン）

より協力名義の申請があり、全会一致で可決した。 

 

 

第３回通常理事会 

日時  平成 26 年 7月 18日（金） 16時 00分から 18時 00分まで 
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場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数  理事現在数 11名中 11名（および監事） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

 

【協議事項】 

（１）キャラクター＆ブランドライセンス展及びクリエーターズ Expo出展対応の件 

 

【審議事項】 

第１号議案   香港国際ライセンシングショー2015 ジャパンパビリオン展開に関する

承認の件 

事務局長より、2015年 1月 12日～14日に開催される「香港国際ライセンシングショー2015」

において、協会が中心になりジャパンパビリオン展開を行う提案があり、原案通り全会一

致で可決した。 

 

第４回通常理事会 

日時  平成 26 年 9月 19日（金） 16時 00分から 18時 00分まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数  理事現在数 11名中 10名（および監事） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）ギフト・ショー出展報告 

 

【協議事項】 

（１）東京ビジネス・サミット出展について 

 

 

第５回通常理事会 

日時  平成 26 年 11月 21日（金） 16時 00分から 18時 00分まで 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-10 
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株式会社日本経済広告社 プレゼンテーションルーム 

出席者数  理事現在数 11名中 10名（および監事） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）東京ビジネス・サミット出展報告 

 

【協議事項】 

（１）「インターナショナル・ギフト・ショー2015春」相談会及びセミナーについて 

 

【審議事項】 

第１号議案 2015 年度事業計画案及び予算案承認の件 

事務局長より議案について説明があり、審議の結果、提案通り可決された。 

 

第 2 号議案 「ライセンシング・オブ・ザ・イヤー2015」主催社名義変更の件 

事務局長より、これまでキャラクター・データバンク社が主催してきたアワードに関し

て、2015 年より当協会にて主催を行うという提案があり、全会一致で可決した。 

 

３．事業活動 

 

I．分科会活動 

（１）グローバル分科会 

①香港国際ライセンシングショー平成 26 ジャパンパビリオン展開 

日時 平成 26 年 1 月 6 日（月）～8 日（水）9 時 30 分～18 時 30 分 

場所 香港コンベンション＆エキシビションセンター 

1 Expo Drive, Wanchai, Hong Kong 

出展社 カミオジャパン／サンリオファーイースト／スタジオフェイク／セガ／ソニ

ー・クリエイティブプロダクツ／ソネット／タクトコミュニケーションズ／円

谷プロダクション／東洋美術学校／ポケモンコミュニケーションズ／マイン

ドワークス・エンタテインメント／ショウワノート／サンバイト・クリエイテ

ィブ／CMT 事務局（響）／キャラクターブランド・ライセンス協会 

②第１回グローバル分科会「海外輸出展開の手法セミナー」 

日時 平成 26 年 3 月 11 日（火）13 時 30 分～16 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 
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株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 第 1部 J-LOP説明会 

 第 2部 「香港商標登録と日本コンテンツの育成」について 

弁理士 Josepf Chow氏 

 

③第 2 回グローバル分科会「日本企業による、海外ライセンスの実例」 

日時 平成 26年 5 月 14 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 ソニー・クリエイティブプロダクツ 国際事業本部国際事業部 大矢武彦氏 

タクトコミュニケーションズ 国際事業部マネージャー 土屋佐江子氏 

リプロモ 代表取締役社長 斉藤翔氏 

セキグチ 代表取締役社長 吉野壽高氏 

 

④第 3 回グローバル分科会「キャラクター新業態店とグローバル展開の可能性」 

（マーケティング分科会共催） 

日時 平成 26 年 6 月 23 日（月）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 BENERIC CO., Limited （HK）Director 計良光利氏 

 

⑤香港国際ライセンシングショー2015／ジャパンパビリオン説明会 

日時 平成 26 年 7 月 22 日（火）15 時 00 分～17 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

