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Ⅰ . 総 括 的 概 要  
平成 29年度は一般財団法人に移行して 7年目。設立趣旨である「『衣食住』の枠を超えた豊か

な生活文化の創造・発展」に向けて、賛助会員企業を中心に、「顕彰事業」、「情報発信事業」、

「地域振興事業」をはじめとした当協会の幅広い事業を通じた社会貢献活動に積極的に取り組ん

できた。あわせてこれまで以上に事業の効率的な運営に努めた。主な内容は以下のとおり。 

（１） 顕彰事業 

平成 30年 3月 5日(月)、418名の参加者を得て、「日本クリエイション大賞 2017」ならびに 

「第 15回シネマ夢倶楽部表彰」の顕彰を合同で行った。 

① 本年度の日本クリエイション大賞は、121 件の候補案件の中から、「世界初の民間商用

超小型衛星を開発」した株式会社アクセルスペースが受賞した。 

② シネマ夢倶楽部表彰は 15 回目を迎え、「ベストシネマ賞」には『花筐／HANAGATAMI』

を選定したほか、シネマ夢倶楽部 15 年を記念した「15 周年記念賞」を設け、『花筐／

HANAGATAMI』を監督した大林宣彦氏、同作品に出演した女優の常盤貴子氏に贈呈

した。 

（２） 情報発信事業 

ファッション情報等を内外に発信するという観点から 4つの事業に取組んだ。 

① 東京のストリートファッションを紹介している情報発信サイト「スタイルアリーナ」事業は、月

500 万ページビューの実績を維持し、ファッション情報のみならず、生活文化全般に広げ

て発信している。またそのノウハウを生かして動画制作配信等にも取り組んだ。 

② アジアファッション連合会（ＡＦＦ）日本委員会は、アジアのファッション・ビジネスの相互活

性化とわが国のファッション事情等の情報発信を行っている。本年は中国杭州大会への

参加、各国の活動などの情報発信を行った。 

③ 「シネマ夢倶楽部事業」は、良質な推薦映画試写会（本年度は 33 回（主催・協力）：主催

累計 195回）の開催とともに、推薦映画を中心に映画情報の発信を行った。また、新聞紙

面に推薦映画を紹介する「シネマ 21PLUS（プラス）」の掲載を毎月行った。 

④ 働く女性の”今“から豊かな生活文化を考える「Ｕrara:kai」(うらら会)は、5回の例会のほか、

総会、懇親会を開催するなど活発な活動を行った。 

 

（３） 生活文化創造都市推進事業（地域振興事業） 

八王子市市制 100 周年記念事業「生活文化創造都市フォーラム」として「八王子地域会議」

を 10月 5日に開催した。当協会HP内の「生活文化創造都市ジャーナル」は、国内各地域の

創造都市の取り組みを紹介した。各地域の情報を発信する Web サイト「まち自慢ドットネット」

では、本年度 1年間に、154件の各種地域情報を発信した。 

 

（４） セミナー事業や各種イベント事業への後援等 

ファッションに関連するセミナー事業に加え、カラービジネスに関連する交流会を開催したほ

か、各種イベント事業などに後援を行った。また企業からの依頼によりイベント企画や Web 動

画撮影等を請け負った。 

 

（５） 会議開催 

当協会の運営をつかさどる理事会は任期満了に伴う理事改選もあって 3 回、評議員会は 2

回開催し、円滑な運営に努めた。 
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Ⅱ．事業実施概況 
 

（１）顕彰事業 

 平成 30年 3月 5日(月)、418名の参加者を得て、「日本クリエイション大賞 2017」ならびに 

「第 15回シネマ夢倶楽部表彰」の表彰式・受賞パーティーを合同で開催した。 

・開催日時 ： 3月 5日（月） 表彰式 16：30～18：00 ／パーティー18：00～19：00 

・開催場所 ： 帝国ホテル東京 3Ｆ 富士の間 

・参加者 ： 受賞者とその関係者のほか、マスコミ、賛助会員など 418名     

 

① 日本クリエイション大賞 2017 

今年度で 14回目（東京クリエイション大賞からの通算では 31回目）を迎えた日本クリエイ

ション大賞は、製品、技術、芸術・文化活動、地域振興、環境、福祉など、ジャンルを問わ

ず、未来に向けてクリエイティブな視点で生活文化の向上に貢献し、時代を切り拓いた人

物や事象などを表彰対象としている。選考にあたっては、顕彰制度委員会を 3 回開催して

協議を行い、選定した。表彰式および記念パーティーは、「第 15 回シネマ夢倶楽部表彰」

と合同で平成 30年 3月 5日（月）に開催した。 

 

● 顕彰制度委員会（敬称略・五十音順・平成 30年 3月 31日現在） 

選考委員長  馬場   彰   （一財）日本ファッション協会 理事長、 

 ㈱オンワードホールディングス 名誉顧問 

選考委員長代行  岩田彰一郎  アスクル㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 

選考委員  伊東  順二 東京藝術大学 教授／アートプロデューサー 

 内館  牧子  脚本家 

  大宅  映子  評論家／（公財）大宅壮一文庫 理事長 

 加藤  タキ  コーディネーター 

 河原  敏文  プロデューサー／ディレクター／ＣＧアーティスト 

 柴田  鐡治  科学ジャーナリスト 

 曽我   健  （公財）ＮＨＫ交響楽団 名誉顧問 

 永井多惠子  （公社）ユネスコ国際演劇協会 会長／元ＮＨＫ副会長 

 原  由美子  ファッションディレクター 

     運営委員 田代 裕美  ㈱資生堂 秘書・渉外部長 

   高尾真紀子  法政大学大学院 教授 

   坪田  秀治  (一財）日本ファッション協会 専務理事 

 

    ● 後援 日本商工会議所・東京商工会議所・NHK 

 

● 顕彰制度委員会（選考委員会）の開催状況 

 開催日 会場 

第 1回 10月 31日（火） 日本商工会議所 会議室 A 

第 2回 11月 29日（水） 日本商工会議所 会議室 A 

第 3回  １月 9日（火） 日本商工会議所 会議室 A 
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≪選考経過≫ 

今年度は、事務局による推薦も含めた 121 件の候補案件の中から、運営委員により、

選考委員会に上程する案件を 43 案件に絞り、選考委員会で３回にわたり審議した。最

終となる平成 30年 1月 9日の第 3回選考委員会では、入賞案件選定のための投票お

よび大賞を決める投票を行い、大賞１件、医療技術革新賞、日本文化貢献賞、日本の

巧みな技（わざ）賞の 3件を決定した。 

  

