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大阪国際マンガグランプリ実行委員会	



実施概要	

大阪国際交流センター　（住所：大阪府大阪市天王寺区上本町8−2−6）	

※一部正祐寺にてコスプレ撮影会場	

前売入場券　￥1,000　／　当日入場券　￥1,500	

※消費税込　※高校生以下入場無料　	

会 場	

日 程	

時 間	

チケット料金	

主 催	

協 賛	

後 援	

協 力	

2014年8月8日（金）・9日（土）　計2日間	

開場　10:00　　閉場　17:00 　※正祐寺は閉場15：30	

なにわ名物開発研究会、真田幸村博実行委員会	

【  ブース一覧  】
１,２０９名来場者数	 ２９ブース  

（企業・クリエイター計）	

出展ブース数	

大阪国際マンガグランプリ実行委員会	

四天王寺、近畿経済産業局、大阪府、大阪府商工会議所、大阪観光局、大阪府教育委員会	

四天王寺／株式会社甚松／菊池紙工株式会社／大阪アニメーションカレッジ専門学校／酒ライフサポート飛夢／いづみ美術印刷株式会社	  
奈良県葛城市／株式会社財コンサルティング／増成織ネーム株式会社／株式会社ダイコク／西日本衛材株式会社／株式会社カワチ	
デザインオフィスリバティ／大阪府立花の文化園／有限会社友井堂／ふるさと応援団 ミュージカル実行委員会／酒蔵にしおか	
Le	  Grand	  Callamand ／十三堂楽器店／南天苑株式会社／有限会社西條酒造／自然食レストラン ナチュラルガーデン	
TAC桃山／株式会社CM大阪／伏尾温泉不死王閣／大和屋本店／犬鳴温泉不動口館／丸金食品株式会社(順不同)	

【企業ブース】	
四天王寺／士郎正宗／大阪国際マンガグランプリ公式ブース／西日本衛材株式会社	
ライフアート株式会社・株式会社甚松／増成織ネーム株式会社／株式会社コンディ	
雪丸とゆかいな仲間たち（株式会社上杉食品・奈良県王寺町商工会・株式会社セダルベ
ルグロイボス・有限会社励投・書家　福詩家　たろう）／米谷印刷工業株式会社	
大松食品株式会社／うめだ印刷株式会社・島野珈琲株式会社／なにわ名物開発研究会	
豆乳きなこ本舗・幸村ロード雑穀屋やま元・株式会社ヤマサ食品	
コスプレ造形 匠工芸／大垣女子短期大学／バンタンゲームアカデミー大阪校(順不同)	
【クリエイターブース】１４ブース	
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8月８日(金)晴れ/雨　  　　　５２８名
主な来場者層：ビジネスマン(男性)
　　　　　　　　　    関係者・プレス等

8月９日(土)雨(台風11号)  ６８１名
主な来場者層：学生・外国人・親子連れ
　　　　　　　　　    ビジネスマン(男性)



『マンガのグローバルスタンダードをつくる』	
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仏・カンヌ国際映画祭	

文化大国フランスから学ぶ	  
１）国際化（世界へ発信）	  
２）評価軸（審査員・学術的）	  
３）歴史（日本の古い歴史）	  
　　　　　　　　↓	  
日本が世界で通用するのは	  
メッカの国としての	  
『日本文化』と『マンガ』	

大阪国際マンガグランプリ	

ベンチマーク	

グランプリの意義	

マイナス面の背景	  
１）出版不況＆競争激化	  
２）作家活躍の場減少	  
３）保守的な産業界	  
４）少子高齢化	  
５）地域経済・文化の減少	  

将来像	  
１）国際デビュー	  
２）世界へ進出する経済メリット	  
　　1.2億人→70億人市場へ	  
３）海外からの観光客流入	  
４）産業・文化の活性化	  
５）日本文化に誇りを持つ	  
６）ワクワクする世界へ	

プラス面の背景	  
１）マンガの世界的人氣	  
２）マンガ世代が社会の中枢に	  
３）日本の良質なイメージ	  

社会
環境	

カンヌ映画祭は	  
世界三大映画祭かつ	  
世界三大フィルムマーケットを	  
有する世界唯一の存在	



	  
	

