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クールジャパンコンテンツの
コラボレーションによるイノベーションが新潟に集結‼

出 展 者 募 集 中 ‼

※出展枠に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
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ごあいさつ

実行委員会会長
フラー株式会社　代表取締役会長
渋谷 修太

　新潟には、世界に誇れる魅力的な「コンテンツ」がたくさんあります。
お米とお酒はもちろん、長岡の花火、小千谷の錦鯉、燕三条の工芸品、上
越の桜、佐渡島の遺跡・・・。挙げたらキリがありません。
　一方で、これだけ魅力にあふれているにも関わらず、それが一堂に会
したところを見たことがありません。
　想像してみてください。業種の枠も、地域の括りも取っ払って、あらゆ
る新潟の魅力が集結する光景を。
　また、併催される世界錦鯉サミットでは、10か国以上の国の代表がお
越しになることから新潟の誇るコンテンツを世界に発信できるまたと
ない機会です。そのような想いから、この度クールジャパンEXPO in 
NIIGATAを開催することにしました。
　この千載一遇のチャンスに、錦鯉だけでなく新潟のあらゆる魅力を詰
め込んで、世界に伝えませんか？
　異業種でコラボレーションして、地域間も連携して、オールニイガタ
で新潟の誇りを世界に発信しましょう！
　この度のクールジャパンＥＸＰＯ in NIIGATAを、未来の新潟を創る
起爆剤にしたいと強く思っています。ご協力、よろしくお願い致します！

新潟県知事 花角 英世
　日本が誇る様々なコンテンツが一堂に会する「クールジャパン
EXPO」が国内で初めて、この新潟の地で開催されることは、非常に意
義深いものと考えております。
　新潟には、錦鯉をはじめ、日本酒や地ビール、農林水産物、伝統工芸品
など、世界に誇るクールジャパンコンテンツがたくさんあります。こうし
たコンテンツが業種の垣根を越えてコラボレーションし、新たなイノ
ベーションが創出されることを大いに期待しています。
　加えて、各国代表に参加いただく「世界錦鯉サミット」を併せて開催す
ることとしており、二つのイベントが相乗効果を発揮し、輸出の拡大の
みならず、経済・文化の更なる交流につながるよう、サミット主催者とし
て準備を進めてまいります。
　本イベントの成功を心より祈念するとともに、すべての関係者の皆様
に深く感謝申し上げます。
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＜クールジャパンEXPO in NI IGATA実行委員会＞

名　　 称 ： クールジャパンEXPO in NI IGATA

会　　 期 ： 2022年11月5日（土）・6日（日）　10：00 ～ 17：00（2日間）

会　　 場 ： 

主　　 催 ： クールジャパンEXPO in NI IGATA実行委員会

併　　 催 ： 世界錦鯉サミット　※輸出国10～20か国参加予定

後　　 援 ： 

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター「展示ホール」
 (新潟市中央区万代島6-1）

　　　　　　 内閣府知的財産戦略推進事務局、外務省、農林水産省、経済産業省、観光庁、新潟県、
　　　　　　 新潟市、三条市、燕市、加茂市、長岡市、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、十日町市
　　　　　　 上越市、佐渡市、日本貿易振興機構（ジェトロ）、新潟県商工会議所連合会、
　　　　　　 新潟県商工会連合会、新潟県中小企業団体中央会、にいがた産業創造機構、新潟日報社、
　　　　　　 毎日新聞新潟支局、朝日新聞新潟総局、読売新聞新潟支局、共同通信社新潟支局、
                   時事通信社新潟支局、BSN新潟放送、ＮＳＴ新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、
　　　　　　 UX新潟テレビ21、エフエムラジオ新潟、FM KENTO（予定）　　　※…申請中の団体・企業

