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           クールジャパンフロント研究会 研究会活動資料     2013.12.17 

～キャラクターメモリアルパーク～外国人対応商店街～ 

クールジャパンによるまちづくり計画が関西国際空

港の隣、りんくうタウン大阪府公園用地でスタート致

します。訪日外国人などを対象とした外国人に好まれ

る、また外国人に知ってもらいたい日本のクール(カッ

コいい)を集めたジャパンストリート(国際戦略商店

街)やジャパンモール(商業施設)を建設し、周辺の公園

部分には国際的に人気の高い漫画やアニメ、ゲームな

どのキャラクターメモリアルパーク(様々な記念日を

テーマに)と日本でも数少ない国際イベントの開催を

実現する屋内外の大型イベント会場、外国人のための

交通宿泊支援機能などの 4 機能を配置しようとするものです。 

(1)外国人観光客(インバウンド)を対象とした商店街(ジャパンストリート) 

(2)屋外大規模イベント会場、屋内イベント会場(ミュージアム、葬祭セレモニー場) 

(3)キャラクターメモリアルパーク（漫画アニメゲーム特撮キャラクター記念公園・墓地） 

(4)外国人観光客支援格安宿泊機能、国際バスターミナル、シャトルバスターミナル) 

クールジャパンフロント研究会とはオープンイノベーションの場として本計画を 1 社や 1 業種で実現できないも

のを複数の異分野のアライアンスなどを促進し、関連するビジネスや技術、コンテンツ、店舗などの産業創出、集客

施設開発、まちづくり、人材育成などのプロジェクトに結び付けていくものです。研究会は大阪と東京で開催し、そ

の中から今春の大阪府の実施するプロポーザルに参加するチームを組成していくこととなります。 

研究会の構成者としてはまちづくりの主体となる不動産デベロッパーや商業施設事業者、流通業、投資家の皆様を

中心としてその建築や設計支援の方々、クールジャパンストリート(商店街)などのテナント、事業者、運営者、支援

者となる漫画・アニメ・ゲーム・特撮などのキャラクターの著作や権利を保有するコンテンツ産業やその関連商品や

サービス事業者、また地域産品、伝統工芸、情報通信、エレクトロニクス、先端技術、食品、飲食、ファッション、

観光レジャー、娯楽、メ

モリアル関係、媒体、金

融などの業界の皆様を

予定しております。 

 集客や話題作り、ビジ

ネス性を高める方法と

して「キャラクターメモ

リアルパーク」と関連ビ

ジネスの創造も行いま

す。これはコンテンツス

トーリーの中の様々な

記念日や著者や製作の

記念日をお祝いする、供

養する公園とイベント

会場、ミュージアムを作
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ります。著者の生誕や没後周年行事、キャラクターの誕生日や結婚式と記念碑公園、死亡したキャラクターをファン