四天王寺後援	

真田幸村博連動	

聖徳太子コンペ 
・キャラクター	

・マンガ	

・コスプレ等	

ライセンシーグループ 
→商品 
→教育 
→観光 
→サービス 
→広告 
→出版 
→フィギュア　etc	

市場創出	

作家活躍舞台	

日本文化
発信	

四天王寺御用達ブランド形成	

各業界への波及効果により	  
１）新たな市場の創出	  
２）伝統文化を国内外へ知らしめる	  
３）ブランド参入による産業・観光・教育の活性化	

聖徳太子コンペを実施することの意義	
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メディアに取り上げられました！	

主なメディア露出	

ラジオ	 6月11日AM８：００～	
fm-GIG KOBE station 	

幸せ発信局	

雑誌	 6月23日発行	 SAVVY８月号	

会見	 7月11日	 大阪市政記者会見	

WEB	 7月21日配信	 アニメ！アニメ！等	

新聞	 7月23日発行	 大阪日日新聞	

新聞	 8月1日発行	 産経新聞	

新聞	 8月9日発行	 大阪日日新聞	

新聞	 8月9日発行	 毎日新聞	

大阪日日新聞（8月9日発行）	

毎日新聞（8月9日発行）	

産経新聞（8月1日発行）	

YAHOO!等（7月21日配信）	

SAVVY８月号(6月23日発行)	

大阪市政記者会見（7月11日）	
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三河新報（9月2日発行）	



イベント会場	
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2F・メイン会場・小ホール　	

大阪日日新聞提供	



1F　ギャラリー	  

観客数：850人	  
※２日間計	

7	

『茶の涙』水面かえる	  
複製原画展	

染屋カイコ	  
描き下ろしポスター	聖徳太子・女官衣装	

大阪府立花の文化園	  
テラコッタドール/紹介パネル	

士郎正宗複製原画展	



タイムスケジュール	
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※詩吟は、諸事情により琵琶演奏に変更	



オープニング	
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オープニングにはゆるキャラ、アイドル、ヒーロー、メイドさん
が勢揃い！日本伝統文化の四天王寺と現代日本を象徴す
るサブカルチャーとの化学反応を期待させるオープニングと
なりました。	

★8月8日(金)10:15～　サブステージ	  
（観客数：200人）	



1日目サブステージ	
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10:15～10:45　オープニング	 12:00～12:45　講演：マンガ×京都	  
京都市役所　草木大氏	  
「京都市のコンテンツ産業の取組～京まふと京都版トキワ荘事業～」	

14:00～14:45　講演：マンガ×海外支援	  
中小機構近畿　小川陽子氏	  
「マンガで海外展開?!	  
～何からはじめる?!　どうはじめる?!～」	

15:00～15:40　水墨画・琵琶パフォーマンス	  
日本中国水墨画協会会長　李鴻儒氏	  
日本琵琶楽協会関西支部理事　竹本旭将氏	

16:00～16:45　講演：マンガ×出版社	  
株式会社青心社　青木治道氏	  
「マンガと出版社―アップルシード発売前夜―」	  
	

ビジネスDAY
（観客数：50人/各ステージ）

マンガの力を使ったあらゆるビジネス
を知り、またそれを活用する方法を学
べる、貴重なきっかけをくれるビジネ

スデイになりました。	  



1日目メインステージ	
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15:00～15:45　講演：日本文化×フランス	  
セルクル・フランス関西　品川芳洋氏	  
「日仏一如」－新しい文化力	

11:00～11:45　講演：聖徳太子と四天王寺	  
四天王寺　山岡武明氏	  
「聖徳太子一代記～太子の偉業を受け継いで～」	

13:00～13:45　講演：マンガ×国際	  
一般社団法人国際マンガ協会　常務理事浜岡康雄氏代理講演　関西事務局長松山秀俊氏	  
「一般社団法人　国際マンガ協会の果たす役割」	  

ビジネスDAY
（観客数：80人/各ステージ）

四天王寺、マンガ、海外・・・	  
日本屈指の伝統文化×マンガで	  
世界にCOOL	  JAPANを発信していく、	  
そのターニングポイントとなる講演でした。	  

Cercle	  France	  Kansai	



2日目サブステージ	
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マンガで活性化！	  
この勢いを敏感に感じ取った聴講者の前で、
様々な角度からマンガ×○○（マンガとのコラボ