※

規　　 模 ： 175社252小間

来 場 者 ： 10,000 名以上

入 場 料 ： 無料

内　　 容 ： クールジャパンコラボ商品の展示・販売、各種製品の物産販売、企業ブース、飲食販売、

　　　　　　 アルコールの試飲・販売、錦鯉展示、大使館・海外PRブース、ステージイベント、

　　　　　　 クールジャパン関連セミナー、出展者内覧会　等 



併催する世界錦鯉サミットによる世界への発信

【世界錦鯉サミット】
 ●開催日：11月 5日㈯～6日㈰
 ●会　場：新潟県長岡市、小千谷市、新潟市（朱鷺メッセ）
 ●参加国：10～20か国

CJE in NIIGATA

クールジャパンコンテンツに関連したあらゆる分野の
先端情報が集合 !新規業界への販路拡大 !
クールジャパンコンテンツを軸として、「総合展」ならではの様々な製品・ソリューションを持つ出展者が情報発
信を行うため、様々な業種・職種・役職の来場者に出会うことができます。
また、ご出展いただくこと自体が、業界内での認知度や企業価値の向上につながり、その成長に繋がる発見や出
会いが見込めます！

クリエイター×企業との直接マッチング
クールジャパンコンテンツを手がける漫画・アニメ、デザイナーなどのクリエイター自身が直接企業へ売り込め
るチャンス !

出展者交流
開催前日に出展者のみによる内覧会を実施します。出展者同士での新たな商品開発や商談も期待できます。
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4 販売が可能
会場においてエンドユーザーへの販売も可能です。売上以外に市場調査も期待できます。

サミットの開催により、国内外からの各メディアによる注目度は非常に高くなると推測されます。同会場で開催
する当イベントにおいても各方面への宣伝効果が期待できます。

「クールジャパンEXPO in NIIGATA」は、新潟が誇るクールジャパンコンテンツ（錦鯉、日本酒、漫画・アニメ、コスプレ、
伝統工芸品など）とのコラボレーションによるイノベーションを創出し、販路拡大を目指します。

EXPO の特徴

クールジャパンEXP in NIIGATA

「カッコイイ」 「おいしい」 「面白い」 「おもてなしの心」・・・が大集結‼



CJE in NIIGATA

出展対象

出展対象分野

グルメ

アート・デザイン・ベンチャー

娯楽・エンターテインメントライフスタイル

新型コロナ感染防止対策
本展示会の開催においては、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、（一社）日本展示会協会が定めた「展示会
業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」ならびに、新潟県、新潟市のガイドラインに準拠し、出展者・来場者・関係者の安全を
保持して実施します。

飲食・食品等
ミシュラングルメ、B級グルメ、軽食、飲料、弁当 等

ファッション
服、時計、小物等
服（レディース・メンズ）、時計、バッグ、アクセサリー 等

アーティスト、クリエイター、ベンチャー企業等
メディア芸術、絵画、グラフィックデザイナー、設計、Ｗｅｂデザイナー、システ
ムエンジニア、プログラマー、ＡＩエンジニア、カメラマン 等

その他
官公庁 他

レジャー・娯楽、宿泊、観光、運輸、体験サービス等※
宿泊施設（ホテル・旅館等）、
アミューズメント施設（演劇場、美術館等）、
体験プログラム、運輸業者（タクシー・船舶等）、観光施設 等
ゲーム、書籍・雑誌・コミック、音楽、落語、漫才 等
※オンライン配信、非接触サービス等イベントの工夫をしている企業、観光産業や体験　
　サービスを含むレジャー産業をサポートする企業 など

生活雑貨、インテリア、ヘルスケア等
生活雑貨、事務用品、インテリア、ベビー・キッズグッズ、キッチングッズ、
感染防止グッズ、健康グッズ、医療・介護グッズ、ヘルスケア関連、
クリーニング、モビリティ（車・自転車など）、育児、家電、花 等

ビューティー
コスメ、ヘアケア等
コスメ、ヘアケア、ネイル、フレグランス、美容室、美容グッズ 等

原則として以下の条件を満たす企業を対象とします。

●出展分野に該当する企業 ※1
●新潟県内に事業所を有する企業・フリーランス（個人） ※2
　※1出展分野の進出に興味がある企業で出展製品をお持ちでない方は事務局までご連絡ください。
　※2フリーランス（個人）でのご出展は限られたコンテンツ（漫画・アニメ、コスプレ）のみとさせて頂きます。