 

（２）マーケティング分科会 

①第 1 回マーケティング分科会「『ロフト＆』にみる小売の現状と生活者意識」 

日時 平成 26 年 2 月 20 日（木）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 ロフト 執行役員 渋谷営業部副部長 渋谷営業企画部部長 菅井進氏 

 

②第２回マーケティング分科会「オンラインショッピングの今、キャラクター商品の可能性」 

日時 平成 26 年 5 月 14 日（水）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 
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株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 エンファクトリー 執行役員副社長 清水正樹氏 

③第 3 回マーケティング分科会「キャラクター新業態店とグローバル展開の可能性」 

（グローバル分科会共催） 

日時 平成 26 年 6 月 23 日（月）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 BENERIC CO., Limited （HK）Director 計良光利氏 

 

④第 4 回マーケティング分科会「国内における不正商品の現状と対策」 

日時 平成 26 年 10 月 23 日（木）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 一般社団法人日本商品化権協会 事務局長・尾形和柾氏 

 

（３）ビジネスアライアンス分科会 

①第 1 回ビジネスアライアンス分科会「オリエンテーション／ミーティング」 

日時 平成 26 年 3 月 5 日（水）13：30～15：30 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

 

②MCF 例会セミナー＆交流会 

日時 平成 26 年 3 月 25 日（火） セミナー：13 時 30 分～17 時 00 分 

交流会：17 時 00 分～18 時 30 分 

場所 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-25-2 

SYD ホール 

講師 キャラクターブランド・ライセンス協会 副理事長 宇野勉氏 

 

③第 2 回ビジネスアライアンス分科会「急成長するネット広告ビジネスに乗る条件」 

日時 平成 26 年 5 月 22 日（木） 13 時 30 分～17 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 オプト クオリティマネジメント本部 クリエイティブ戦略部長 中川太氏 

同社 同部 スペシャリスト 和田純一氏 

トキオ・ゲッツ 取締役 江渡忍夫氏（ファシリテーター） 
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④第3回ビジネスアライアンス分科会「アジアでのブランディングに成功するJリーグ」 

日時 平成 26 年 7 月 9 日(水) 13 時 30 分～17 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 J リーグメディアプロモーション アジア戦略室長 兼  

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（J リーグ）アジア室 山下修作氏 

 

⑤第 4 回ビジネスアライアンス分科会 

「カードゲームを中心に高い成長を続けるブシロードの秀逸アライアンス戦略」 

日時 平成 26 年 9 月 16 日(火) 15 時 30 分～17 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 ブシロード 代表取締役社長 木谷高明氏 

 

⑥第 5 回ビジネスアライアンス分科会「ファッション×時代、ファッション✕生活者」 

日時 平成 26 年 12 月 12 日(火) 15 時 30 分～17 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 伊藤忠ファッションシステム株式会社マーケティング開発グループ 

マーケティングクリエーション BU マーケティングクリエイティブディレクター 

吉水由美子氏 

 

（４）クリエイティブ分科会 

①クリエイター、クリエイティブ企業向け CBLA 活動説明会 

日時 平成 26 年 3 月 19 日(水) 13 時 30 分～14 時 30 分／15 時 30 分～16 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

 

②第 1回クリエイティブ分科会 

日時 平成 26 年 4 月 9 日(水) 13 時 30 分～15 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 color シラスノリユキ、シラスアキコ 

 

③第 2 回クリエイティブ分科会「バイヤー視点での商品仕入れ環境」 

日時 平成 26 年 6 月 30 日(金) 13 時 30 分～15 時 30 分 
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場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 東急ハンズ 専門店事業部 専門店 MD企画課課長 内村 直興氏 

    東急ハンズ 専門店事業部 専門店 MD企画課 梅田 和歌子氏 

 

