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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 30年度 事業報告 

（平成 30年 1月 1日～平成 30年 12月 31日） 

 

１．社員総会 

 

平成 30年度 定時社員総会 

日時     平成 30年 3月 20日（火）16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 

出席者    71名 （社員総数 59名） ※議決権保有正会員社総数：85社 

 

【報告事項】 

第 4期（平成 29年 1月 1日～平成 29年 12月 31日）事業報告 

 

【審議事項】 

第１号議案  平成 29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 30年度事業計画及び平成 30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） 

専務理事：  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） 

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 シニアスペシャリスト） 
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理事：    高山 晃（株式会社ファンワークス 代表取締役）  

理事：    丹羽 信宏（株式会社日本経済広告社 代表取締役専務） 

理事：    平見 由紀夫（株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザ

スタイルカンパニー カンパニーエグゼクティブ） 

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：    間宵 薫（株式会社キデイランド 代表取締役） 

理事：    吉野 壽高（株式会社セキグチ 代表取締役社長） 

監事：    角田 成夫（アテンダ国際特許事務所 代表社員 弁理士） 

 

第 24回通常理事会 

日時     平成 30年 1月 17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 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 13名中 13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2018春」（主催：ビジネスガイド社）後

援協力・出展に関して 

（２）「日本キャラクター大賞 2018」の実施要項について 

 

第 25回通常理事会 

日時     平成 30年 3月 20日（火）17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 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 13名中 13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）新理事紹介挨拶 
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【協議事項】 

特になし 

 

第 26回通常理事会 

日時     平成 30年 5月 30日（水）16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 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 13名中 13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 2018」の結果報告 

（４）ライセンシングジャパン後援および各関連事業に関する結果報告 

（５）クリエイティブエキスポ台湾 2018出展結果報告 

（６）ライセンシングエキスポ 2018視察報告 

（７）ライセンシングエキスポジャパン後援に関する結果報告 

 

【協議事項】 

（１）CBLA親睦ゴルフコンペに関する件 

 

第 27回通常理事会 

日時     平成 30年 7月 17日（火）16時 00分～17時 00分 

場所     東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 会議室 

出席者数   理事現在数 13名中 13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）「インターナショナル・ギフト・ショー2018秋」（主催：ビジネスガイド社）後

援協力・出展に関して 

 

【協議事項】 

特になし 

 



<資料①> 

4 

 

第 28回通常理事会 

日時     平成 30年 9月 19日（水）16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 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 13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）「インターナショナル・ギフト・ショー2018秋」（主催：ビジネスガイド社）後援協

力・出展に関する結果報告 

 

【協議事項】 

（１） LIMAジャパンとの今後の連携スキームに関して 

（２） ライセンシングジャパンへの海外来場者促進サポートについて 

 

第 29回通常理事会 

日時     平成 30年 11月 21日（水）16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 プレゼンテーションルーム 

出席者数   理事現在数 13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 4回 CBLA親睦ゴルフコンペ報告 

（４）チャイナライセンシングエキスポジャパン・パビリオン出展結果報告 

 

【協議事項】 

（１） 次年度事業計画と予算案について 

【審議事項】 

（１） 第 3号議案 平成 31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。 
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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2018 ジャパンパビリオン展開 

会期     平成 30年 1月 8日（月）～1月 10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    ソニー・クリエイティブプロダクツ／アサツー ディ・ケイ ／セキグ

チ／円谷プロダクション／バンダイナムコエンターテインメント／山二／サンバイ

ト・クリエイティブ／テレビ東京コミュニケーションズ／日本アニメーション／フタバ

／カミオジャパン／不易糊工業／ACCENT／ポプラ社／ハル研究所／住友商事／ベネッ

セコーポレーション／Perorine Company／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クリエイティブエキスポ台湾 2018 ジャパンパビリオン出展説明会    

日程     平成 30年 2月 22日（木）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 

出席者数   15社（20名） 

 

③クリエイティブエキスポ台湾 2018 ジャパンパビリオン（クリエイター出展）展開 

会期     平成 30年 4月 19日（木）～4月 22日（日） 

場所     TAIPEI EXPO PARK 

主催     台湾文化部／台湾デザインセンター 

出展者    LEMONA DESIGN(アイザワダイキ)／イドナオミ／歓崎花鈴／スタジオハ

ムノビジョン（さとう純一）／さとねこと／moe.／りんりん／（株）ホリプロ（成田優

介、新屋亜沙美） 

 

④チャイナライセンシングエキスポ 2018 ジャパンパビリオン出展説明会 

日程     平成 30年 6月 5日（火）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 

出席者数   30社（38名） 
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⑤クリエイター賛助会員海外進出事業意見交換会（クリエイティブ分科会共催） 