● 「日本クリエイション大賞 2017」授賞案件ならびに表彰式登壇者 

大  賞 「世界初の民間商用超小型衛星を開発」 

株式会社アクセルスペース 

登壇者：代表取締役 CEO 中村友哉氏 

医療技術革新賞 「優れた止血能力を持つマイクロ波手術用エネルギーデバイス

を製品化」 

日機装株式会社／谷徹氏（滋賀医科大学バイオメディカル・イノ

ベーションセンター 特任教授） 

登壇者：日機装㈱ 取締役メディカル事業本部長 木下良彦氏 

／谷徹氏 

日本文化貢献賞 「文化財修復会社を再建し、観光立国日本を説く」 

デービッド・アトキンソン氏（株式会社小西美術工藝社 代表取

締役社長） 

登壇者：同上 

日本の巧みな技賞 「文化財の修復に欠かせない世界一薄い和紙の開発」 

ひだか和紙有限会社（高知県日高村） 

登壇者：代表取締役社長 鎭西寛旨氏   

               

 

②  第 15 回シネマ夢倶楽部表彰（「ベストシネマ賞」「シネマ夢倶楽部賞」「推薦委員

特別賞」）ならびに「15周年記念賞＊本年度のみ」の選考 

「ベストシネマ賞」は、毎年１月～12 月の国内で公開された新作映画の中から、シネマ夢

倶楽部の推薦映画となった作品を対象に、推薦委員による選考会を開催し、邦画・洋画の

区別なく良質な優秀な作品を選定した。 

また、映画を通して、文化や生活、社会の発展などに貢献した個人・団体、プロジェクト

に対し「シネマ夢倶楽部賞」を田辺・弁慶映画祭に、新しい時代の映画や才能、意欲的な

活躍に対し「推薦委員特別賞」を女優の石橋静河氏に、それぞれ贈呈した。さらに本年は、

シネマ夢倶楽部事業がスタートして 15 周年にあたることから「個性豊かな、輝きを放つシ

ネアスト（映画人）」である『花筐／HANAGATAMI』監督の大林宣彦氏と同作品に出演し

た女優の常盤貴子氏に「15周年記念賞」を贈呈した。 

● 選考委員会の開催 

○2017年上半期ベストシネマの選考 

7 月 12 日（水）、当ファッション協会会議室で推薦委員 12 名出席のもと選考を行い、

以下の 11作品（順不同）を選定した。 

『ラ・ラ・ランド』『ムーンライト』『家族はつらいよ２』『３月のライオン（前編・後編）』 
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『心に吹く風』『光』『草原の河』『人生タクシー』『パトリオット・デイ』 

『T２ トレインスポッティング』『夜明けを告げるルーのうた』 

○第 15回シネマ夢倶楽部表彰の選考 

12月７日（木）、当ファッション協会会議室で推薦委員11名出席のもと、選考を行い、

例年選定している「ベストシネマ賞」「シネマ夢倶楽部賞」「推薦委員特別賞」に加え、

シネマ夢倶楽部 15周年を記念して「15周年記念賞」を以下のとおり、選定した。 

・ベストシネマ賞（年間ベストシネマより上位 3作品を選出） 

・第 1位 『花筐／HANAGATAMI』 

・第 2位 『婚約者の友人』 

・第 3位 『幼な子われらに生まれ』 

このほか、『パターソン』『家族はつらいよ２』『ラ・ラ・ランド』『三度目の殺人』『光』 

『心に吹く風』『ドリーム』『はじまりの街』（順不同）の 11 作品を年間ベストシネマに選

んだ。 

○「シネマ夢倶楽部賞」     

田辺・弁慶映画祭（主催：田辺・弁慶映画祭 実行委員会） 

○「推薦委員特別賞」 

女優 石橋 静河 （『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』出演） 

○「15周年記念賞」 

映画作家 大林 宣彦 （『花筐／HANAGATAMI』監督） 

女優 常盤 貴子 （『花筐／HANAGATAMI』出演） 

        

（２） 情報発信事業 

① 「スタイルアリーナ」事業の推進 

最新のストリートファッションを紹介する Web サイト「スタイルアリーナ」（「style-arena.jp」）

事業を通じ、絶え間ないファッション情報等の発信を行うとともに、その情報を活用したファ

ッションレポートを作成、新聞その他メディアへ露出させている。また動画撮影ノウハウを生

かした請負制作等も積極的に行っている。 

● Webサイト「スタイルアリーナ」の運営 

Web サイト「スタイルアリーナ」は、東京の主要 5 地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀

座）の最新のストリートファッションを季節ごとに定点的に観測し、そのトレンドを国内外へ発

信し、月平均 500 万ページビューを維持している。アクセスの半数以上は、海外からであり、

今では日本を代表するファッション・ウェブマガジンの一つとして成長を遂げてきた。また、

共同通信社による地方紙への連載、毎日新聞公式 Web サイト内の「まいスタイル＠ストリー

ト」に対するトレンド情報や画像の提供なども行っている。最近では、ファッション情報のみ

ならず幅広い分野の情報を発信してきたほか、フェイスブックやインスタグラムなど SNSへの

対応も開始したため、以前からの若いユーザーに加え、年齢層の拡大、アジア圏以外のア

クセス増加につながっている。カテゴリーは以下のとおり。 

○「Tokyo Street Style」は、東京で注目の 5地点（原宿、渋谷、代官山、表参道、銀座）から

のストリートファッションを紹介すると共に、「Advanced Style」としてシニア層のストリートス

ナップも掲載 
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○「Shops」は服飾だけでなく、雑貨、ヘアサロン、カフェ、アクセサリーなども含むお薦めシ

ョップ、人気ショップの紹介 

○「Trend」は、服飾に限らず、ヘア＆メイク、グルメ、雑貨、建築、日本の伝統技術など生活

文化全般にわたって紹介 

○「New Tribe」は世界のトレンドにも影響を与える日本特異のファッションスタイルをテーマ

ごとに紹介する 

○「Event」はファッションイベントやファッションショー、またはそこに集まる来場者のスナッ

プなどを掲載。 

    

 

   ● 「スタイルアリーナ」の情報を活用したトレンドセミナーの嘱託 （AFF との連携事業） 

    

日時・会場 セミナー内容 対象者 依頼元 

5月 29日（月） 

～6月 2日（金） 

タイ・バンコク 

・ 「日本の消費者が求めるリアルな

トレンドとは？」 

～ファッションとライフスタイルの

リアルな動向を紐解く～ 

・ 個別相談会 

ファッション・ 

繊維関係者  

50名 

タイ国商務省

国際貿易振興

（DITP） 

6月 23日（金） 

Tokyo Fashion- 

Technology 

Lab.(TFL) 