レーション）について貴重な講演が行われまし
た。また、コスプレも民族衣装も超人も登場す

る賑やかなイベントが開催されました。	  

パブリックDAY
（観客数：50〜80人/各ステージ）

10:15～11:00　講演：マンガ×ビジネス	  
ALAKI株式会社　山内裕次氏	  
「テレビやメジャー漫画誌に掲載されない	  
アニメ・マンガに勝機アリ！」	

11:15～12:00　講演：マンガ×流通	  
株式会社大丸松坂屋百貨店　今西文彦氏	  
「百貨店とマンガとの新しい関係	  
-‐インバウンド戦略から街づくりまで-‐」	

13:15～14:00　コスプレde国際交流	

INBOUND Character 

⼤大丸松阪屋の 
インバウンドキャラクター 
「NIJA ＆ JANI」 

12:15～13:00　講演：マンガ×地域文化	  
前半：大阪府立花の文化園　竹田義氏「植物園と若者」	  
後半：心光寺　丈徳氏	  
「心光寺の魅力と丈徳の挑戦～仏教をマンガテイストで紹介～」	



2日目メインステージ	
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14:00～14:45　天王寺真田幸村博PR	  
天王寺真田幸村博 新作アプリ「天王寺×真田幸村観光ガイド」発表会 	
発表：天王寺区長、KAI	  大槌、東邦宣伝　演舞：笑撃舞踊団	

12:30～13:30　アニソン&アイドルパフォーマンス	  
出演：①DDプリンセス ②セブン ③クロックロックスⅡ&Ⅲ	

11:30～12:15　殺陣パフォーマンス	  
出演：チャンバラカルテット	

10:30～11:15　アフレコパフォーマンス	  
出演：①パンダ―５ ②メロドラクエスト	

大阪アニメーションカレッジ専門学
校全面協力のステージや、侍文化
をCOOLに演出した殺陣パフォーマ
ンス、NHK大河ドラマも決まり今１番
アツい真田幸村も登場した2日目メ

インステージは表彰式に向けどんど
ん盛り上がっていきました。	  

パブリックDAY
（観客数：150人/各ステージ）



★グランプリ表彰式	
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１） 二胡演奏　桐子（KiRiKo）氏	
２） 来賓ご挨拶：近畿経済産業局クリエイティブ産業ユニット室長　 内海美保氏	
３） 記念講演：「EUとの関係から見たポップカルチャー」	  
　　神戸大学　人文科学研究課　教授/国立大学法人　EU総合学術センター長　油井清光氏	
４） 開催趣旨説明　大阪国際マンガグランプリ　実行委員長　松山秀俊氏	

５） 審査員ご紹介	
６） グランプリ授賞式	
７）「攻殻機動隊」最新動画放映	
８） 泉佐野から登場！イヌナキン	
９） フォトセッション	
10） プレゼント抽選会	

15:00～16:30　グランプリ表彰式	

台風が直撃する天候の中にも関わらず、受賞者
の皆様、ご来賓・審査員の皆様、観客の皆様が
多数駆けつけてくださり、改めて日本のマンガの

求心力、可能性を感じるイベントとなりました。	  
最後まで会場を盛り上げてくれたパフォーマンス

や全国に先駆けて公開された『攻殻機動隊』の
予告映像など２日間の最後に華々しい一幕を迎
えることができました。	  

グランプリ表彰式
（観客数：220人・立ち見含）
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来賓挨拶・基調講演	
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来賓ご挨拶：	  
　　近畿経済産業局	  
　　クリエイティブ産業ユニット室長　 	  
　　内海美保氏	

来賓のご挨拶と基調講演を行っていただきました。内海氏からは、マンガを通じて日本文化を発信する当イベントの意義について応援
メッセージをいただきました。	  
油井氏は、EUとアジア間に置ける日本のポップカルチャーの調査研究により、日本のポップカルチャーの広がりとその人氣について

講演されました。	  

グランプリを応援！

基調講演：	  
　　「EUとの関係から見たポップカルチャー」	
　　神戸大学　人文科学研究課　教授	  
　　国立大学法人　EU総合学術センター長　	  
　　油井清光氏	



士郎正宗	
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攻殻機動隊（GHOST	  IN	  THE	  SHELL）	

MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

神戸市出身。大阪芸術大学芸術学部美術学科（油画科）卒。	  
代表作『攻殻機動隊』は、映画MATRIXなどで影響を与えた
作品としてあまりにも有名。	

女性キャラクター〜SFまでその魅力を思う存分発揮し世界へ広げた功績は
絶大。その威力は数十カ国語に翻訳された無数の作品によって物語られ
ています。力強い表現力と魅力的なキャラクターによって、遊び心を忘れな