などが供養する葬儀(イベント)や墓地や記念碑のほか神格化したキャラクターの神殿や寺院などをテーマとしたユ

ニークな公園とミュージアム計画であり、世界に一つだけの公式キャラクターの記念日の観光公園となります。 

 本計画は関西空港などを利用する外国人にも多言語異文化対応できる様々な先端技術や調査分析機能を駆使した

クールジャパンのテーマパークと商業文化施設として商材やサービス、イベントの情報を国内外に発信し、来街者な

どにマーケティング的なプロモーション及び国別ターゲットリサーチ、情報提供、商品開発、そしてクールに日本商

品を販売、体験してもらい、参画企業や商品の国際的な事業展開にも結び付けていくものです。（日本初の外国人観

光客向けのまちづくりである調査、プロモーション、販売、開発支援の機能付き） 

 この研究会の活動は大阪と東京で開催しています。第 1 部としてこれまで説明会に参加できなかった初回参加者

向けのセミナーと第 2 部としてセミナーや参加者間のオープンイノベーションのワーキング部会を開催致します。 

研究会で本事業をご理解いただき、異分野の連携などを通じて、計画実施を行うグループを作り出すものです。大阪

府が計画地で事業を行おうとする事業者(不動産デベロッパー)向けに用地の定期借地契約の公募を今春以降に実施

いたします。この応募者、そして参画者としての入居テナント、販売グッズメーカー（卸）、コンテンツホルダー、

イベント実施者、クラウドファンディング事業者、投資家などの最適なマッチングを促進するものです。参加者から

の提案やプレゼンテーションも募集をしております。 

【研究会】 

クールジャパンフロント研究会は、政府のクールジャパン戦略やインバウンド観光振興に併せて日本の漫画・アニ

メ・ゲーム、音楽などのポップカルチャーや食、伝統工芸、伝統芸術、ファッション、その他文化や先端技術の国際

展開と訪日観光促進、関連業界振興と異分野連携の促進をリアルなこのクールジャパンフロント(りんくうタウン)と

バーチャルなネット環境で実現することを目的としています。そのひとつにはジャパンストリートとともに漫画アニ

メなどをテーマとしたメモリアル公園があります。公園やイベントのテーマとして墓地や葬儀のほか、漫画アニメゲ

ームの異分野連携での展開企画を国内外に情報発信します。その事業計画や施設計画の推進を行う事業体を組成する

ため情報発信やアライアンス促進、ビジネス支援なども研究会とその部会の役割となります。研究会はオープンプラ

ットフォームとしてどなたでも参加できるものですが、事業をイメージし実際の事業体に相応しいビジネスメンバー

のみのクローズドなプロジェクトにも誘導していくこととなります。 

活動は大阪と東京で定期的に開催しセミナーやワーキング、勉強会を通じて現実性の高いプロジェクト誘導を行いま

す。様々な参考となる施設や企業訪問などの見学会や体験会も開催を予定しています。 

■大阪府の計画用地 11 ヘクタール用地を民間へ定期借地して民間運営してもらう公募(今春)へ応募して頂きます。

■本研究会メンバーより応募チームを組成いたします。（単独応募も可能） 
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資料 1   経済産業省のクールジャパン施策のファンド投資イメージ(経済産業省 HP より) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 クールジャパンフロントの考え方 
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資料 3 クールジャパンフロントのゾーニングイメージ (イベント会場では結婚式なども実施) 

 

ジャパンストリートでは伝統工芸やポップカルチャー、先端技術などの展示販売、国際調査などを実施。 

(1) 外国人観光客(インバウンド)を対象とした商店街(ジャパンかストリート) 
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ジャパンストリートの店舗や商品、イベントのコーディネートには全世界で開催されるジャパンエキスポ等の海外主

催者ネットワークの協力のもとにも展開します。（海外目線の品揃え、店舗コンプレックス） 

資料 4 クールジャパンストリートの店舗イメージ① 

 

資料 5 クールジャパンストリートの店舗イメージ② 漫画アニメ業界とのコラボ店舗（アニめし屋他） 
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（外国人対象商店街、ショールーム、マンガ喫茶、コンテンツ媒体、伝統工芸、食、ファッションほか） 

 

資料 6 機能イメージ ＬＣＣ等に対応した格安、短時間利用の宿泊機能から外国人向け観光バス乗場 

（宿泊所、総合バスターミナル・定期バス・観光バス・空港シャトル・周辺ホテルシャトルほか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 7 地域活性店舗×クラウドファンディング （ファンの寄付や投資による市民参加型） 
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資料 8 キャラクターの葬儀や墓地のイメージ(過去事例より) 
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キャラクターの葬儀や墓地、記念碑などはファンの手によって供養されるクラウドファンディングを採用します。 
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その他のキャラクター例  国際的に葬儀や墓地の費用負担を募集します。 

 
 

資料 9 オリジナルコンテンツ(スピンアウト作品等)や連動したオリジナル店舗(ショッカーバー) 

ＡＲＧやオリジナルコンテンツとまちの中の店舗や施設を連動した物語性のあるプロモーションを実施 
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資料 10 国際航空会社や空港との連携事例 

 
 