日時     平成 30年 6月 5日（火）17時 00分～18時 00分 

場所     株式会社日本経済広告社 大会議室 

出席者数   8名 

 

⑥チャイナ・ライセンシング・エキスポ 2018 出展社説明会 

日時     平成 30年 8月 6日（月）15時 30分～16時 30分 

場所     株式会社日本経済広告社 大会議室 

出席者数   18社（22名） 

 

⑦香港国際ライセンシングショー2019 ジャパンパビリオン出展説明会 

日時     平成 30年 8月 6日（月）16時 30分～17時 30分 

場所     株式会社日本経済広告社 大会議室 

出席者数   27社（33名） 

 

⑧チャイナライセンシングエキスポ 2018 ジャパンパビリオン展開（JETRO 共催） 

会期     平成 30年 10月 16日（火）～10月 18日（木） 

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    セキグチ／テレビ東京／ポケモン／アクセント／バンダイナムコエン

ターテインメント／深圳凱達／ポプラ社／ファンワークス／カプコン／東映／リード 

エグジビションジャパン／イマジニア／サンバイト・クリエイティブ／謙信／AKATSUKI

／日本貿易振興機構（JETRO）／キャラクターブランド・ライセンス協会 

 

⑨香港国際ライセンシングショー2019／ジャパンパビリオン出展社説明会 

日時  平成 30年 11月 5日（月）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 25社（32名） 

 

 

（２）マーケティング分科会 

①CBLA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」実施 

※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 30年 4月 5日（木）16時 00分～19時 00分 
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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 会議棟 703会議室     

       ※第 8回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 カミオジャパン株式会社  

       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パニー 

       株式会社セガホールディングス 

       株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ  

       株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 

出席者数   26社（36名） 

         

②第 16回マーケティング分科会 

「Samsung Galaxyのグローバル・コンテンツ販売市場」 

日時     平成 30年 8月 1日（水）15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     韓国・サムスン電子株式会社 部長 

       藝術工学博士・無線事業部・Galaxy Themes プロダクトオーナー 

       元準晧(ウォン ジュンホ)氏  

出席者数   20社（25名） 

 

③第 17回マーケティング分科会 

「マーケティングセミナー」 

日時     平成 30年 9月 5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 

出席者数   39社（46名）  

懇親会    10社（17名） 

 

1.「韓国のキャラクターマーケット講座」 

講師     株式会社タイトー 海外戦略部 林哲煥（イムチョルファン）氏 

2.「来年 2019年 3月 OPEN ムーミンバレーパークとは」 

講師     株式会社ムーミン物語 取締役副社長・上席執行役員 西山 祐介氏 

3.「＜ポプテピピック＞インターネット・メディアで露出されたＩＰライセンシング」 

講師     株式会社竹書房 執行役員 営業局長 竹村 響氏 
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（３）クリエイティブ分科会 

①第 14回クリエイティブ分科会 

「クリエイティブの根っこ」 

日時     平成 30年 3月 20日（火）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     クリエイティブディレクター  青池 良輔氏 

出席者数   26名 

 

②第 8回ライセンシングジャパン CBLAブース  クリエイターコーナー設置 

会期     平成 30年 4月 3日（火）～4月 5日（木） 

場所     東京都江東区有明 3-10-1 

       東京ビッグサイト 

出展者    LEMONA DESIGN(アイザワダイキ)／山口タカ／廣安 正隆 

 

③第 15回クリエイティブ分科会 

「クリエイターのためのアニメーション講座・入門編」 

日時     平成 30年 5月 14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     株式会社ファンワークス ディレクター 松井 久美氏 

出席者数   25名 

 

④クリエイター会員海外進出事業意見交換会（グローバル分科会共催） 

日時     平成 30年 6月 5日（火）17時 00分～18時 00分 

場所     株式会社日本経済広告社 大会議室 

出席者数   8名 

 

⑤第 16回クリエイティブ分科会 

「坂崎千春さんの創作レシピ」 

日時     平成 30年 6月 22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     絵本作家・イラストレーター  坂崎 千春氏 

出席者数   33名 
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⑥第 17回クリエイティブ分科会 

「ガチャの現在、過去、未来」 

日時     平成 30年 9月 13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     株式会社タカラトミーアーツ 事業企画室 コンテンツ課 

        エキスパート 小野尾 勝彦氏 

       株式会社奇譚クラブ代表取締役社長 古屋 大貴氏  

       株式会社電通テック クリエーティブセンター  

シニアクリエーティブディレクター 飯田 雅実 氏 

出席者数   27社（55名）  

 

⑦第 18回クリエイティブ分科会 

「キャラクターとアニメーションの幸せな関係」 

日時     平成 30年 11月 14日（水）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     アニメーション監督&キャラクターデザイナー  イワタナオミ氏 