④第 3回クリエイティブ分科会「雑貨店での商品流通とライセンスにつながる展開」 

日時 平成 26 年 9 月 29 日(月) 13 時 30 分～15 時 00 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 スーパーパワーズ 代表取締役 竹尾学氏 

 

⑤イベント「“ハンドメイド クリスマス”～手作りのぬくもりをあなたに～」 

日時 平成 26 年 11 月 23 日(日)～12 月 7 日(日)  

 月～土／11:00～21:00、日祝／11：00～20：00  

場所 マーチエキュート神田万世橋  イベントスペース「佇マイ」 

 東京都千代田区神田須田町１丁目２５番地４ 

＜キャラクターブランド･ライセンス協会特別参加アーティスト＞ 

イドナオミ、菅野泰紀、佐藤 雅則、Sunwood、竹本直美、ながたかず、新潟まき、ハコ

コロネ、良安、りんりん、ひなたかほり、ザリガニワークス 

 

⑥入会希望者向け説明会＆クリエイティブ分科会報告 

日時 平成 26 年 12 月 25 日（木）14 時 30 分～15 時 30 分／16 時 30 分～17 時 30 分 

場所 東京都千代田区神田小川町 2-10 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

 

Ⅱ．セミナー 

（１）Anime Japan 2014 ビジネスセミナー 

「ヒットするキャラクター商品のつくり方・売り方」 

日時 平成 26 年 3 月 22 日（土）13 時 50 分～14 時 35 分 

場所 東京都江東区有明 3-10-1 

東京ビッグサイト 東展示棟会場内特設ステージ 

講師 ソニー・クリエイティブプロダクツ コンテンツ事業本部 

コンテンツマーケティング部 コンテンツディレクター 西岡敦史氏 

タカラトミー ビークル事業部 プラレールグループ グループリーダー 

東宏幸氏 

<MC>キャラクターブランド・ライセンス協会 理事／事務局長 陸川和男氏 
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（２）J-LOPインドネシア市場開拓セミナー（CBLA共催） 

日時 平成 26年 6 月 30日（月）13時 30分～18時 00分 

場所 東京都港区赤坂 1丁目 12-32 アーク森ビル 

JETRO（日本貿易振興機構）会議室 

講師 スカパーJSAT 事業開発部 石田亘氏 

伊藤忠商事 通信モバイルビジネス部 荒巻裕史氏 

電通  MCプランニング局 グローバルメディア＆デジタル室 西山彰宏氏 

トキオ・ゲッツ 代表取締役 原浩平氏 

シャープ 東京支社 渉外部 政策渉外・海外・通商担当 主事 久保田美寿氏 

イオン アジアシフト推進部 山崎次郎氏 

 

（３）J-LOP台湾市場開拓セミナー（CBLA共催）  

日時 平成 26年 8 月 28日（木）13時 30分～18時 00分 

場所 東京都渋谷区渋谷 2-17-3 渋谷東宝ビル 

TKP 渋谷カンファレンスセンター ホール 4A 

講師 Animation International Ltd. General Manager 近藤努氏                                                  

 ジェーシービー・インターナショナル アジア本部 部長 和田浩一郎氏 

 メディアパレット台湾 董事長（Dentsu Media Greater China CEO 兼務） 

菅波剛氏  

 東京フード 統括本部 執行役員 グローバル戦略担当 経営企画部 部長 

橘川昭文氏 

よしもとクリエイティブ・エージェンシー 執行役員 プロモーションセンター 

センター長 永谷亜矢子氏 

 

（４）インターナショナル・ギフト・ショー セミナー  

「ヒットするキャラクター商品化の基礎知識」 

日時 平成 26年 9 月 4日（木）10時 30分～12時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-10-1 

東京ビッグサイト 会議棟 

講師 マインドワークス・エンタテインメント 代表取締役社長 近藤 健祐氏 

    タカラトミーアーツ ガチャ・キャンディー事業本部 キャラクター戦略室  

部長 小野尾 勝彦氏 

      <MC>キャラクターブランド・ライセンス協会 理事／事務局長 陸川和男氏 

 