 原宿校舎 

・ カラー講座 

（流行色の作られ方／流行色の

活用／カラーイメージ） 

・ 東京ストリートファッションとラグジ

ュアリーファッションの関連 

TFL受講生 

15名 
株式会社 TFL 

10月 10日（火） 

9:30～17:30 

JFA会議室 

・ ストリートファッションから見るトレ

ンド 

・ 日本における Society 5.0 

（NTT コミュニケーションズ株式

会社 近藤氏） 

・ 企業訪問（Air Closet／

STYLER） 

ファッション・

繊維関係者

及び Thai 

Bunka 

Fashion 

関係者 

22名 

Thai Garment 

Development 

Foundation 

(SHARE) 

11月 8日（水） 

14:00～16:00 

JFA会議室 

・ 日本のファッションの歴史 

・ 最新ファッショントレンド 

韓国服飾 

学校選抜者 

10名 

株式会社 PEJ 

(Plus Event 

Japan) 

 

 

● 「スタイルアリーナ」の情報を活用した展開 

 

要件 依頼元 内容 

他団体連携 
渋谷ファッションウィーク 

実行委員会 

「スタイルアリーナ」のインスタグラムアカウント

と渋谷ファッションウィークインスタグラムの連

携 
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要件 依頼元 内容 

原稿執筆 

一般社団法人共同通信

社 

株式会社毎日新聞社 

各地方新聞紙へのトレンド情報原稿執筆 

画像提供とトレンド情報の原稿執筆 

調査＆ 

サンプル配

布 

花王株式会社 

ストリートでの花王製品の無料配布とアンケー

ト調査 

 

● ファッションレポートの作成および「ストリートファッションライブラリー」の開設 

 当協会では、定期的に季節ごとのファッション情報を「ファッションレポート」として取りまと

めて毎シーズン発行している。また、これまで「スタイルアリーナ」で、蓄積してきたストリート

ファッション情報を有償で閲覧できる「ストリートファッションライブラリー」（本年は約半分を

開設、来年度に全部開設の予定）を日本ファッション協会のサイト内に開設している。また、

本年度は、これまで蓄積してきたファッション情報や有識者等によるヒアリングを生かして、

新たなトレンド予測情報版「フレアー」の発行準備を進めた。 

 

●Web広告および動画制作 

Web 配信は従来からのバナー広告に加え、記事中に広告を差し込むネイティブ広告や

タイアップ企画などが主流になりつつある。また、「スタイルアリーナ」での動画配信のノウハ

ウを生かし、動画制作の受託も増えている。 

・ 主要広告主：旭化成株式会社、モードメディアジャパン、フラクト、ギャルデコレクティブ 

・ 主要動画制作受注先：旭化成株式会社、ポラスグループ、アパレル・ファッション産業協

会 

 

②  アジアファッション連合会（ＡＦＦ）事業 

アジアファッション連合会（ＡＦＦ）は、豊かな生活文化の創造と、アジアファッションを世界

に発信することを目的に平成 15 年 12 月に日本、中国、韓国の連合会として発足。その後、

シンガポール、タイ、ベトナムが加盟し、広域連携による活動を展開してきた。 

平成 27 年 11 月のベトナム大会で、ＡＦＦとしての所期の目的を達成したことを確認し、日

本委員会の提案により、従来の年次大会を中心とした運営から 2 年に 1 回の委員長会議開

催の義務化とともに、各国の目的に応じて、二国間、あるいは多国間による交流や共同事業

の実施を促進するという、より自由度の高い運営体制に移行することになった。 

本年度は新体制のもと、中国・杭州で開かれた第 13 回目となる AFF 大会へ参加し、今

後の AFF の在り方や体制などの議論を行なった。また、AFF 各国とファッションに関する情

報交換をメールにて行なったほか、AFF ホームページの中で日本でのイベント記事を掲載

した。 

 

③  シネマ夢倶楽部 

当倶楽部は日本ファッション協会の情報発信事業の一つとして、多くの人に良質な映画

を見て感動してほしい、夢や希望を感じて心豊かに暮らしてもらいたいと考え活動している。

特徴は、上映される数多くの映画の中から、どの映画を見るべきか、感動する映画はどれか、

といった視点で選考を行った。メディアから流される映像や広告表現、記事などに惑わされ

ることなく、純粋に映画を楽しみ、愛好し鑑賞する立場から、良質な映画を選び推薦した。  
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● 推薦委員（敬称略・順不同・平成 30年 3月 3１日現在／25名） 

代表・委員長／  馬場 彰  （株式会社オンワードホールディングス 名誉顧問） 

  委 員／ 秋山 茂 （元映倫外画審査員） 

 浅香光 健  (演劇舞踊浅香流 名取) 

 阿部 弘  (元西川産業株式会社 専務取締役)   

 安藤 紘平 （映画監督） 

 瓜生 孝 （映像アナリスト） 

 大黒 昭 （株式会社アスピカ 会長） 

  掛尾 良夫（城西国際大学 メディア学部 教授） 

 樫山 文枝 （女 優） 

 後藤 昭次 （立教大学名誉教授） 

 後藤 武久 （文化・スポーツアナリスト） 

 三遊亭 小圓楽（落語家） 

 白鳥 哲 （俳優／声優、映画監督） 

 高橋 暎一（シネマファッション評論家） 

 高見 恭子 （タレント／文筆家） 

 田中 千世子 （映画評論家） 

 鳥越 孝治（元株式会社ダイドーリミテッド 社長） 

 西山 昭彦（一橋大学 特任教授、博士（経営学）） 

 藤原 作弥（元日本銀行 副総裁） 

 三沢 秀介（俳 人） 

 宮川 直美（医 師） 

 宮島 賢也（精神科医） 

 山形 泰雄（元株式会社松屋 副社長） 

 渡辺 祥子（映画評論家） 

 渡辺 俊雄（NHK衛星映画劇場 支配人） 

 

 

● 上映会の開催（シネマ夢倶楽部定例上映会 ＊大人対象の会員制倶楽部＝12回以上開催） 

（平成 19年度より東京新聞共催「東京シネマ･プレビュー」、運営協力「特別映画試写会」を継続開催） 

 

