
 
 

（参考） 

 

【ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯの概要】 

 

１． 「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ」とは 

毎年 7 月フランス・パリで行われ、本年で１０回目の開催となる、マンガ・

アニメ・ゲーム、音楽等の日本のポップカルチャーと、武道や茶道等の伝統文

化を合わせた、世界最大規模の日本専門イベント。 

 

＜ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ ２００９の開催概要＞ 

会期：2009 年 7 月 2 日（木）～5 日（日） 

会場：パリ・ノール・ヴィルパント展示会会場 

主催：SEFA 社 

来場数：134,000 名（前回 2008 実績） 

出展者数：381 団体・企業等（前回 2008 実績） 

公式サイト：http://www.japan-expo.com/ 

 

２． 各省庁の企画内容 

① 関連イベント 

「ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル」（外務省） 

 詳細は、外務省リリース参照。 

② ブース出展 

「JAPAN 国際コンテンツフェスティバル」ブース（経済産業省） 

 詳細は、経済産業省リリース参照。 

「ビジット・ジャパン」ブース（観光庁） 

 詳細は、観光庁リリース参照。 

③ 記者発表 

「JAPAN 国際コンテンツフェスティバル 2009 記者発表」（経済産業省） 

 詳細は、経済産業省リリース参照。 

④ レセプション 

「JAPAN 国際コンテンツフェスティバル」（経済産業省） 

詳細は、経済産業省リリース参照。 



 

       
 

 

世界最大規模の日本ポップカルチャーイベント 

「JAPAN EXPO 2009」にてビジット・ジャパン・ブースを出展 

 
 

観光庁および日本政府観光局（JNTO）では、７月初旬にフランスで開催される、

ポップカルチャーを中心とした日本文化を紹介する世界最大規模の若者向けイベ

ント「JAPAN EXPO 2009」にビジット・ジャパン・キャンペーン（VJC）ブースを出

展し、日本の観光魅力をPRします。 

JAPAN EXPOはマンガ、アニメ、ゲーム、音楽等を中心に日本のポップカルチャー

をテーマに開催される欧州最大の日本専門イベントです。今年で10年目を迎える今

回は欧州内外から15万人の入場者が予想されています。 

 また、出展にあわせ、フランスの青年層を対象とした広告宣伝を実施することで、

旅行目的地としての日本の認知度を向上させ、同国からの更なる訪日促進を図りま

す。 

 

                  記 

 
【ＶＪＣブース概要】 

◆ 映像により、日本の多様な歴史的・現代的な魅力をビジュアルで紹介する

とともに低廉宿泊施設、アニメ関連イベント等青少年が必要とする訪日情

報を提供することで訪日旅行への意欲を喚起する。 
◆ 現地旅行会社（Transunivers）と連携した Wii Fit スキージャンプ対決な

ど景品もあたるアトラクションを実施し、隣接の自治体、Cofesta *（コ・

フェスタ）ブースとも連携することでブースへの誘客を図る。 
◆ 日本ファンの青年層に高い人気を誇るテレビチャンネル「NOLIFE」にて

広告宣伝を実施（6 月 15 日～7 月 10 日）することで、ブース出展活動と

の相乗効果を図る。 

   *  Cofesta … JAPAN 国際コンテンツフェスティバルの愛称 

 
 

   
 
 【昨年の VJC ブースを訪れた来場者】 

 

【お問い合わせ先】 

国土交通省観光庁国際交流推進課外客誘致室 小佐野、出澤 

TEL  03-5253-8923（直通） 

日本政府観光局海外プロモーション部フランス担当 犬石 

TEL  03-3216-1902（直通） 

 



 

 
 
 

【昨年の VJC ブースを訪れた来場者】 
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国際交流基金（ジャパンファウンデーション）は、世界の若者に人気のアニメやファッションなど

