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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 29 年度 事業報告 

（平成 29年 1月 1日～平成 29 年 12月 31日まで） 

 

１．社員総会 

 

平成 29年度 定時社員総会 

日時  平成 29年 3月 22日（水） 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 62名 （社員総数 57名） ※議決権保有正会員社総数：71社 

 

【報告事項】 

第 3期（平成 28年 1月 1日～平成 28年 12月 31 日）事業報告 

 

【審議事項】 

第１号議案   平成 28年度貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び 

財産目録承認の件 

第２号議案   平成 29年度事業計画及び平成 29年度収支予算案の承認の件 

第３号議案   理事・監事の選任の件 

 

２．理事会 

役員構成（50音順） 

理事長： 古川愛一郎（株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ  

代表取締役 執行役員社長） 

副理事長： 石本則子（株式会社スタジオフェイク 代表取締役会長） 

副理事長： 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） 

理事：  石川和子（日本アニメーション株式会社 代表取締役社長） 

理事：  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)  

理事：  久保 弥（株式会社タカラトミーアーツ 取締役） 

理事： 高山 晃（株式会社ファンワークス 代表取締役社長）  
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理事：  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） 

理事：  丹羽 信宏（株式会社日本経済広告社 専務取締役） 

理事：         増田 隆一（株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 執行役員

常務） 

理事：  吉野 壽高（株式会社セキグチ 代表取締役社長） 

理事：  陸川 和男（株式会社キャラクター・データバンク 代表取締役社長） 

監事：  市川 徹（流通アドバイザー） 

 

第 18回通常理事会 

日時  平成 29年 1月 26日（木） 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 12名中 11名（および監事 1名） 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

 

【協議事項】 

（１）「インターナショナル・ギフト・ショー2017春」（主催：ビジネスガイド社）後援協

力・出展に関して 

（２）「キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー」の「日本キャラクター大賞」へ 

   の名称変更の件 

 

第 19回通常理事会 

日時  平成 29年 3月 22日（水） 15 時 00 分から 16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 12名中 12名（および監事 1名） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）「キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー2016」の進捗状況の報告 

 

【協議事項】 

（１）「日本キャラクター大賞」商標調査及び登録申請の件 
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第 20回通常理事会 

日時  平成 29年 5月 11日（木） 16 時 00 分から 17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 12名中 11名（および監事 1名） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）「日本キャラクター大賞 2017」の進捗状況の報告 

 

【協議事項】 

（１）「ライセンシングジャパン展」関連事業の件 

（２）CBLA 親睦ゴルフコンペに関する件 

 

第 21回通常理事会 

日時  平成 29年 7月 13日（木） 16 時 30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 12名中 11名（および監事 1名） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）「キャラクター＆ブランドライセンス展」関連事業報告 

（４）「日本キャラクター大賞 2018」報告 

 

【協議事項】 

（１）LIMA ジャパンとの今後の連携スキームについて 

 

第 22回通常理事会 

日時  平成 29年 9月 14日（木） 16 時 00 分から 17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 12名中 11名（および監事 1名） 
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【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）「キャラクター＆ブランドライセンス展」覚書の件 

 

【協議事項】 

（１）「インターナショナル・ギフト・ショー2017秋」（主催：ビジネスガイド社）後援協

力・出展に関して 

 

第 23回通常理事会 

日時  平成 29年 11月 22日（水） 16時 00分から 17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 12名中 12名（および監事 1名） 

 

【報告事項】 

（１）会員報告 

（２）各分科会報告 

（３）第 3回 CBLA 親睦ゴルフコンペ報告 

 

【協議事項】 

（１） 次年度事業計画と予算案及び事務局長選任について 

（２） ライセンシングエキスポジャパン後援について 

 

【審議事項】 

（１）第１号議案 平成 30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。 

（２） 第２号議案 平成 30年度事務局長選任の件 

陸川理事兼事務局長より事務局長退任申し出及び、大椛副事務局長の事務局長

選任の提案があり、審議の結果、提案通り可決された。 
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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2017 ジャパンパビリオン展開 