出席者数   30名 

 

 

（５）産学連携分科会 

①日本キャラクター大賞 学生部門賞 実施 

募集     平成 30年 2月 10日（土）～3月 10日（土）専用サイトにて告知運営 

応募     82作品 

入賞     12作品 

表彰式    平成 30年 4月 4日（水） 

場所     東京都江東区有明 3-10-1 

       東京ビッグサイト 

       ※第 8回ライセンシングジャパン開催期間中に実施 

 

②クリエイティブエキスポ台湾 2018 学生クリエイター出展 

※平成 29年度学生部門賞受賞者招待出展 3名 

会期     平成 30年４月 18日（水）～4月 22日（日） 

場所     台湾花博ＥＸＰＯホール 華山 1914文創園區と松山文創園區 

出展者    千喜良葉月／大木理裟／厚見博基 
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③第 4回産学連携分科会 

「日本キャラクター大賞 2019の企画概要協議他」 

日時     平成 30年 11月 21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 

出席者数   12名 

 

 

Ⅱ．セミナー   

（１）インターナショナル・ギフト・ショー2018春セミナー  

「いま消費者が求めるキャラクター商品とは 

－売場の最新トレンドからみるキャラクター商品動向－」 

日時     平成 30年 2月 7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     株式会社キデイランド 代表取締役 間宵 薫氏 

＜ＭＣ＞   キャラクターブランド・ライセンス協会理事・専務理事 陸川 和男氏 

 

（２）第 8回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 30年 4月 5日（木）10時 00分～11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・ライセンス協会理事・専務理事  陸川 和男氏 

 

（３）第 8回ライセンシングジャパン展 

「コンテンツビジネスにおけるプロモーション戦略とその実例」 

日時     平成 30年 4月 6日（金）12時 30分～13時 30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・クリエイティブプロダクツ コンテンツ事業本部広報

宣伝課チーフ 徳永 祥子氏 

 

（４）インターナショナル・ギフト・ショー2018秋セミナー  

「顧客満足度を最大化する「キャラクターコラボカフェ」のつくり方」 

日時     平成 30年 9月 4日（火）13時 30分～15時 00分 
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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 会議棟 

講師     株式会社レッグス 上級執行役員ライセンスビジネス事業本部本部長  

兼 コンシューマーエンターテイメント部 部長 谷 丈太朗氏 

株式会社トランジットジェネラルオフィス オペレーション事業本部 

オペレーション事業３部 部長  星野 天宏氏 

＜ＭＣ＞   キャラクターブランド・ライセンス協会理事・専務理事 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2018 ネットワーク懇親会 

日時     平成 30年 1月 8日（月）19時 30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） 

出席者数   115名 

 

② 第 10回ネットワーク懇親会 

日時     平成 30年 3月 20日（火）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 

出席者数   85名 

 

③ 第 4回 CBLA親睦ゴルフコンペ 

日時     平成 30年 10月 25日（木） 

場所     千葉県市原際米原 1639-1 米原ゴルフ倶楽部 

出席者数   26名 

 

④ 第 11回ネットワーク懇親会 

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

場所     東京都千代田区神田錦町 3-20 錦町トラッドスクエア 1F 

       グッドモーニングカフェ錦町 

出席者数   87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
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（主催：キャラクター・データバンク）後援 

（３）第 13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）第 8回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）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 

（６）第 11期キャラビズ塾（主催：キャラクター・データバンク）後援 

（７）第 8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 

（８）レジャージャパン 2018（主催：TSO International）後援 

 

 

Ⅴ．広報・啓蒙活動 

（１） インターナショナル・ギフト・ショー2018春出展 

日時     平成 30年 1月 31日（水）～2月 3日（土）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）第 8回ライセンシングジャパン展出展 

会期     平成 30年 4月 4日（水）～4月 6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 

 

（３）日本キャラクター大賞 2018開催 <表彰式> 

日時     平成 30年 4月 4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 
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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2018秋出展 

日時     平成 30年 9月 4日（火）～9月 7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 

 

賞 受賞プロパティ 受賞企業

日本キャラクター大賞 グランプリ 怪盗グルーシリーズ NBCUniversal Brand Development

日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞 スナックワールド 株式会社レベルファイブ

日本ブランド・ライセンス大賞 グランプリ LISA LARSON 株式会社トンカチ

プロダクト・ライセンシー賞 加湿王ゴジラ 株式会社シャイン

ライセンシング・エージェンシー賞 Where's Wally?（ウォーリーをさがせ！）
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 カンパニー

プロモーション・ライセンシー賞 HUNGRY DAYS 日清食品株式会社

リテイル賞 ITS'DEMO 株式会社ファッションクロス

選定委員特別賞 リカちゃん 株式会社タカラトミー