日本のポップカルチャーを多角的に紹介する「ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル」をフラ

ンスで開催します。櫻井孝昌氏をプロデューサーに迎え、2009年 7月2日（木）～7月5日（日）の4

日間、パリ日本文化会館にて次のイベントが実施されます。 

詳細は随時ウェブサイトで公開予定 → http://www.jpf.go.jp/j/popculture/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問合せ先：国際交流基金 文化事業部企画調整チーム 諏佐 

TEL：03-5369-6078 FAX：03-5369-6038 Email：Yuko_Susa@jpf.go.jp 

日本のポップカルチャーをパリから発信 

パリ日本文化会館で「ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル」

メイン企画１★ Laforet KAWAII Collection in Paris（オープニングイベント）

原宿を代表する10ブランド(※）によるファッションショー。モデルとして外務省のカワイイ大使を務

める青木美沙子と木村優、クレモンティーヌの娘・ソリータ嬢も登場。BABY, THE STARS SHINE 

BRIGHT専属デザイナー・上原久美子を交えたトークショーや、ファッションリーダーとしても話題

を集めるチェロ・ヴォーカリスト分島花音のミニライブも開催。     

※ALGONQUINS、 ALICE and the PIRATES、 BABY,THE STARS SHINE BRIGHT、 

BLACK PEACE NOW、 PUTUMAYO、 SEXYDYNAMITELONDON、 Angelic Pretty、 

ATELIER-PIERROT、 Metamorphose、 SUPER LOVERS 

日時：２００９年７月２日（木） 20:00～ 

会場：パリ日本文化会館（大ホール） 

主催：ラフォーレ原宿、国際交流基金 

問い合わせ先：（株）ラフォーレ原宿（広報・PR担当 堀） 

TEL: 03-3475-0411   FAX: 03-3405-0147   Email: hori@lfh.co.jp 

メイン企画２★ 日本を代表するアニメ作品の上映＋クリエーター講演  

「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」、「名探偵コナン」など、日本を代表するアニメ作品

の上映会を実施。劇場版「交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい」（京田知己監督）、

「バスカッシュ！」（河森正治プロジェクト・ディレクター）他1作品は、上映の前後に監督・プロデュ

ーサーらの講演を予定。話題作のクリエイターとフランスの観客との交流が実現します。 

日時：２００９年７月３日（金）～７月５日（日） 

会場：パリ日本文化会館（大ホール） 

「地球を、開けよう。」 
情報センター

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1
Ｔｅｌ:03-5369-6075 Ｆａｘ:03-5369-6044

 

http://www.jpf.go.jp/



 

 

 
 
「ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル」プログラム 

（※すべて予定。日時や詳細は変更になる場合があります。） 

7月2日（木） オープニングイベント 
20：00～ Laforet KAWAII Collection in Paris 

7月3日（金）アニメ上映及びクリエイターの紹介 
14：00～「名探偵コナン」 (第515話) 

15：30～「バスカッシュ！」 (第1話・第2話) 

17：00～「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 (第1話・第2話) 

南雅彦プロデューサーによる挨拶あり。 

19：30～劇場版 「交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい」 

京田知己監督・南雅彦プロデューサーによるプレゼンテーション、質疑応答あり。 

7月4日（土）アニメ上映及びクリエイターの紹介 
12：30～「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 (第1話・第2話) 

14：00～新作劇場版アニメ作品 

17：00～「名探偵コナン」 (第515話) 

19：00～「バスカッシュ！」 (第1話・第2話) 

河森正治プロジェクト・ディレクターによるプレゼンテーション、質疑応答あり。 

7月5日（日）アニメ上映及びクリエイターの紹介 
12：30～「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 (第1話・第2話) 

14：00～劇場版 「交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい」 

16：30～「名探偵コナン」 (第515話) 

18：00～「バスカッシュ！」 (第1話・第2話) 