香港国際ライセンシングショー2017 ジャパンパビリオン展開（JETRO共催） 

会期  平成 29年 1月 9日（月）～11 日（水） 

場所  香港コンベンション＆エキシビションセンター 

主催      香港貿易発展局 

出展社  日本貿易振興機構（JETRO）／バンダイナムコゲームス／カミオジャパ

ン／バンダイ／テレビ東京コミュニケーションズ／セキグチ／クオン／セガ・ホールデ

ィングス／日本アニメーション／フタバ／アクセント／ソニー・クリエイティブプロダ

クツ／NHK エンタープライズ／サンバイト・クリエイティブ／サンリオファーイースト

／ポプラ社／プラントピア／不易糊工業／円谷プロダクション／カプコン／ジェンコ

／ペロリエカンパニー／ダンデライオン・アニメーション／リードエグジビションジャ

パン／キャラクターブランド・ライセンス協会 

 

②チャイナライセンシングエキスポ 2017／ジャパンパビリオン出展対象社説明会 

日程  平成 29年 4月 4日（火）13時 00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 

出席者数 34社（48名） 

 

③Creative  Expo Taiwan 2017（台湾）「Tarent100」へのクリエイター招待出展 

会期  平成 29年 4月 19日（水）～23 日（日） 

場所  Matsuyama Creative Park、Huashan Creative Park、Flower Expo Dome 

クリエイター4名の派遣、バイヤーミッション 6名の派遣 

 

④チャイナライセンシングエキスポ 2017 ジャパンパビリオン展開（JETRO 共催） 

会期  平成 29年 10月 18日（水）～20日（金） 

場所  上海新国際エキスポセンター 

主催      中国玩具協会 

出展社  日本貿易振興機構（JETRO）／カミオジャパン／テレビ東京コミュニケ

ーションズ／セキグチ／クオン／セガ・ホールディングス／ホリプロ／フタバ／アクセ

ント／東洋美術学校／住友商事／アメジストワークス／プリンツ 21／ポプラ社／キャ



<資料①> 

6 

 

ラクターショーケース／DMM.COM／ペロリエカンパニー／ダンデライオン・アニメーシ

ョン／リードエグジビションジャパン／キャラクターブランド・ライセンス協会（内、

賛助会員クリエイター7名参加） 

 

⑤香港国際ライセンシングショー2018／ジャパンパビリオン出展対象社説明会 

日程  平成 29年 11月 7日（火）14時 00分～16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 

出席者数 14社（26名） 

 

⑥CBLAグローバル分科会・日本貿易振興機構（JETRO）共催セミナー 

 「海外展開のための商標セミナー」 

日時  平成 29年 11月 29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 

株式会社日本経済広告社 大会議室 

講師 JETRO知的財産課 アドバイザー 杉山哲哉氏 

 

 

（２）マーケティング分科会 

①第 13回マーケティング分科会 

「キャラクター／コンテンツによるエキシビジョンビジネス」 

日時 平成 29年 5月 19日（金）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 ソニー・クリエイティブプロダクツ PEANUTS推進本部 本部長 渡辺恵介氏 

    ソニー・ミュージックコミュニケーションズ MD&プランニングカンパニー 

    営業部部長 皆川孝徳氏 

 

②CBLAマーケティング分科会主催「ライセンシングマッチングフォーラム」 

 ※今年注目のプロパティについて、会員ライセンサー5 社によるプレゼンテーション＆懇親会 

日時 平成 29年 6月 29 日（木）16時 30分～19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 6ホール商談室３ 

    ※ライセンシングジャパン開催期間中に実施 

プレゼンター 株式会社サンリオファーイースト 

        株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイルカン
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パニー 

        株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 

        株式会社タカラトミーアーツ 

        株式会社電通 

 