日時・会場 映画作品・配給会社 来場者数 備 考 

5月 15日（月） 

ニッショーホール 

『家族はつらいよ２』 

（配給：松竹） 
488名 

主催 

第 186回 

5月 17日（水） 

スペース FS汐留 

『心に吹く風』(配給：松竹ブロードキャスティング

アーク・フィルムズ） 
151名 協力 

5月 26日（金） 

一ツ橋ホール 

『パトリオット・デイ』 

（配給：キノフィルムズ） 
520名 

主催 

第 187回 

6月 14日（水） 

ニッショーホール 

『ハクソー・リッジ』 

（配給：キノフィルムズ） 
527名 

主催 

第 188回 

6月 19日（月） 

ユーロライブ 

『ラスト・プリンセス 大韓帝国最後の皇女』 

（配給：ハーク） 
155名 協力 
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日時・会場 映画作品・配給会社 来場者数 備 考 

6月 26日（月） 

ユーロライブ 

『ヒトラーへの 285枚の葉書』 

（配給：アルバトロス・フィルム） 
154名 協力 

7月 24日（月） 

神楽座 

『夜明けの祈り』 

（配給：ロングライド） 
117名 協力 

7月 26日（水） 

日比谷図書文化館 

『関ヶ原』 

（配給：東宝、アスミック・エース） 
106名 共催 

8月 2日（水） 

ニッショーホール 

『幼な子われらに生まれ』  

（配給：ファントム・フィルム） 

※完成披露試写会（舞台挨拶イベント付） 

742名 
主催 

第 189回 

8月 3日（木） 

ユーロライブ 

『きっと、いい日が待っている』 

（配給：彩プロ） 
128名 協力 

8月 21日（月） 

ユーロライブ 

『米軍（アメリカ）が最も恐れた男』 

（配給：彩プロ） 
122名 協力 

8月 23日（水） 

ユーロライブ 

『新感染』 

（配給：ツイン） 
146名 協力 

8月 24日（木） 

神楽座 

『セザンヌと過ごした時間』 

（配給：セテラ・インターナショナル） 
118名 協力 

9月 21日（木） 

ニッショーホール 

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 

（配給：KADOKAWA、松竹） 
689名 

主催 

第 190回 

9月 22日（金） 

スペース FS汐留 

『エルネスト』 

（配給：キノフィルムズ） 
163名 協力 

10月 17日（火） 

ニッショーホール 

『はじまりの街』 

（配給：クレストインターナショナル） 
598名 

主催 

第 191回 

11月 7日（火） 

ユーロライブ 

『密偵』 

（配給：彩プロ） 
141名 協力 

11月１5日（水） 

神楽座 

『プラハのモーツァルト 誘惑のマスカレード』 

（配給：熱帯美術館） 
108名 協力 

11月 22日（水） 

神楽座 

『ヒトラーに屈しなかった国王』 

（配給：アットエンタテインメント） 
110名 協力 

11月 29日（水） 

スペース FS汐留 

『風の色』 

（配給：エレファントハウス、アジアピクチャーズ） 
153名 協力 

11月 30日（木） 

ニッショーホール 

『８年越しの花嫁』 

（配給：松竹） 
651名 

主催 

第 192回 

12月 4日（月） 

ニッショーホール 

『ﾕﾀﾞﾔ人を救った動物園 ｱﾝﾄﾆｰﾅが愛した命』 

（配給：ファントム・フィルム）※トークイベント付 
616名 

主催 

第 193回 

12月 7日（木） 

神楽座 

『女の一生』 

（配給：ドマ、ミモザフィルム） 
113名 協力 

12月 14日（木） 

ユーロライブ 

『ダンシング・ベートーヴェン』 

（配給：シンカ） 
130名 協力 
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日時・会場 映画作品・配給会社 来場者数 備 考 

 1月 10日（水） 

神楽座 

『はじめてのおもてなし』 

（配給：セテラ・インターナショナル） 
103名 協力 

 1月 12日（金） 

神楽座 

『星めぐりの町』 

（配給：ファントム・フィルム） 
105名 協力 

 1月 18日（木） 

ニッショーホール 

『ミッドナイト・バス』 

（配給：アークエンタテインメント） 

※完成披露試写会（舞台挨拶イベント付） 

525名 
主催 

第 194回 

 1月 19日（金） 

神楽座 

『花咲くころ』 

（配給：パンドラ） 
107名 協力 

 1月 22日（月） 

ユーロライブ 

『おだやかな革命』 

（配給：いでは堂） 
134名 協力 

 1月 29日（月） 

神楽座 

『ローズの秘密の頁（ページ）』 

（配給：彩プロ） 
118名 協力 

 2月 1日（木） 

神楽座 

『生きる街』 

（配給：アークエンタテインメント、太秦） 
105名 協力 

 2月 15日（木） 

ユーロライブ 

『おもてなし』 

（配給：松竹撮影所、ニチホランド） 
153名 協力 

 2月 20日（火） 

ニッショーホール 

『一陽来復 Life Goes On』 

(配給：平成プロジェクト)※舞台挨拶イベント付 
496名 

主催 

第 195回 

 2月 21日（水） 

神楽座 

『バケツと僕！』 

（配給：彩プロ） 
111名 協力 

 

 

● 企業とのタイアップ事業 

日時・会場 映画作品・主催企業 来場者数 備 考 

10月 11日（水） 

福島県会津若松市 

会津風雅堂 

『君の名は。』 

明治安田生命保険相互会社 

郡山支社主催 

1,277名 
夜の回 

上映会 

10月 22日（日） 

福島県南相馬市 

ゆめはっと 

『SING／シング』 

『湯を沸かすほどの熱い愛』 

明治安田生命保険相互会社  

郡山支社主催 

654名 
午前・午後 

上映会 

11月 15日（水） 

東京都千代田区 

一ツ橋ホール 

『ルージュの手紙』 

アクサ生命保険株式会社 東京本社主催 
524名 

夜の回 

試写会 
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● 他団体との連動事業（運営協力） 

 一般社団法人日本メンズファッション協会主催事業のなかで、当協会推薦の映画予

告の上映や、告知ポスターの掲示などを行い、作品の PRに取り組んだ。 

日時・会場 内容・映画作品 備 考 

6月 7日（水） 

パレスホテル東京 

『ビニー／信じる男』 

『君はひとりじゃない』  

2 作品の映画予告上映、ポスター掲示、劇

場チラシの配布、「繊研新聞」で作品紹

介、映画鑑賞券プレゼント告知 

ベスト・ファーザー 

「イエローリボン賞」 

推奨作品 

9月 14日（木） 

グランドプリンス高輪 

『笑う故郷』『はじまりの街』  

2 作品の映画予告上映、ポスター掲示、劇

場チラシの配布、「繊研新聞」試写会告

知・作品掲載 

「グッドエイジャー賞」 

推奨作品 

11月 29日（水） 

セルリアン 

東急ホテル 

『オリエント急行殺人事件』 

『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を

愛する男』 

『マノロ・ブラニク トカゲに靴を作った少

年』 3 作品の映画予告上映、ポスター掲

示、劇場チラシの配布 

「ベストドレッサー賞」 

推奨作品 

 