19：30～新作劇場版アニメ作品 

監督とプロデューサーによるプレゼンテーション、質疑応答あり。 

7月2日（木）～5日（日） 展示  
・「アニメーションと武道の精神」・・・パリ日本文化会館で開催中の「武道の精神－日本の武

道の歴史」展の特別コーナー。「戦国BASARA」など人気アニメ映画の原画複製パネルを

特別展示。 

・「マンガと日本語」 ・・・スキット・セリフ考案コンテスト受賞作品の展示 

企画：櫻井孝昌（コンテンツメディアプロデューサー／世界における日本のポップカルチャーに

ついて研究を進め、外務省のアドバイザーもつとめる。世界12カ国18都市で「アニメ文化外交」

講演も実施。著書に『アニメ文化外交』がある。） 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 ： 国際交流基金 文化事業部企画調整チーム 諏佐 

TEL：03-5369-6078 FAX：03-5369-6038 Email：Yuko_Susa@jpf.go.jp 

パリ日本文化会館（la Maison de la culture du Japon à Paris: MCJP）とは 

パリ日本文化会館は、国際交流基金の海外拠点のひとつであり、1997年より

官民合同で運営されている文化交流施設である。 

http://www.jpf.go.jp/

「地球を、開けよう。」 
情報センター

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1
Ｔｅｌ:03-5369-6075 Ｆａｘ:03-5369-6044

 



 

平成２１年６月１１日 

「ＪＡＰＡＮ国際コンテンツフェスティバル」の海外 

展開（「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ 2009」出展）について 
 

 

経済産業省では、本年７月にパリで開催される世界最大規模の日本

ポップカルチャーイベント「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ 2009」において、

「ＪＡＰＡＮ 国際コンテンツフェスティバル」（愛称コ・フェスタ）

の紹介、及び日本コンテンツの最新情報の紹介を行うこととしました

ので、お知らせいたします。 

 

【概要】 

１．「ＪＡＰＡＮ国際コンテンツフェスティバル」について 

 ゲーム、アニメ、マンガ、キャラクター、放送、音楽、映画といったコンテ

ンツ及びファッション、デザイン等に関わる各種イベントが連携して開催する

統合型コンテンツ見本市。2007 年に第一回を開催。これまで 2 回の開催では、

各イベント合計で 80 万人を超える動員を記録。3 回目を迎える本年は、9 月か

ら 10 月までの約 1 か月強の期間に 18 のオフィシャルイベントの開催を予定し

ているところ。 

公式サイト URL：http://www.cofesta.jp 

 

２．「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ 2009」への出展内容について 

経済産業省では、国内で行ってきた「ＪＡＰＡＮ 国際コンテンツフェステ

ィバル」の海外展開を強化するため、その第一弾として、世界最大規模の日本

ポップカルチャーイベントである「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ 2009」において、次

のような発信の機会を設けることとした。 

 

 ■ブース出展 

日程：会期全日（7 月 2 日（木）～5 日（日）） 

会場：JAPAN EXPO フランス・パリノール ヴィルパント展示会会場 

内容：アニメ・マンガ・ゲーム・音楽等の日本の最新コンテンツ、およ

び東京におけるコ・フェスタイベントの紹介。なお、会場内ライブ

ステージへの出演を予定している 14 組のアーティストの紹介も行

う。 



 

 

 

 ■記者会見 

   日時：7 月 3 日（金）14 時 00 分～15 時 00 分 

   会場：JAPAN EXPO フランス・パリノール ヴィルパント展示会会場 

   内容：「ＪＡＰＡＮ国際コンテンツフェスティバル 2009」の開催概要、お

よび日本からの展示出展の紹介など。 

 

■レセプション 

   日時：7 月 3 日（金）18 時 00 分～19 時 30 分 

   会場：パリ日本文化会館 

   内容：コ・フェスタイメージキャラクター等によるスモールトークショ

ーなどの小イベント、および日仏のコンテンツ業界関係者の交流機

会の提供。 

 
＜参考：「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ」会場風景＞ 
 
 
                      
 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 商務情報政策局文化情報関連産業課長 村上 敬亮 

     担当者： 釜田 雅樹 

  電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４０６１）

      ０３－３５０１－９５３７（直通） 