い全ての大人達の心を今なお捉え続けています。 国際的に活躍する姿を
わたしたちに魅せてくれたその創造力と功績を讃えここに表します。	

受賞理由	

海外活躍マンガ家賞	

当グランプリ表彰式の様子	



いがらしゆみこ	
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北海道出身。講談社より発行した『キャンディ・キャンディ』は	
世界各国で放映され、日本のマンガ作品とは知らずに見ていた	
外国人が多数いるほど知名度の高い作品。	
日本の「カワイイ」文化をさきがけて世界に発信した。	

日本のみならず世界中の女性に対して、そして思春期の少女の心を忘れ
ないあらゆる世代に対して、描かれた主人公達は、いつも笑顔で明るく突
き進む姿で魅了してきました。作品の中では常にキャラクターの目は輝き、

女性が少女の心を忘れずに前向きに人生を進んで行くための良い道しる
べとなりました。COOL	  JAPAN第１世代の頃から現在に至るまで「かわいい

文化」の発信者として長年の功績を讃え、ここに表します。	

受賞理由	

COOL	  JAPANマンガ家賞	

台湾漫画夢工場と	  
世界コスプレ台湾予選会にゲストとして参加	

MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

メイミー・エンジェル	



『茶の涙』	  水面かえる	  
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日本茶の輸入を突然禁止したフランス政府 との交渉に同行し
た農水省新米女性職員と、 日本茶を求めパリ市内を彷徨う一
人の青年 を描いた物語。 ひょんなことから出会ったふたりは、 
横暴なフランス漁労相の心を解きほぐすため に立ち向かって
いく。ワインに負けず劣らず 奥が深く、そして日本が誇る文化・
日本茶 ・・・その深遠なる世界へと読者を導く、 業界初の本格
日本茶コミック。 お茶に関する知識、美味しいお茶の入れ方 な
ども紹介されており、日本茶と同様にどこ かほっとする安心感
がある。	

日本茶の話でありながら国際的な設定が特徴的。日本とフランスのハーフ
の主人公、内藤涙（ないとうるい）がフランス・パリを舞台に始まるお茶の物
語。日本文化を海外から見た視点はすばらしく我々日本人に重要な視点を

与えてくれました。	
日本ではお茶を楽しむことや親しむことから離れ効率的なペットボトルが	

中心なのが現状。	  
主人公の「（日本茶について）こんなにすばらしい自国の文化はほとんど知
らない」という指摘に実感を込めてそう思いました。	  
日本文化を楽しむことを氣づかせてくれた本作品に感謝の意を表します。	

受賞理由	

あらすじ	

COOL　JAPAN作品賞	MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

©水面かえる/マッグガーデン	



大阪国際マンガグランプリ	
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テーマ「四天王寺の聖徳太子」	  

作家名  　ややた	  

　　　　　    とうほんみえい	

作品名    『唐本御影』

タイトルの唐本御影（とうほん みえい）とは、聖徳太子を描いた最古のもの
と伝えられる肖像画。その肖像を現代マンガ風に昇華させた作品。聖徳太
子の徳のある表情やお付きの子供の表情には氣品さえ感じられます。さら

に聖徳太子のまなざしには現世の様々な苦楽を包み込む包容力さえ漂い
ます。グランプリの名にふさわしい作品。	

受賞理由	

①国際的に通用するクオリティ 	  
②大人の鑑賞に堪える作品	  
③日本のMANGAテイスト	  

四天王寺御用達ブランドの選考基準	  

MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

【優勝】	

キャラクター部門：120作品	  
全部門計：149作品	
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準優勝『桃缶』　　	  

作品名『行雲流水(こううんりゅうすい)』	  

３位  『睦月』	  

作品名『極楽のままに』	  

若くて凛々しい聖徳太子の作品。シンプルなポーズにも力強さを
感じます。刀のデザイン感や服装の陰影にも厚塗り風の程よい
重厚感がマッチしています。	

受賞理由	

少年時代の聖徳太子作品。	
極楽に通じていると信じられて作られた西側の極楽門を入り、	
聖徳太子と極楽浄土へ誘うという作品コンセプトから	

やさしくてどこかほっとする作品。	
それでいてほのかな明るさも感じられます。	

受賞理由	

MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

クリエイター発掘部門	

【入賞作品】　　　　　　　　　	  
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MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