● 特別イベント 

○「シネマ夢倶楽部 15周年記念特別上映会＜タイアップ：SCREEN×シネマイクスピアリ＞」 

・日程：平成 30年 2月 20日（火） 

・会場：シネマイクスピアリ（浦安・イクスピアリ内にある映画館） 

・内容：シネマ夢倶楽部表彰にて過去受賞のベストシネマ賞作品の上映会 

○「第 12回那須国際短編映画祭 -NASU SHORT FILM FESTIVAL 2017」 

・開催期間：平成 29年 11月 11日（土）～11月 19日（日） 

・内容：シネマ夢倶楽部推薦委員（安藤紘平氏、渡辺俊雄氏）を映画祭審査員として派遣 

 

● 映画情報の発信 

○「シネマ 21PLUS（プラス）」の掲載 

・推薦映画作品ならびにコメント紹介に特化した機関紙「シネマ 21」の新聞版 

・東京新聞夕刊 5段に毎月 1～2回掲載 

・2017年上半期ベストシネマ発表（5段／7月） 

・2017年ベストシネマ賞などの発表（ラテ面 10段／3月） 

○新聞、雑誌への掲載 

・「都政新報」（定例上映作品ならびに表彰式の詳細などを 10回掲載） 

・「会議所ニュース」（日本商工会議所発行／平成 21 年度から毎月１回推薦映画を紹介、今年

度 12回掲載） 
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・「東京新聞』夕刊 5 段・10 段で毎月掲載、今年度 11 回掲載（発行部数約 30 万部）。「東京シ

ネマ・プレビュー」の映画作品広告と推薦コメントを告知紹介 

 

④ 働く女性の“今”から豊かな生活文化を考える「Urara：kai」（うらら会） 

 「Urara：kai」（うらら会）は、「新しい時代に相応しい豊かな生活文化、ライフスタイルのあり

方について女性の視点から考察、提唱すること」を目的に活動している。本年度は、国際文

化会館にてシンポジウムを行った他、各業界で御活躍の方々をご講師としてお迎えし、例会を

開催。また、メンバー間では、実行委員会（全 12回）を開催し、会の運営や、うらら会の目標など

について協議した。 

● 会議（総会および懇親会） 

総  会 5月 9日（火） 

学士会館 

協議事項 

平成 28年度 事業報告（案）および収支決算（案）の承認について 

平成 29年度 事業計画（案）および収支予算（案）の承認について 

懇親会 8月 24日（木） 

1月 31日（水） 

懇親交流会 

新年会 

 

● 例会・セミナー 

回 数 日時および会場 内 容 

第 1回 6月 27日（火） 

19:00～20:30 

ビジネスエアポート青山 

「日本のジュエリーの歴史と美」 

～近代の束髪用髪飾り、帯留、指輪など～ 

日本宝飾クラフト学院理事長 露木 宏 氏   

18名参加 

第 2回  9月 25日（月） 

19:00～21:00 

ビジネスエアポート青山 

「いつまでも光輝くために」 

～知っておきたい、女性の健康についての最新情報～ 

日経 BP総研マーケティング戦略研究所 主席研究員 

西沢 邦浩 氏                   15名参加 

第 3回 2月 20日（火） 

19:00～21:00 

ビジネスエアポート青山 

「国立成育医療研究センター“もみじの家”」 

～活動内容とその目的、将来目指すものとは～ 

もみじの家ハウスマネージャー 内多 勝康 氏  

19名参加 

  

 ● シンポジウム 

日時および会場 内 容 

11月 28日（火） 

国際文化会館  

岩崎小彌太記念ホール 

「自由を生き抜くためのダイバーシティ」 

基調講演：法政大学総長 田中 優子 氏 

パネルディスカッション：日経 BP執行役員 麓 幸子 氏、 

元ソニー・デジタルエンタテインメント社長 福田 淳 氏、  

NHK国際放送局 国際企画部長 田中 淳子 氏、 

一橋大学特任教授 西山 昭彦 氏 

113名参加 
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（３） 生活文化創造都市推進事業（地域振興事業） 

当協会では地域振興事業として、欧米から始まり現在では中国、韓国などアジアの国々

にまで広まった 21 世紀型の都市再生理論「創造都市＝Creative City」に、「地域独自の

豊かな生活文化」こそが「創造都市」を生み出すとの考え方を加えた、「生活文化創造都市」

構想の普及に取り組んでいる。 

本年度は八王子市で、八王子市市制 100 周年記念事業「生活文化創造都市フォーラム」

として、10月 5日（木）に約 240名の参加を得て、「八王子地域会議」を開催した。 

また、創造都市の取り組みを推進する全国の 103の地方自治体および 41団体が加盟し

ている「創造都市ネットワーク日本（CCNJ）」において、当協会の活動をアピールしたほか、

当協会HPに、平成 28年度に開設した「生活文化創造都市ジャーナル」で、創造都市の取

り組み状況等について、有識者や自治体担当者からの寄稿 6件を掲載した。 

地域相互の経験と知見の交流の場として開設した地域情報発信 Web サイト「まち自慢ド

ットネット」では、平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの 1年間に、154件の地

方自治体、商工会議所、観光協会などの情報を発信した。 

 

● 生活文化創造都市検討会（敬称略・五十音順） 

委員長／ 佐々木雅幸  同志社大学特別客員教授、文化庁地域文化創生本部主任研

究官 

委 員／ 赤池   学   ユニバーサルデザイン総合研究所 所長、 

  科学技術ジャーナリスト 

  太下 義之   三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社  

   芸術・文化政策センター長／主席研究員 

  杉浦 幹男   公益財団法人新潟市芸術文化振興財団アーツカウンシル 

   新潟 プログラムディレクター 事務局次長 兼 アーツカウンシ

ル部長 

  望月 照彦   エッセイスト・多摩大学大学院客員教授 

  吉本 光宏  ㈱ニッセイ基礎研究所 研究理事 

 

①  八王子市市制 100周年記念事業 生活文化創造都市フォーラム  

  生活文化創造都市推進事業 「八王子地域会議」 

日時および会場 10月 5日（木）   

いちょうホール（八王子市芸術文化会館）小ホール 

主催 日本ファッション協会 

共催 八王子市、八王子商工会議所、八王子ファッション都市協議会、 

（公社）八王子観光コンベンション協会 

後援 日本商工会議所、東京都商工会議所連合会 

参加者 240名 

内容 第 1部 

 