（５）J-LOPタイ市場開拓セミナー（CBLA共催） 
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日時 平成 26年 9 月 25日（木）13時 30分～18時 00分 

場所 東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル 7F 

講師 トーセ 海外事業部 課長代理 中筋航氏 

コーセーコスメポート 事業開発部次長 山崎秀樹氏 

アイグリッツ  執行役員  海外事業本部マネジャー  VERTEX ASIA, 

CO-CEO 勝田隆仁氏 

カンタナ ジャパン 代表取締役社長  三浦剛氏 

LINE 広告事業グループ プロダクトプランニングチーム 海外法人事業担

当 栗田慎太郎氏 

 

Ⅲ．ネットワークイベント、懇親会 

①香港国際ライセンシングショー2014 ネットワーク懇親会 

日時  平成 26 年 1 月 7 日（火） 19 時 00 分～21 時 00 分 

場所  18/F and 19/F, 68 YEE WO STREET, CAUSEWAY BAY, HK 

香港日本人倶楽部 

参加者  56 名 

 

②第 1回ネットワーク懇親会 

日時  平成 26 年 1 月 28 日（火） 18 時 00 分～20 時 00 分 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-8-2 三井住友海上小川町ビル 1F 

アマルフィ 

参加者  68 名 

 

③第２回ネットワーク懇親会 

日時  平成 26 年 11 月 21 日（金） 18 時 30 分～20 時 30 分 

場所  東京都千代田区神田小川町 2-8-2 三井住友海上小川町ビル 1F 

アマルフィ 

参加者  88 名 

 

Ⅳ．関連業界・他団体・機関等との提携、後援、協力 

（１）第 9期ライセンシングビジネス実践講座基礎編（主催：キャラクター・データバ

ンク）後援 

（２）J-LOPビジネス・マッチングセミナー（主催：J-LOP事務局）共催 

（３）キャラクター＆ブランドライセンス展（主催：リード・エグジビジョン・ジャパ

ン）後援 

（４）ライセンシング・オブ・ザ・イヤー2014（主催；キャラクター・データバンク）
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後援 

（５）LIMAジャパン サマーネットワーキングレセプション（主催：LIMA ジャパン）

協力 

（６）ライセンサーのお仕事 ソニー・クリエイティブプロダクツのキャラクター戦略

（主催：キャラクター・データバンク）後援 

（７）インターナショナル・ギフト・ショー秋（主催：ビジネスガイド社）後援 

（８）ASEAN Character Award 表彰式（主催：国際機関 日本アセアンセンター）

後援 

（９）ASEAN×日本 ビジネスマッチング（主催：国際機関 日本アセアンセンター、

協力：経済産業省 関東経済産業局）後援 

（10）第 7期キャラビズ塾（主催：キャラクター・データバンク）後援 

（11）第 4期アニメビジネス・パートナーズフォーラム（主催：日本動画協会）協力 

 

Ⅴ．広報・啓蒙活動 

（１）キャラクターブランド・ライセンス展およびクリエーターズ Expo 出展 

日時 平成 26年 7 月 2日（水）～4日（金）10時 00分～18時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-11-1 

 東京ビッグサイト 西展示棟 

（２）インターナショナル・ギフト・ショー秋 出展 

日時 平成 26年 9 月 3日（水）～5日（金）10時 00分～18時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-10-1 

 東京ビッグサイト 東展示棟 

※ライセンスビジネス相談窓口の設置及び個別相談会への対応 

（３）第 28回東京ビジネス・サミット 2014 出展 

日時 平成 26年 10 月 2日（木）・3日（金）10時 00分～18時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-11-1 

 東京ビッグサイト 西展示棟 

 ※ライセンスビジネス相談窓口の設置及びクリエイター作品の展示 

 

以上 

 


