第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム（ＡＢＰＦ）一般参加法人・団体・個人募集
一般社団法人日本動画協会
アニメビジネス・パートナーズフォーラム事務局

第6期｢アニメビジネス・パートナーズフォーラム｣
アニメ産業・異分野・異業種産業が連携して、新ビジネス・海外展開・地方創生、
2020年に向けたクールジャパン・ビジネス成功への潮流創造セミナー・シリーズにご参加を。
アニメビジネス・パートナーズフォーラム（ABPF）は、日本動画協会主催により、会員社のアニメ企業と一般参加のABPF
会員の間でのビジネスマッチングを目指すフォーラムです。
第6期ABPFでは、2016年5月～8月に全15回のシリーズにてアニメ企業と関連業界の各社がセミナーでプレゼンを実施
すると共に、日本動画協会ならびにABPF事務局がアニメ×異業種・新ビジネス開発に向けたマッチングをサポートいたします。
異分野メディアコンテンツ、製造・流通・サービス等異業種企業、地方公共団体の方等で、これまでにアニメビジネスに関わ
られてきた方、また、これからアニメ業界と共に新しいビジネスに取り組んでみたいと考えられている方など、広く本フォーラムにご
参加を頂ければ幸いです。
【第6期ABPF 活動概要】

ABPF参加異分野・異業種企業・団体等会員様
日本動画協会会員社他、
アニメ制作・製作企業、
アニメ産業関連企業からの
プレゼンテーション

2020年オリンピック・パラリンピックの
インバウンド効果に向けた
新ビジネス・海外展開・
地方創生の潮流の創造

ABPF参加、その他の
異分野・異業種企業、
政府、行政、公共団体からの
プレゼンテーション

日本動画協会員社：アニメ制作・製作企業、アニメ産業関連企業
【第6期ABPFの特長】
◆ 最先端のアニメビジネス動向を学べるセミナーでの各種プレゼンを実施
◆ 登壇者と参加者の間での名刺交換を行い、アニメ業界の第一線で活躍する企業・人材とのマッチングの機会を提供
◆ ABPF事務局・日本動画協会事務局が、参加者と日本動画協会会員社等アニメ企業とのマッチングをサポート
◆ 今後のアニメ業界でのインバウンド施策を検討する研究会を傍聴可能

ABPF公式WEBサイト内の申込フォームにて第6期会員登録を受付中※締切 5月9日（月）

ABPF公式WEBサイト⇒ http://abpf.jp
第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム開催概要
■第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム開催概要
開催期間：2016年5月18日（水）～8月31日（水） 毎週水曜日 16：00～18：00 合計15回
会 場
：富士ソフト、慶應義塾大学三田キャンパス、ジェトロ会議室 等
テーマ
：2020年オリンピック・パラリンピックのインバウンド効果に向けた
新ビジネス・海外展開・地方創生の潮流の創造
参加費
：（１）新規一般会員
法人会員：1口 9万円 ／ 個人会員：1口 4万円
（２）第1期～第5期ABPF会員・公共団体・協力団体からの参加社
法人会員：1口 7万円 ／ 個人会員：1口 3万円
※法人会員は4名様まで参加可能、個人会員はご本人1名様のみ参加可能です。

第1期～5期ABPF詳細はＷＥＢサイト http://abpf.jp/ をご確認ください。
＜詳細・お問い合わせは・・・・＞
アニメビジネス・パートナーズフォーラム事務局（株式会社キャラクター・データバンク内）飯澤・陸川（いいざわ・りくかわ）
電話：03-5776-2061 e-mail ： info-abpf@charabiz.com

第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム（ＡＢＰＦ）プログラム
■第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラムの開催体制
主催
特別協力
協力
運営

日本動画協会 ｜ 後援 経済産業省｜内閣府 知的財産戦略推進事務局
日本貿易振興機構（ジェトロ）｜CiP協議会 ｜クールジャパン官民連携プラットフォーム
秋葉原観光推進協会｜映像産業振興機構｜キッズデザイン協議会｜キャラクターブランド・ライセンス協会｜ CANVAS｜コンテンツ東京｜
新産業文化創出研究所｜ジャパン・フィルムコミッション｜デジタル教科書教材協議会｜デジタルコンテンツ協会｜デジタルサイネージコンソーシアム｜
日本音楽制作者連盟｜日本オンラインゲーム協会｜日本商品化権協会｜モバイル・コンテンツ・フォーラム｜融合研究所｜ユニジャパン （50音順）
キャラクター・データバンク｜ヒューマンメディア