オープニングスピーチ 

田辺隆一郎氏（八王子商工会議所 会頭） 

基調講演 

「生活文化創造都市の可能性と八王子への期待」 

講師：佐々木雅幸氏（同志社大学 特別客員教授、文化庁地域文化

創生本部主任研究官） 
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内容 第 2部 子どもたちの意見発表 

 八王子市立第一小学校児童、八王子市立第七中学校生徒の意見発表 

パネルディスカッション 

「人と文化の十字路、交流創造都市＝八王子への新たな挑戦」 

 ＜コーディネーター＞ 福井昌平氏（八王子市 産業振興参与、八王子

商工会議所 政策委員会委員、㈱コミュニケーシ

ョン・デザイニング研究所 代表取締役） 

 ＜パネリスト＞      古瀬智之氏（サイバーシルクロード八王子 会長） 

    粟野由美氏（東京造形大学 教授） 

 北原優香子氏（八王子商工会議所 女性経営者

の会会長） 

 佐藤正太郎氏（八王子ホテル旅館組合 組合長） 

 ＜コメンテーター＞   佐々木雅幸氏（前掲） 

 エクスカ

ーション 

10月 6日（金）に実施 

 ＜訪問先＞ ①西放射線ユーロード～中町黒塀 ②「第 34 回

全国都市緑化はちおうじフェア」メイン会場（富士

森公園） ③高尾登山電鉄 清滝駅④うかい鳥山 

⑤日野オートプラザ⑥オリンパス技術歴史館 

 

②  出席した「創造都市ネットワーク日本（CCNJ）」関連会議 

会議名 開催日 場所 参加者 

創造都市政策セミナーin京都市 8月 25日 京都市 中山洋理事・事務局長 

鈴木かおり 

平成 28 年度創造都市ネットワー

ク日本 総会 

2月 9日 新潟市 中山洋理事・事務局長 

 

 

③  生活文化創造都市ジャーナル掲載一覧 

当協会 HP に開設されている「生活文化創造都市ジャーナル」で、国内各地域の創造都市

の取り組みをさまざまな視点から紹介した。 

アドレス ： http://www.japanfashion.or.jp/fashiontown/contents/journal_top/ 

 

寄稿者 テーマ 掲載日 

福井昌平氏（㈱コミュニケーショ

ン・デザイニング研究所 代表取

締役） 

ファッションタウン運動から生まれた、

八王子の『交流創造都市』運動 

6月 27日 

田辺 隆一郎氏 （八王子商工会

議所 会頭） 

交流創造都市・八王子のポテンシャル

の更なる向上を目指して 

8月 23日 

吉本 光宏氏（ニッセイ基礎研究

所 研究理事） 

東京 2020大会から生まれる文化的 

レガシーへの期待 

11月 1日 

加藤 貴弘氏（徳島県 地方創生

推進課 係長（リーダー）） 

徳島県は宣言する『vs東京』 1月 5日 

小泉 宏氏（横浜市文化観光局

創造都市推進課長）  

創造都市施策とアーツコミッション・ヨコ

ハマ 

3月 6日 
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寄稿者 テーマ 掲載日 

杉浦 幹男氏（アーツカウンシル

新潟 プログラムディレクター） 

アーツカウンシル新潟の『東京 2020 

文化オリンピアード』に向けた取り組み 

3月 28日 

 

④  地域情報発信 Web サイト「まち自慢ドットネット」 

 地域情報を発信するWebサイト「まち自慢ドットネット」では、平成 29年 4月 1日から平成

30年 3月 31日までの１年間に、154件のさまざまな地域情報を発信した。 

アドレス ： http://www.japanfashion.or.jp/machijiman/ 

 

（４） セミナー事業 

 セミナー事業は、4講座を企画、実施し 36名の参加があった。 

  

①  繊維ファッション土曜塾／大人ファッション会議  

 ファシリテーター ： 坂口昌章氏 

開催日 内 容 参加者数 

4月 29日（土） ファッションで企業を立て直す!? 参加 6名 

5月 27日（土） パーソナルWEBショップの勧め 参加 11名 

6月 24日（土） M&Aによるアパレル企業再生を考える 参加 7名 

9月 2日（土） 誰がアパレルを生かすのか？ 参加 12名 

 

（５） カラービジネスネットワーク（ＣＢＮ）事業 

 色彩文化の醸成、カラープランニングの社会への普及と新たなニーズの掘り起こしを目的

に、日本を代表する色彩団体・企業による活動を推進した。 

①  月 1回の自由参加の交流会「カラーサロン」 

開催日 参加者数 

5月 26日（金） 参加 16名 

6月 22日（木） 参加 12名 

7月 21日（金） 参加 23名 

8月 25日（金） 参加 21名 

9月 22日（金） 参加 14名 

10月 20日（金） 参加 15名 

11月 24日（金） 参加 12名 

12月 22日（金） 参加 21名 

1月 31日（水） 参加 20名 

2月 23日（金） 参加 27名 

3月 23日（金） 参加 13名 

  

② スペシャルカラーサロン 

開催日 内 容 参加者数 

4月 2日（日） 東京の色「神楽坂」測色ツアー 参加 13名 
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（６） 請負事業 

 

①  委員嘱託 

主催者 委員名 委員会等開催日 

文化服装学院 学校関係者評価委員会委員 7月 26日第 1回評価委員会 

9月 27日第 2回評価委員会 

日本プラスチック 

日用品工業組合 

プラスチック日用品優秀製品コンクール

審査委員 

9月 20日 

プラスチック日用品優秀製品

コンクール審査会 

 

 

②  情報発信業務受託 

受託カテゴリー 件名・クライアント名 内 容 

イベント企画・運営 ・ 旭化成株式会社  

  産学連携プロジェクト 

 「ベンベルグ大学」 

ファッション系学生がベンベル

グ素材を使った服を形にして

いくドキュメンタリー 

動画企画・制作 ・ ポラスグループ（中央住宅株式会

社、中央グリーン開発株式会社） 

・ 株式会社オレンジページ 

・ 株式会社日本食糧新聞社 

・ ルネサンス高校ほか多数 

Web用動画の制作 

企画・ディレクション・制作 

 

Web制作 ・ ポラスグループ各社 

・ 一般社団法人日本自動車連盟 

・ 株式会社ビラ・コーポレーション 

ほか多数 

キャンペーンサイト、Web サイ

トの制作 

企画・ディレクション・制作 

 