クリエイター発掘部門	

【その他ノミネート作品】　　　　　　　　　	  

４位　　　あずみいのり　　　 
作家名：安曇祈 
作品名：聖徳太子と四天王	
選考コメント：	
現代のキャラクターと幻想的

デフォルメキャラという発想に
個性が見られました。非常に

意欲的で楽しさが伝わってく
る作品。	

５位 
作家名：みさき 
作品名：がんばれ聖徳太子 	

選考コメント：	
幼い聖徳太子を題材にした作

品。マンガのコマ割風の背景
もコミカルな演出が見られまし
た。	

６位	  
作家名：添田一平	  
作品名：聖徳太子と四天王寺 	

選考コメント：	
歴史の教科書に出てきそうな

どっしりとした作品。後光がさ
すところなど演出もしっかりし
ている。 	

７位	  
作家名：古川未来	  
作品名：駆る	

選考コメント：	
馬に乗った聖徳太子。これか

ら物事を成し遂げんとする意
欲を感じます。 	

©安曇祈	  

©添田一平	  

©みさき	  

©古川未来	  
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MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	

クリエイター発掘部門	

【その他ノミネート作品】　　　　　　　　　	  

８位 
作家名：NAN Cerezo 
作品名：Prince Shotoku 
unites Japan 	
選考コメント：	

一番手に申込があったのはス
ペイン人の作家。ラテン系氣
質な明るくてかわいいキャラク

ターにみなほっこりしました。	

9位　　 ほうおう　すいむ 

作家名：宝鶯彗夢 
作品名：聖徳太子を現代解釈

してみた。 	
選考コメント：	

はやりでしょうか、聖徳太子を
女性化した作品は数多く見ら
れました。その中でも躍動感

と表情の明るさ、背景の華や
かさが伝わってくる作品。 	

１０位	  
作家名：おはぎらいおん	  
作品名：浮城「四天王寺」と聖

徳太子	
選考コメント：	

陰影の効いた重厚感のある
作品。背景の描き込みやテク
スチャーにこだわりが見られ

ました。影が多すぎたのとや
やおじさまになってしまったの

が惜しいところ。	

１１位　  いなにめる	  

作家名：稲荷める	  
作品名：慈しみ	  
選考コメント：	
憂えいだ聖徳太子とまったり

した雰囲氣の作品。現代風の
イケメンが特徴的でした。	

©NAN	  Cerezo	   ©宝鶯彗夢	  

©おはぎらいおん	   ©稲荷める	  



その他部門賞	  
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商品企画部門	  

『	  	  りゅん太。』	  
	  

コスプレ部門	  
『チビタンク』	  

	  

審査員特別賞	  

『AZSA』	  

記念すべき第１回大阪国際マンガグラン
プリのマスコットキャラクターにおいて、設
立当初より作画を担当し、たぐいまれなる

技術と海外へ発信する思いへの共感に
よって多大な貢献をされました。こうしてチ

ケット、ポスター、チラシなど様々なPOPに
いたるまで重要なアイコンとなりました。こ
の功績を讃えここに表彰します。	

受賞理由	

個性的なコスプレを芸術的なセンスで表現。特
撮らしい見立てでエッジが効いていました。	

受賞理由	 五重塔のアイデアがほかにないものでした。一般
的な商品開発や種類は多数あれど、見るものを
楽しませて「これ欲しい！」と思わせる独創的アイ

デアが際立っていました。	  
【商品解説】	  
五重の塔に可愛らしさを加えて、擬態化させた
『五重のとうちゃん』の  キャラクターを用いて、ス
タンプ•コロコロスタンプ•ミニタオルハンカチ•	  	  携
帯ストラップを考えました。  携帯ストラップのキャ
ラクター達のパーツは取り外し可能であり、  好き

なように連結することができます。	

受賞理由	

MANGA	   
Grand	  Prix	
アワード	



マンガde国際交流	
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8日13：00～マンガde国際交流会	  
（参加人数：22人）	  