■会場
富士ソフト・アキバホール／富士ソフト・アキバシアター（東京都千代田区神田練塀町３ 【アキバホール＝5F、アキバシアター＝2F）
慶應義塾大学三田キャンパス東館ホール／北館1階ホール（東京都港区三田2-15-45）
ジェトロ会議室（東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル）

■第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム プログラム（各回16時～18時開催）
日程

会場

プログラム
■ アニメ製作委員会の構造とキッズアニメのしくみ
CiP協議会 亀山泰夫 氏

5月18日
（水）

富士ソフト
アキバプラザ
5階アキバホール

■ アニメ・キャラクターライセンスビジネスのしくみ
キャラクター・データバンク 陸川和男 氏

■ アニメ情報はどのように広がっていくのか
アニメ！アニメ！編集長 数土直志 氏

5月25日
（水）

慶應義塾大学
三田キャンパス東
館8階ホール

■ アニメファンに向けたライセンス活用とその効果の分析
シェアコト アニメコンテンツマーケティング
ソーシャルメディアマーケティング / プランナー 武者慶佑 氏

概要
アニメビジネスの基礎知識として、ファン向けアニメ作品・
子供向けアニメ作品が、それぞれどのように作られている
のかを解説します。
アニメビジネスの基礎知識として、アニメ・キャラクターライ
センスのビジネス構造を解説すると共に、ライセンスの使
用方法をお伝えします。

アニメビジネスの基礎知識として、アニメの情報、アニメと
コラボしたビジネスの情報がどのようにメディアに取り上
げられて広がっていくかを解説します。

アニメビジネスの基礎知識として、アニメファンのSNS上で
の行動の分析結果を紹介すると共に、マーケティング手
法をお伝えします。

■「あにめたまご2016」制作作品の異業種活用展開

6月1日
（水）

富士ソフト
アキバプラザ
2階アキバシアター

「あにめたまご2016」運営事務局 垰田浩一 氏
シグナル・エムディ プロデューサー 櫻井圭記 氏
STUDIO4℃ プロデューサー 荻原知子 氏
手塚プロダクション プロデューサー 大澤宏志 氏
武右ェ門 代表取締役/プロデューサー 髙山清彦 氏

■ アニメ活用の新展開「夏目友人帳×Sound Theatre」
アハバ クリエイティヴ パーティー
代表取締役 クリエイティブ ディレクター 大塚健太郎 氏

■ 海外向け日本のアニメ・マンガメディアの動向（１）
6月8日
（水）

ジェトロ
5階展示場

6月15日
（水）

ジェトロ
5階会議室

アニメコンソーシアムジャパン 野村心之介 氏
Tokyo Otaku Mode 事業開発室 プロデューサー 坂入広和 氏
ブックウォーカー 常務取締役 橋場一郎 氏

文化庁・平成27年度若手アニメーター育成プロジェクト「あ
にめたまご2016」から生まれた作品の今後の展開と、異
業種と連携することでのビジネスの可能性をお話をいた
だきます。

アニメ「夏目友人帳」を題材に声優が朗読を行った
「Sound Theatre」の事例から、新感覚・音楽朗読劇の成
果と今後の協業の可能性についてお話を頂きます。
日本国内を拠点として、海外向けに日本のアニメ・マンガ
を放送、配信、ライセンス展開する事業者が集い、それぞ
れのメディアや事業の、各エリアでの展開を語り合います。

■ 海外向け日本のアニメ・マンガメディアの動向（２）
クランチロール 日本法人代表 ヴィンセント・ショーティノ 氏
クランチロール 事業開発部長 斉田秀之 氏
WAKUWAKU JAPAN マーケティング部 部長 山口裕二 氏
ビリビリ 日本法人代表取締役 丁寧 氏

■ 「モンストアニメ」スマートフォンゲーム発アニメの連動展開
ウルトラスーパーピクチャーズ プロデューサー 平澤直 氏

6月22日
（水）

ジェトロ
5階会議室

慶應義塾大学
三田キャンパス
北館1階ホール

スマートフォンゲーム「モンスターストライク」のYoutubeで
のアニメ配信についてお話いただくと共に、アニメ×ゲー
ムの展開においてどのようなビジネスの可能性があるか
を解説いただきます。