Web運営・制作 ・ 一般社団法人日本アパレル・ファ

ッション産業協会 

・ 一般社団法人日本ファッション

産業協議会 

・ 繊維ファッション産業協議会 

Webサイト運営 

Web ページ制作 



17 

 

（７） 各種イベント・行事等への後援 

イベント名 主催者 会 期 

2017 Tokyo 新人デザイナー 

ファッション大賞 

繊維ファッション産学協議会、

東京ファッション・ビジネス活

性化実行委員会、東京都  

4月１日～3月 31日 

工芸都市高岡 2017 クラフトコン

ペティション 

工芸都市高岡クラフトコンペ 

実行委員会 

募集：4 月 7 日～7 月 10

日 

審査会：7月 21日・22日 

倉敷ファッションフロンティア

2017 

倉敷ファッションフロンティア 

実行委員会 

募  集：4月～7月 21日 

最終審査会：10月 13日 

ライセンシングエキスポジャパン

2017 
UBMジャパン㈱ 4月 26日～4月 28日 

JFW-IFF MAGIC JAPAN 2017

年 4月展 

㈱繊研新聞社、UBMジャパン

㈱ 
4月 26日～4月 28日 

第 21回中国江蘇省輸出商品 

展示会 
(一社)日中経済貿易センター 5月 23日～5月 25日 

第１7回全国高等学校ファッショ

ンデザイン選手権 

ファッション甲子園実行委員

会 

一次審査： 5月 19日 

最終審査会： 8月 20日 

第 84 回東京インターナショナ

ル・ギフト・ショー秋 2017 
㈱ビジネスガイド社 9月 6日～9月 8日 

JFF-IFF MAGIC JAPAN 2017

年 9月展 

㈱繊研新聞社、UBMジャパン

㈱ 
9月 26日～9月 28日 

日本フラワーデザイン大賞 2017 
（公社）日本フラワーデザイナ

ー協会 
9月 29日 

渋谷ファッションウィーク 
渋谷ファッションウィーク実行

委員会 
10月 12日～10月 22日 

第 36 回プラスチック日用品優

秀製品コンクール 

日本プラスチック日用品工業

組合 

審査日:  9月 20日 

表彰式： 10月 13日 

J∞QUALITY百選展 
（一社）日本ファッション産業 

協議会 
10月 16日～10月 17日 

Amazon Fashion Week TOKYO 

2018S/S 

（一社）日本ファッション・ウィ

ーク推進機構 
10月 16日～10月 22日 

第１6回ドリーム夜さ来い祭り 
（一財）ドリーム夜さ来い祭り 

グローバル振興財団 
11月 3日～11月 5日 

第 36回 JAPANTEX2017 

（一社）日本インテリアファブリ

ック協会、（一社）日本能率協

会 

11月 15日～11月 17日 

115th FASHION & BEAUTY 

LIVE 

学校法人岩崎学園 横浜 f カ

レッジ 
11月 25日 

第 10回文化ファッション大学院 

大学ファッションウィーク 

学校法人文化学園 文化ファ

ッション大学院大学 
1月 29日～2月 2日 

第 85 回東京インターナショナ

ル・ギフト・ショー春 2018 
㈱ビジネスガイド社 1月 31日～2月 3日 
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イベント名 主催者 会期 

渋谷ファッションウィーク 
渋谷ファッションウィーク実行

委員会 
3月 15日～3月 25日 

Amazon Fashion Week TOKYO 

2018A/W 

(一社)日本ファッション・ウィー

ク推進機構 
3月 19日～3月 24日 

福岡アジアコレクション 2018 

SPRING-SUMMER 

福岡アジアファッション拠点 

推進会議 
3月 25日 

ミャンマー（少数民族）衣の祭典 特定非営利活動法人 PEACE 3月 31日 
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Ⅲ．会議開催状況 

（１） 理事会 

回数 日時および会場 内 容 

第 16回 平成 29年 6月 14日（水) 

日本商工会議所会議室

Ａ 

議件 (1) 平成 28年度事業報告（案）の承認について 

 (2) 平成 28年度決算報告（案）の承認について 

 (3) 平成 28年度公益目的支出計画実施報告（案）

の承認について 

 (4) 参与の委嘱について 

 (5) 第 14回評議員会の開催について 

 (6) その他 

報告 (1) 資産の運用状況について 

 (2) 業務執行状況について 

 (3) その他 

第 17回

  

理事会の決議があった

ものとみなされた日： 

平成 29年 7月 7日(金) 

 

理事会への報告があっ

たものとみなされた日： 

平成 29年 7月 7日(金) 

決議事項 

   (1) 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選

定ならびに事務局長の選任について 

   (2) 業務執行理事の選定について 

第 18回 平成 30年 3月 9日(金) 

日本商工会議所会議室

Ａ 

議件 (1) 平成 30年度事業計画（案）の承認について 

 (2) 平成 30年度収支予算（案）の承認について 

 (3) 第 15回評議員会について 

 (4) その他 

報告 (1) 平成 29年度「うらら会」の活動報告について 

 (2) 資産の運用状況について 

 (3) 業務執行状況について 

 (4) その他 

 

（２） 評議員会 

回数 日 時 内 容 

第 13回 評議員会の決議があった

ものとみなされた日 ：  

平成 29年 4月 27日（木) 

 

評議員会への報告があっ

たものとみなされた日 ： 

平成 29年 4月 27日（木） 

決議事項 

 (1) 評議員の選任（案）について 

 (2) 理事の選任（案）について 

 

報告事項 

 (1) 平成 29年度事業計画ならびに収支予算に 

  ついて 

 (2) 顧問・参与の委嘱について 

 (3) アジアファッション連合会（AFF）第 13回 

  中国・杭州大会について 

 (4) 平成 28 年度「うらら会」の活動報告につい

て 
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回数 日 時 内 容 

第 14回 評議員会の決議があった

ものとみなされた日 ：  

平成 29年 6月 29日（木) 

 

 

評議員会への報告があっ

たものとみなされた日  ： 

平成 29年 6月 29日（木） 

決議事項 

 (1) 平成 28年度決算報告（案）の承認について 

 (2) 理事の選任について 

 (3) 評議員の選任について 

 

報告事項 

 (1) 平成 28年度事業報告について 

 (2) 平成 28年度公益目的支出計画実施報告につ

いて 
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Ⅳ． 組織 

 

（１） 組織図 

 

 

 

 

・ 専務理事
・ 常務理事
・ 理事・事務局長

○主な事業
・日本クリエイション大賞事業
・シネマ夢倶楽部顕彰事業
・情報発信事業
・アジアファッション連合会（AFF）事業
・生活文化創造都市推進事業

事務局

　業務執行理事

理事会

評議員会

監事

理事長

委員会 顧問

参与

賛助会員（出捐企業）
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（２） 役員（理事・監事）・評議員・顧問・参与・相談役 