9日11:00～/13:00～　世界の民族衣装を描こう！	  
（参加人数：40人/回）	  

9日13：00～マンガde国際交流　フランス編	
「フランス本土およびマルチニーク島に	
おけるマンガとアニメ」（参加人数：35人）	

日本のマンガはCOOL！	  
会議室はマンガ好きの日本人・外国人で連日
大盛り上がりでした。	  
言葉を越えて国境を越えて、好きなマンガが	  
日本と世界をつなげる機会となりました。	  

マンガde国際交流

9日15：00～世界の日本ファンと繋がろう！	  
（エジプト・カイロ）（参加人数：23人）	  



アイドル・メイド大集合！	
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めいどるちぇのメイドさん	 DDプリンセス	 韓国人コスプレイヤー	  

キム・テヨン	

「胡琴演奏会」演奏家二胡奏者	  

桐子（KiRiKo）	

日本が世界に発信した「カワイイ」文化が	  
大阪国際交流センターに大集結しました。	  
彼女たちが登場すると瞬く間に会場は華やぎ、	  
素敵なパフォーマンス、秀逸な演奏、可憐な衣装で	  
観客を虜にしてくれました。	  

日本の「カワイイ」文化



キャラクター大集合！	
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太子くん (太子町)	 そばっち(岩手県)	 くろまろくん (河内長野市)	 蓮花ちゃん(奈良県葛城市)	 イヌナキン（泉佐野市）	

炎の十勇士　真田幸村	

一瞬でお客様の心を虜にする魅力的なキャラクターたちが大
勢駆けつけてくれました！オープニングや表彰式のみならず、
会場中を移動するたびに囲まれてしまう人気者たちです！	  

雪丸(奈良県王寺町商工会)	
人気者たち勢揃い！

四天王寺：貴重な聖徳太子像、太子２歳像、案内看板を展示	



会場内の様子	
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メイン会場となった２F大会議室さくらでは、講演ありブースあり、
いたるところでコスプレイヤー・ゆるキャラ・メイドさんとの撮影
が繰り広げられていました！国籍も服装も様々な人たちが一堂

に会する光景はこれからの元気な日本の象徴となりました！	

メイン会場：２F　大会議室さくら



出展ブースの様子①	
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所狭しと並べられた商品やマンガキャラクターに	  
歓声を上げたり思わず手に取るお客様。	  
マンガの求心力を上手くビジネスに取り入れた次世

代の企業、これからの活躍が楽しみな次世代クリエ
イターのブースが肩を並べ、ここから海外進出の機

運が大きく広がっていました。	

メイン会場：２F　出展ブース



出展ブースの様子②	

29	29	

・マンガとのコラボレーションで盛り上がる様をみて勉強になった。	  
・四天王寺さんのような伝統文化とご一緒できるきっかけができてうれしい。	  
・貴重な人脈ができた。ビジネスにもつながった。　　　　　　　　　　など多数	  

出展社の声



広報展開	
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A1ポスター	  
100枚掲示	

A4チラシ	  
7,000枚配布	

招待券	  公式サイト	

Twi`er	  
フォロワー	  175件	  
ツイート数	  735件	

Facebook	  
いいね！537件	

前売り券	

A4折　当日チラシ　8,000枚	

A5チラシ	  
8,000枚ダイコクドラッグ心斎橋店にて配布	



協賛品一覧	
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多数のみなさまに協賛頂きました。心より感謝申し上げます。	



主催	
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主催　大阪国際マンガグランプリ実行委員会	  
	  

・実行委員長：松山秀俊(株式会社アンシャントマン　代表取締役社長)	  
・事務局長：藤原英生(遣島使：島根県PR)	  
・イベントプロデューサー：浜田裕一(株式会社ジェイライツ)	  
・広報：松岡梨沙(合同会社ジャパンライブデザイン　代表社員)	  
  　　　：田中佳奈(株式会社アンシャントマン　広報担当)	  
・海外誘客：佐々寿一(Gold	  Green	  Japan株式会社　代表取締役社長)	  
・海外進出支援：中島大介(株式会社コンディ　代表取締役社長)	  
・国際交流：三宅悦子(アラビア―ト主催)	  
　　　　　　　  ：永野馨子(C-‐FLAT)	  
	  
事務局：	  
〒542-‐0081	  　　　	  
大阪市中央区南船場1丁目16-‐23　パレロワイヤル順慶町701	  
	  
お問い合わせ：	  
TEL　06-‐6121-‐6062	  
FAX　06-‐7632-‐2841	  
MAIL　info@osaka-‐manga.com	