手塚プロダクション 著作権事業局 局長 清水義裕 氏

「手塚治虫」作品を原作とした国内外への映像ライセン
スの広がりと手塚プロダクションのライセンス展開をご紹
介いただきます。

■「SHOWBYROCK!!」のキャラクタービジネス×アニメ放送の展開
サンリオ ライセンス事業本部 土屋孝之 氏
ボンズ プロデューサー 渡辺マコト 氏

キャラクタービジネスを主眼にメディアミックス展開を行っ
た作品について、アニメ展開がどのような影響を与えたか
をお話いただきます。

■手塚プロダクションの国内外ライセンス展開

6月29日
（水）

海外を拠点として、海外向けに日本のアニメ・マンガを放
送、配信、ライセンス展開する事業者が集い、それぞれの
メディアや事業の、各エリアでの展開を語り合います。

■ 55周年を迎えるタツノコプロのキャラクタービジネスの戦略と
今後の展開について
タツノコプロ 代表取締役社長 桑原勇蔵 氏

タツノコプロが保有するアニメ/キャラクターの権利を利用いた
だくライセンス展開の現状をご紹介すると共に、当社の今後
の展開についてご説明いたします。

第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム（ＡＢＰＦ）プログラム
■第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム プログラム（各回16時～18時開催）
日程

7月6日
（水）

会場

プログラム

概要

慶應義塾大学
三田キャンパス
東館8階ホール

■ 地方アニメイベントの紹介
京都市「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2016」
・京都市産業観光局新産業振興室 コンテンツ産業振興課長 後藤司 氏
埼玉県「第4回アニメ・マンガまつり in 埼玉（アニ玉祭）」
・埼玉県産業労働部観光課 主幹 内田浩明 氏
・埼玉県産業文化センター 安部悠樹 氏
新潟市「第7回にいがたアニメ・マンガフェスティバル（がたふぇすVol.7）」
・「がたふぇす」総合プロデューサー/
新潟市マンガ・アニメ情報館及び新潟市マンガの家 統括館長/
同人誌即売会「ガタケット」事務局代表 坂田文彦 氏
・新潟市文化スポーツ部 文化政策課マンガ・アニメチーム
副主査 田巻圭吾 氏

日本全国、様々な地域で行われるアニメイベント。各イベ
ントの主催者から出展のご案内をいただくとともに、各地域
ごとの展開の可能性をお話いただきます。

■ 「声優業界・新世代ビジネス」～無声映画から落語まで～

7月13日
（水）

慶應義塾大学
三田キャンパス
北館1階ホール

81プロデュース 代表取締役社長 南沢道義 氏
81プロデュース 声優 箸本のぞみ 氏
81プロデュース 声優 蒔村拓哉 氏

■ 「おそ松さん」に見る女性ファン市場とぴえろ新作の紹介
ぴえろ 営業統括執行役員 上田憲伯 氏

■ Production I.GがVR市場を目指す理由
～劇場アニメ『攻殻機動隊 新劇場版』のVR展開～
7月20日
（水）

慶應義塾大学
三田キャンパス
北館1階ホール

Production I.G 企画本部長 郡司幹雄 氏

■ タイ・バンコクに広がる日本コンテンツ、アニメイトバンコクの展開
アニメイト 海外事業部部長代理 兼 animate JMA CEO 外川明宏 氏

アニメと深く関わっている声優業界が新たに取り組むライ
ブビジネスとして、「無声映画」や「落語」に声優が声をあて
る、新たな展開を紹介いただきます。

大ヒットした「おそ松さん」の事例から女性アニメファン市場
を解説すると共に、スタジオぴえろの新作を紹介いたしま
す。
劇場アニメ『攻殻機動隊 新劇場版』のVR展開をご紹介す
るとともに、Production I.GがVR市場を目指す理由を語りま
す。
タイへの大規模な日本コンテンツ展開として、開店初日に
4000人が来店したアニメイトバンコクの現状と狙いをお話
いただきます。

■ アニメ・マンガのインバウンド市場研究会（１）

7月28日
（木）

ジェトロ
5階展示場

8月3日
（水）

慶應義塾大学
三田キャンパス
北館
3階大会議室

・座長 / 日本アニメーション 代表取締役社長 石川和子 氏
・副座長 / 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授 中村伊知哉 先生
・サンライズ 代表取締役社長 宮河恭夫 氏
・アニプレックス コーポレートアドバイザー 植田益朗 氏
・Tokyo Otaku Mode 事業開発室 プロデューサー 坂入広和 氏
・ビリビリ クロスメディア事業部 部長 安倍孝二 氏
・秋葉原観光推進協会（ATPA） 理事/事務局長 泉登美雄 氏
・日本貿易振興機構（JETRO） サービス産業部 部長 北川浩伸 氏