大使館・海外企業

コスプレ関連 花火関連

錦鯉関連 日本酒・地ビール・ワイン等
アルコール関連

衣装、コスプレウィッグ、カラーコンタクト、
化粧品、靴、雑貨、コスプレ関連商品小売

業、撮影スタジオ、撮影機材 等

花火師・煙火業者、
花火企画プロモーター、

玩具煙火(おもちゃ花火)の製造・販売 等

漫画・アニメ関連

クールジャパンコンテンツと海外商品のコラボ
や市場開拓の絶好の機会！

ものづくり
製造、職人等
洋食器、ロボット、環境技術、製造、彫刻、大工、陶芸、職人 等

農産物・農林水産品関連
米・野菜・果物・花・畜産物・
水産物・林産物 等

蔵元、小売店、関連グッズ、関連食品 等
錦鯉養殖、飼料開発・製造 等

伝統工芸品関連
堆朱、仏壇、漆器、桐箪笥、
刃物、鎚起銅器、縮 等

漫画・アニメクリエイター、脚本家、
声優、動画・作画、書店、
関連グッズ小売販売店 等



❶ 申込方法
　・「出展申込書」に必要事項を記入の上、各必要書類とともに事務局までご送付ください。
　・出展審査ののち、審査結果を担当者様宛に通知します。

❷ 申込締切日　2022年9月2日（金） 必着
　・先着順に審査を行い、予定小間数に達し次第、キャンセル待ちとなります。あらかじめご了承ください。

❹ 出展料支払期限　2022年9月16日（金）
　・出展申込内容について審査を行い、主催者が出展を承諾した出展者にのみ、請求書を担当者様宛に送付します。
　　支払期限までに出展料の支払いが確認できない場合、出展の申込を取り消すことがありますのでご注意ください。

開催までのスケジュールと出展準備の流れ

出展申込締切 各種申請書類
提出期限 搬入日 会　期

9月2日㈮

※先着順に審査を行い、予定小間数に達し次第、キャンセル待ちとなります。

9月下旬 11月4日㈮ 11月5日㈯～6日㈰

出展プラン

申込方法

CJE in NIIGATA

出展形態
出展プラン①

標準小間 スペース小間
出展プラン② 出展プラン③

121,000円（税込/1小間）
264,000円（税込/4小間）～

4小間以上～可能 33,000円（税込/1小間）99,000円（税込/1小間）出展料金

対象分野 全て 日本酒・地ビール等アルコール関連 漫画・アニメ関連、コスプレ関連

小間仕様

出
展
料
金
に
含
ま
れ
る
も
の

間口3.0ｍ×奥行3.0ｍ×高さ2.4ｍ 間口3.0ｍ×奥行3.0ｍ×高さ2.4ｍ 間口1.8ｍ×奥行1.8ｍ間口6.0ｍ×奥行6.0ｍ=36㎡～

3.0ｍ 6.0ｍ3.0ｍ

6.0ｍ

1.8ｍ

2.4ｍ

3.0ｍ
1.8ｍ

3.0ｍ

●ブース位置について
　2022 年9月12日㈪（予定）に開催する出展者説明会で発表します。なお、展示位置は、出展分野、出展内容、出展者総数、会場の構成などを考慮して
　主催者において決定します。

▪バックパネル・袖パネル
　※袖パネルは隣接する小間が
　　ある場合に限る
▪社名板　※指定書体：1枚　
▪100Ｖ2口コンセント 1ケ
　（500Ｗまで無料/1小間あたり）　

▪バックパネル
▪テーブル（1.8ｍ×0.45ｍ×0.7ｍ）×1卓
▪社名板　※指定書体：1枚　
▪100Ｖ2口コンセント 1ケ
　（500Ｗまで無料/1小間あたり）　

▪スペース渡し
▪テーブル（1.8ｍ×0.45ｍ×0.7ｍ）×1卓

▪スペース渡し
　※高さ3.6ｍを超える場合は、事務局
　　に事前にご相談ください。

出展料金の
最終支払い期限出展者説明会

9月16日㈮9月12日㈪



CJE in NIIGATA

会場イメージ図

お問い合わせ先：クールジャパンEXPO in NIIGATA実行委員会事務局
〒950-0871　新潟県新潟市東区山木戸7-6-7（株式会社サウンドエイト内）
E-mail：cjen@soundeight.net
TEL：025-256-8987　FAX：025-256-8548　（お問合せ受付時間　平日9：30～17：30）
URL: https://cje-niigata.jp/