③第 14回マーケティング分科会 

「スマホ時代－キャラクターライセンスビジネス」 

日時 平成 29年 9月 15日（金）16時 00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 株式会社サイバード 代表取締役社長 内海州史氏 

 

④第 15回マーケティング分科会 

「【君の名は。】から学ぶ映像ビジネス～キャラクターと映像ビジネスについて～」 

日時 平成 29年 12月 5日（火）16時 00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 東宝株式会社 映像本部映像事業部 映像企画室長 古澤佳寛氏 

 

 

（３）クリエイティブ分科会 

①第 11回クリエイティブ分科会 

「スペシャル対談 僕らのセルフプロデュース術」 

日時 平成 29年 2月 28日(火) 14時 00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 

講師 キタイシンイチロウ氏／森チャック氏 

 

②個人クリエイターのためのキャラクタービジネス基礎講座 

「クリエイターのセルフプロデュース術」 

日時 平成 29年 3月 7日(火)～4月 11日（火） 16 時 15分～17時 45 分 

    ※週一回×全 6回 

場所 東京都中央区日本橋 3-6-2 

    アビタス八重洲・セミナールーム 3 

運営 株式会社キャラクター・データバンク 
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③第 12回クリエイティブ分科会 

「フリーランス・クリエイターのセルフディフェンス」 

日時 平成 29年 6月 6日(火) 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  虎ノ門南法律事務所 弁護士 上沼紫野氏 

 

④個人クリエイターのためのキャラクター＆セルフプロデュース術 

日時 平成 29年 6月 29 日(木) 、30日（金）13時 30分～14 時 30分 

場所 東京都江東区有明 3-10-1 

東京ビッグサイト東 6ホール商談室３ 

    ※ライセンシングジャパン開催期間中に実施 

講師 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 

    近藤健祐氏 

 

⑤「クリエイターのためのアニメーション制作講座」 

日時 平成 29年 9月 5日(火)から全 4回開催 18時 30分～20時 30分 

場所 東京都港区北青山 2-10-29 日昭第二ビル 1F  

GLOCAL CAFE 

講師 株式会社ファンワークス ディレクター 松井久美氏／株式会社ファンワーク

ス 代表取締役社長 高山晃氏 

 

⑥第 13回クリエイティブ分科会 

「LINEクリエイタースタンプで成功する秘訣」 

日時 平成 29年 9月 25 日(月) 16時 00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  カンノマサヒロ氏 

 

 

（５）産学連携分科会 

①日本キャラクター大賞 学生部門賞 設立・実施 

募集 平成 29年 5月 1日(月)～31日（水） 専用サイトにて告知運営 

応募  322 作品（32校）参加 

入賞  10 作品 

表彰式 平成 29年 6月 28日 
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場所  東京都江東区有明 3-10-1 

東京ビッグサイト東 6ホール商談室３ 

    ※ライセンシングジャパン開催期間中に実施 

 

②第 3回産学連携分科会 

「日本キャラクター大賞 2018の企画概要協議」 

日時 平成 29年 11 月 22日（水）14 時 00分～16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 

 

 

Ⅱ．セミナー 

（１）インターナショナル・ギフト・ショー 2017 春 セミナー  

「キャラクタービジネスの新潮流～エキシビションビジネスの可能性～」 

日時 平成 29年 2月 8日（水）13時 30 分～15 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 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ 

代表取締役 執行役員社長 古川愛一郎氏 

流通アドバイザー 市川 徹氏 

  <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 

 

（２）ライセンシングジャパン展 

「キャラクタービジネス入門 必ず知っておきたい基礎知識とその活用法」 

日時 平成 29年 6月 28日（水）11時 00分～12時 00 分 

／追加講演：29日（木）17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 会議棟 

講師 キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA） 理事／事務局長  

陸川 和男氏 

 

（３）ライセンシングジャパン展 

「オンラインでシェア→膨大なファンと ゆるっと繋がる。『カナヘイの小動物』に 

学ぶ、コンテンツ力の秘密」 

日時  平成 29年 6月 30日（金）10時 00 分～11時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-10-1 
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東京ビッグサイト 会議棟 