訪日観光客の12.8％が、客単価1万2407円のマンガ・アニ
メ・キャラクター関連商品を購入しているとの観光庁の調査
から、現状でも300億円以上と推計されるアニメ・マンガの
インバウンド市場の拡大に向けて、現状の施策・事例の把
握を行います。

■ 地方×アニメのコラボによる観光・ビジネス
ジャパン・フィルムコミッション 関根留理子 氏
■ スマートフォンアプリ『舞台めぐり』による地方活性化
ソニー企業 事業開発室 コンテンツツーリズム課 「舞台めぐり」チーム代表
シニアプロデューサー 安彦剛志 氏

地方でのアニメとの協業による観光・サービス・グッズ開発
などの多面的な展開について紹介をいただきます。

■ アニメ・マンガのインバウンド市場研究会（２）
8月10日
（水）

8月24日
（水）

ジェトロ
5階展示場

・座長 / 日本アニメーション 代表取締役社長 石川和子 氏
・サンライズ 代表取締役社長 宮河恭夫 氏
・トムス・エンタテインメント 特別顧問 吉田力雄 氏
・Tokyo Otaku Mode 事業開発室 プロデューサー 坂入広和 氏
・ビリビリ 日本法人代表取締役 丁寧 氏
・秋葉原観光推進協会（ATPA） 理事/事務局長 泉登美雄 氏

劇場・ビデオ等の映像コンテンツそのもののインバウンド
商品・サービス展開や、インバウンド向けグッズ・イベント
等の開発、ツアー等の開発に向けた、個々の提案を行い
ます。

■ アニメＣＭを活用する企業のイメージ戦略
・スタジオコロリド 取締役・ファウンダー 宇田英男 氏
・POPS クリエイティブディレクター 田中淳一 氏

スタジオコロリドが制作する、ファスナー企業YKKのアニメ
CM。アニメを使って企業ブランドメッセージを全世界に向け
て伝えていく活動について伺います。

ジェトロ
9階BCD会議室

■キャラクターライセンスの海外展開事例と手法
テレビ東京コミュニケーションズ 経営管理本部 企画部長 西野祐人 氏

LINEスタンプを中心に大ヒットした「カナヘイの小動物」の
海外展開事例や、国内キャラクターの海外展開を意図した
マッチングサービス「キャラクター・ショーケース」に寄せら
れる海外企業のニーズなどをご紹介します。

■ アニメ・マンガのインバウンド市場研究会（３）

8月31日
（水）

ジェトロ
5階展示場

・座長 / 日本アニメーション 代表取締役社長 石川和子 氏
・司会 / CiP協議会 亀山泰夫 氏
・サンライズ 代表取締役社長 宮河恭夫 氏
・トムス・エンタテインメント 特別顧問 吉田力雄 氏
・Tokyo Otaku Mode 事業開発室 プロデューサー 坂入広和 氏
・ビリビリ 日本法人代表取締役 丁寧 氏
・秋葉原観光推進協会（ATPA） 理事/事務局長 泉登美雄 氏
・日本貿易振興機構（JETRO） サービス産業部 部長 北川浩伸 氏

※ 8月31日（水）【18:30～20:30】に懇親会実施

個々の施策を連動することによる全体の販促に向けて、産
業界横断の連携を考えます。参加者：アニメ製作会社・ビ
デオメーカー・配給会社・出版社・小売・旅行会社・海外向
けメディア等。