（平成 30年 3月 31日現在） 

（敬称略・順不同） 

【理 事】 

理事長   馬場   彰 ㈱オンワードホールディングス 名誉顧問 

副理事長 日覺  昭廣   東レ㈱ 代表取締役社長  

副理事長 滝    一夫 タキヒョー㈱ 代表取締役社長 

副理事長 石田   徹 日本・東京商工会議所 専務理事 

専務理事 坪田  秀治 日本商工会議所 参与 

常務理事 安嶌   潔 東京商工会議所 参事 

事務局長 中山   洋 日本商工会議所 主任調査役 

理 事 味岡 平一郎 ㈱ＡＪＩＯＫＡ 取締役会長 

理 事 近野   哲 旭化成㈱繊維事業本部 マーケティング室長 

理 事 石井  威望 東京大学 名誉教授（鹿島建設㈱顧問） 

理 事 小松原  仁 一般財団法人日本色彩研究所 理事長 

理 事 大沼    淳 学校法人文化学園 理事長 

理 事 岩田   功 ㈱三陽商会 代表取締役社長  

理 事 田代  裕美 ㈱資生堂 秘書・渉外部長 

理 事 清水  卓治 ㈱シミズオクト 代表取締役会長 

理 事 杉村 亥一郎 凸版印刷㈱ 参与 

理 事 畑崎  充義 ㈱ワールド 取締役 

理 事 戸張  隆夫 一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 専務理事 

理 事 松田  雍晴 一般社団法人日本ファッション産業協議会 事務局長 

理 事 中川  淳一 本田技研工業㈱ 渉外部担当部長 

理 事 森    英恵 デザイナー 

理 事 山口  玲子 ㈱ヴィヴィッド・レイ 代表取締役社長 

理 事 竹内  徹  
㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員百貨店 

事業本部長 

       以上理事 23人（定数 20人以上 30人以内） 

 

【監 事】 

監 事 新稲  淳一 ㈱ レナウン 執行役員大阪支店長 

監 事 幸本  智彦 アクサ生命保険㈱ 取締役代表執行役副社長  

監 事 萩平    勉 一般財団法人ファッション産業人材育成機構 理事長 

以上監事 3人（定数 3人） 
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【評議員】 

評議員 阿久津 和行 ㈱ツカモトコーポレーション 代表取締役社長 

評議員 秋山  弘昭 ㈱髙島屋 専務取締役 

評議員 阿部   旭 繊維産業流通構造改革推進協議会 専務理事 

評議員 岩崎 有紀子 学校法人岩崎学園 横浜 fカレッジ 学校長 

評議員 上原   誠人 ㈱東京會舘 代表取締役副社長 

評議員 久保田 俊樹   ㈱そごう・西武 取締役執行役員商品・企画本部長 

評議員 加藤  俊樹  ㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員営業本部長兼ＭＤ企画部長 

評議員 澤田  道隆 花王㈱ 代表取締役社長執行役員 

評議員 大久保 裕一 ㈱電通 執行役員 

評議員 渡邉  正一 日本ﾍﾟｲﾝﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ㈱ ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ所長 

評議員 齋藤   朝子 ㈱ピアチェーレ 代表取締役会長 

評議員 岩田  圭剛 札幌商工会議所 会頭 

評議員 立谷 光太郎 ㈱博報堂 執行役員  

評議員 田中  一雄 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 理事長 

評議員 田辺隆一郎 八王子商工会議所 会頭 

評議員 櫻野  泰則 ㈱熊谷組 常務取締役兼常務執行役員 経営企画本部長 

評議員 池永  和広 ライオン㈱ 秘書部長 

評議員 中西    一 ブルーミング中西㈱ 取締役社長 

評議員 長谷川  匠 ㈱コーセー 商品デザイン部長 

評議員 宮下  尚武 ＪＵＫＩ㈱ 常務執行役員 

評議員 境    正義 福岡商工会議所 専務理事 

評議員 秋津  修祐 三井住友海上火災保険㈱ 広域法人部長 

評議員 福田  康正 豊田通商㈱ ｱﾊﾟﾚﾙ事業部ｱﾊﾟﾚﾙ戦略企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

評議員 早川 謹之助 ㈱エトワール海渡 代表取締役社長 

評議員 帯刀  保憲 ㈱松屋 代表取締役専務執行役員 

評議員 西渕  憲司 ㈱フジテレビジョン 執行役員 取締役報道局長  

評議員 三宅  正彦 ㈱ＴＳＩホールディングス 代表取締役会長 

評議員 丸山  浩之 帝人フロンティア㈱ 衣料営業企画部長 

評議員 山田  晋右 大塚製靴㈱ 代表取締役社長 

評議員 吉原  一雄 福岡アジアファッション拠点推進会議企画運営委員会 委員長 

評議員 鰐渕 美恵子 ㈱銀座テーラーグループ 代表取締役社長 

      以上評議員 31人（定数 25人以上 40人以内） 
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【顧 問】 

顧 問 尾崎   裕 大阪商工会議所 会頭 

顧 問 山本  亜土 名古屋商工会議所 会頭 

顧 問 上野   孝 横浜商工会議所 会頭 

顧 問 立石  義雄 京都商工会議所 会頭 

顧 問 家次   恒 神戸商工会議所 会頭 

                           以上顧問 5人  

 

【参 与】 

参 与 久貝   卓 日本商工会議所 常務理事 

参 与 菊嶋  明廣 札幌商工会議所 専務理事 

参 与 今野   薫 仙台商工会議所 専務理事 

参 与 早福   弘 新潟商工会議所 専務理事 

参 与 西尾  昇治 東京商工会議所 常務理事 

参 与 荻島  尚之        横浜商工会議所 専務理事 

参 与 小川  秀樹 名古屋商工会議所 専務理事 

参 与 奥原  恒興 京都商工会議所 専務理事 

参 与 宮城   勉 大阪商工会議所 専務理事 

参 与 中林  志郎 神戸商工会議所 専務理事 

参 与 谷村  武士 広島商工会議所 専務理事 

参 与 高畠  正博 高松商工会議所 専務理事 

参 与 境    正義  福岡商工会議所 専務理事 

参 与 鳥越  孝治 一般社団法人日本流行色協会 前専務理事 

                                              以上参与 14人 

 

【相談役】 

相談役 岡田  卓也 イオン㈱ 名誉会長相談役 

                以上相談役１人 
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