講師 （株）テレビ東京コミュニケーションズ 統括プロデューサー  桔梗 純 

 

（４）インターナショナル・ギフト・ショー 2017 秋 セミナー  

「キャラクター商品市場を牽引する【オトナ女子】層とは 

～調査結果と事例から、その嗜好と消費傾向を探る～」 

日時 平成 29年 9月 7日（木）13時 30 分～15 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 株式会社バンダイ 取締役 飛田尚美氏 

  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）MATRADE Tokyo “Dialog Session” 

「日本におけるキャラクター商品市場の現状」 

日時 平成 29年 9月 19 日（火）9時 30分～11時 30分 

場所 東京都千代田区内幸町１丁目１−１ 

帝国ホテル東京 本館 雅の間 

講師 キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA） 理事／事務局長  

陸川 和男氏 

 

 

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2017 ネットワーク懇親会 

日時  平成 29年 1月 10日（火） 19 時 00分～21 時 00分 

場所  サウスパシフィックホテル香港（南洋酒店） 

参加者  123名 

 

② 第 8回ネットワーク懇親会 

日時  平成 29年 3月 22日（水） 18 時 00分～20 時 00分 

場所  東京都千代田区神田駿河台 2-4-4 サンロイヤルビル 2F 

東京丸鶏 

参加者  82名 

 

③ 第 3回 CBLA 親睦ゴルフコンペ 

日時  平成 29年 10月 26日（木） 

場所  千葉県市原際米原 1639-1 米原ゴルフ倶楽部 
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参加者  26名 

 

④ 第 9回ネットワーク懇親会 

日時  平成 29年 11月 22日（水） 18時 30分～20時 30分 

場所  東京都千代田区神田駿河台 2-4-4 サンロイヤルビル 2F 

東京丸鶏 

参加者  75名 

 

 

Ⅳ．関連業界・他団体・機関等との提携、後援、協力 

（１）インターナショナル・ギフト・ショー春（主催：ビジネスガイド社）後援 

（２）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 

（３）第 12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 

（４）ライセンシングジャパン展（主催：リード・エグジビジョン・ジャパン）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）マレーシア・デジタル・コンテンツ産業界との「懇親会」および「個別商談会」

協力（主催：マレーシア貿易開発公社） 

（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）第 10期キャラビズ塾（主催：キャラクター・データバンク）後援 

（９）第 7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）インターナショナル・ギフト・ショー春 出展 

日時 平成 29年 2月 8日（水）～10 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 

 

（２）ライセンシングジャパン展出展 

日時 平成 29年 6月 28 日（水）～6月 30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 東展示棟 
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（３）日本キャラクター大賞 2017 開催 <表彰式> 

日時 平成 29年 6月 28 日（水） 13時 00 分～14 時 00分 

場所 東京都江東区有明 3-11-1 

 東京ビッグサイト 東展示棟 特設ステージ 

授賞プロパティ（下記参照） 

 
 

（４）インターナショナル・ギフト・ショー秋 出展 

日時 平成 29年 9月 6日（水）～8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 

 

 

以上 

 

受賞プロパティ 受賞企業
グランプリ ポケットモンスター 株式会社ポケモン
ニューフェイス賞 ユーリ!!! on ICE ユーリ!!! on ICE 製作委員会

日本ブランド・ライセンス大賞 グランプリ マーベル ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
プロダクトライセンシー賞 PUTITTO シリーズ 株式会社キタンクラブ
ライセンシング・エージェンシー賞 名探偵コナン 株式会社小学館集英社プロダクション
プロモーション・ライセンシー賞 LUX×初音ミク ユニリーバ・ジャパン株式会社
リテイル賞 ロフト 株式会社ロフト
選考委員特別賞 刀剣乱舞-ONLINE- 株式会社コンテライド
選考委員特別賞 スヌーピーミュージアム 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

日本キャラクター大賞

賞名

部門賞