資料 11 大イベント会場でのイベントイメージ  

 (海外の日本コンテンツコンベンション主催者と連動した国内版ジャパンエキスポも企画中) 
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●本研究会（地域コンソーシアム）は、経済産業省の『クールジャパンの芽』プロデューサー人材派遣事業に採択済。 

●研究会   参加費  : 無 料     参加資格   事業コンソーシアム形成に寄与できること 

     クローズドなコンソーシアム形成時には、企業間の機密保持契約（ＮＤＡ）をすることもございます。 

     最適なチーム形成のために事務局の判断で参加者を限定することがございます。 

     参加者名簿（社名等で連絡先は不記載）を参加者間のほか WEB 等に、公開を致します。 

●これまでの開催と今後の予定 (平成２５年度)  ※初回参加者向け説明会にも二回目以降の方もご参加いただけます。 

  6 月 21 日(金)  190～21:00    東京(秋葉原) 漫画家関係者セミナー 

 7 月 18 日(木) 13:30～15:30 大阪(中之島) 説明会&セミナー 

 7 月 31 日(水) 16:30～18:00 大阪(りんくうタウン) 説明会&セミナー 18:00～交流会 

 8 月 9 日(金) 14:00～15:30  東京(秋葉原)日本動画協会説明会&セミナー 16:30～18:00 東京(秋葉原)説明会&セミナー18:00～交流会 

 8 月 29 日(木) 15:00～17:30 大阪(りんくうタウン) 説明会&研究会部会 17:30～交流会) 

 9 月  9 日(月) 14:00～16:30 大阪(りんくうタウン) 研究会部会&現地見学会 

  9 月 13 日(金) 15:00～17:30 東京(秋葉原)  説明会&セミナー、部会 17:30～交流会 

 9 月 18 日(水) 14:00～15:30 東京(秋葉原)  説明会(初回参加者向け) 16:00～18:00  東京(秋葉原) セミナー(秋葉原 cafe) 

 9 月 25 日(水)  13:00～16:30 大阪(りんくうタウン) (13:00～初回参加者説明)14:15 よりワーキング 

10 月 3 日(木)  13:00～16:30 大阪(りんくうタウン) (現地見学会含む) 16:30 より簡単な交流会 

  10 月 7 日(月)  16:00～18:30  東京(秋葉原) 初回参加者向け説明会+分科会セミナー 18:30～ 交流会 

 10 月 11 日(金) 13:00～16:30 大阪 初回参加者向け説明会と現地見学会 研究会部会(参加企業プレゼン)16:30～交流会 

10 月 15 日(火)  14:00～16:00 東京(秋葉原)分科会まちづくり建築ワーキング（開始 1 時間初回参加者説明会） 

10 月 22 日(火)  16:00～18:30 東京(秋葉原) 開始 1 時間は初回参加者向け説明+セミナー18:30～交流会 

 10 月 30 日(水)  13:00～15:00 大阪市内（中ノ島）初回参加者向け説明会中心 （14:30～イベント部会） 

11 月 12 日(火)  13:00～15:00 大阪（りんくうタウン）初回参加者向け説明会と現地見学会 15:10～16:00  研究会セミナー 

11 月 27 日（水）11:00～12:00 大阪りんくうタウン現地見学会 17:00～19:00  研究会イベント部会 

12 月３日（火） １２月１７日（火）各日 13:00～16:30  大阪りんくうタウン大阪 初回参加者向け説明会と現地見学会 研究会部会 

●本研究会とプロジェクトの事務局 

（株）新産業文化創出研究所 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX4F  TEL03-5297-8200  FAX03-5297-8203 

e-mail ⇒ pr@icic.jp  担当:瀬川  

●専用のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを作成準備中 仮ｻｲﾄ 

⇒http://www.icic.jp/cooljapan.html 

●専用の facebook ﾍﾟｰｼﾞはクールジャ

パンフロント研究会で検索下さい 

⇒http://on.fb.me/15nAIxg 

●配布のアンケート用紙に研究会参加の意思、

また希望の分科会、参加ポジションなどをご

記入下さい。Web からもご回答いただけます。 

⇒http://bit.ly/cooljpn_question 

 