第6期ＡＢＰＦ インバウンド市場研究会 詳細資料
第6期アニメビジネス・パートナーズフォーラム「アニメ・マンガのインバウンド市場研究会」の詳細
（1）開催趣旨
第６期アニメビジネス・パートナーズフォーラム（ABPF）では「アニメ・マンガのインバウンド市場研究会」を開催いたします。
本研究会では、現状、1973万人の訪日観光客の12.8％が、客単価1万2,407円のマンガ・アニメ・キャラクター関連商品を
購入しているとの観光庁の調査を受けて、現状でも300億円以上と推計されるアニメ・マンガのインバウンド市場を拡大するため
の検討を行い、映像コンテンツそのもののインバウンド商品・サービス展開、インバウンド向けグッズ・イベント等の開発、
ツアーと連動した全体の販促、など、アニメ産業界横断での連携を進めます。
この研究会は、委員会形式の研究会として3回シリーズで開催し、テーマ関係者に参加をいただくとともに、
第6期ABPF参加の一般会員が傍聴可能な形式で開催します。
（2）研究会の日程と参加者等
■開催日程
2016年7月後半～8月末のうち3日間（7/28、8/10、8/31開催） 開会：16:00-終了：18:00
■参加者
・座長：石川和子（日本アニメーション 代表取締役社長）
・副座長：中村伊知哉（慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授）
・指名による参加者：事務局からの指名で、アニメ製作会社・ビデオメーカー・配給会社・出版社・書店・小売や、
旅行会社・イベント会社・地方公共団体・旅行会社等に参加いただきます
・第6期ABPF参加一般会員：第6期ABPF参加一般会員には研究会を傍聴いただく形でご参加をいただきます。
（3）研究会プログラム
「アニメ・マンガのインバウンド市場研究会」は、現状でも300億円以上と推計されるアニメ・マンガのインバウンド市場を
拡大するための産業界横断の連携の仕組みを、映像コンテンツそのもののインバウンド商品・サービス展開、
インバウンド向けグッズ・イベント等のアニメ・マンガ活用ビジネスの開発、地方のアニメ・マンガの聖地訪問含めたツアーと
連動した全体の販促から、3回の工程で進めてまいります。
《第1回「現状の共通認識」》
現状でも300億円以上と推計されるアニメ・マンガのインバウンド市場は、「だれが」「何を」「どこで」「いつ」購入しているのか？
他分野、食品・家電・化粧品等と比べ、何が強みで、何が足りないのか？
◆第1回テーマ
・劇場・ビデオ等の映像コンテンツそのものの訪日観光客向けの販売
アニメ・マンガ・キャラクターの権利者・版元は、国内のインバウンド需要をどのようにとらえているか？
訪日観光客向け劇場上映、放送・配信、コンテンツ製品等の事業化は行われているか、その課題は？
・訪日観光客向けアニメ・マンガ・キャラクター関連商品・サービス展開
関連商品売場の現状：アニメ・マンガ・キャラクター関連専門店、免税品店、秋葉原等
アニメ・マンガ・キャラクター関連イベント・施設への訪日観光客来場状況
・アニメ・マンガの聖地訪問含めたツアー誘客
アニメ・マンガをテーマとしたツアーの催行、アニメ・マンガの聖地訪問含めた訪日観光客の受け入れ
《第2回「個別事業の開発・拡大・販促の提案」》
第1回で共通に認識した、現状と課題に対して、それぞれの立場から、個別事業の開発・拡大・販促の提案をいただきます。
◆第1回テーマ
・劇場・ビデオ等の映像コンテンツそのものの訪日観光客向けのビジネス
国内での訪日観光客向けのアニメ・マンガ・キャラクター需要に対する商品開発やライセンスの在り方
訪日観光客向け劇場上映、放送・配信プログラム、コンテンツ製品の開発・拡大・販促の提案
・訪日観光客向けアニメ・マンガ・キャラクター関連商品・サービス販売の開発・拡大・販促の手法提案
アニメ・マンガ・キャラクター関連専門店、免税品店、空港ショップ等
アニメ・マンガ・キャラクター関連イベント・施設への訪日観光客誘致の開発・拡大・販促の手法提案
・アニメ・マンガの聖地訪問含めたツアー誘客
アニメ・マンガをテーマとしたツアー催行の開発・拡大・販促の手法提案
アニメ・マンガの聖地訪問含めた訪日観光客の受け入れ体制の開発・拡大・販促の手法提案
《第3回「産業界横断の連携の仕組みと全体の販促の目標設定」》
第2回で個別に提案された事業の開発・拡大・販促の手法について、業界横断の連携の仕組みを考え、
2020年に向けた全体の販促の目標を設定し、訪日観光客によるアニメ・マンガ・キャラクター関連購入を現状の10倍の
3千億円程度にするためのしくみの検討を行う。
◆第3回テーマ
・海外への情報提供、現地でのアニメ・マンガをテーマとしたツアー催行の開発・拡大・販促の手法
訪日意欲を促進し、ツアー参加するためのしくみを、中国、アジア、米国、欧州ごとに検討
・訪日観光客に対する国内での情報提供、アニメ・マンガの聖地訪問含めた地方等巡回できるツアーのしくみ、
ツアーにアニメ・マンガ体験サービスや、アニメ・マンガお土産品購入を組み込むしくみ
・訪日観光客に対するアニメ・マンガ・キャラクター関連の劇場上映、放送・配信プログラム、コンテンツ製品
イベント・サービスの購入・利用に対するポイント制度等販促のしくみ（免税品店、空港ショップ等小売、等）

