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コンテンツビジネスの可能性と未来像を探る

コンテンツクロスメディアセミナー
マンガ・アニメ、映画・映像、ゲームなどコンテンツの発祥の地である京都では、伝統・文化、
観光、
ファッション、音楽、食など多彩な分野の資源や人材に恵まれています。
本セミナーでは、KYOTO CMEX（KYOTO Cross Media Experience）2017のイベントの１つ
として、業界で活躍するトップランナーによる連続セミナーを開催し、
コンテンツビジネスの可
能性と未来像を探るとともに、人材育成・交流の場を創出します。

第

1回

10月16日（月）

「孤独のグルメ」の魅力と
地域コンテンツの可能性
く

第

2回

10月30日（月）

「ファイナルファンタジー」

世界に通用するその魅力とは（仮題）
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久住 昌之 氏

坂口 博信 氏

マンガ家・ミュージシャン

進行役

ひ ろ の ぶ

ゲームデザイナー
ミストウォーカーコーポレーションCEO

モデレーター

ヤマダトモコ 氏（マンガ研究者・マンガライター）

林

克 彦氏

（株式会社 Gz ブレイン
『週刊ファミ通』編集長）
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主

催：KYOTO Cross Media Experience 実行委員会、京都商工会議所
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第

1回

コンテンツクロスメディアセミナー

10月16日（月）

セミナー／18時～19時15分

交流会／19時15分～20時15分

京都国際マンガミュージアム
講師

久住 昌之 氏
マンガ家・ミュージシャン

「孤独のグルメ」の魅力と

谷 口ジローと組んで描いたマンガ
「孤 独のグルメ」
は、2012 年に TVドラマ化さ
れ、現在 season6が放映中で、劇中すべての音楽の制作演奏、脚本慣習、最
後にレポーターとして出演もしている。
マンガ単行本は、フランス・イタリア・スペイン・ドイツなどで翻訳出版されている。
ミュージシャンとしては年間 60ステージ以上をこなし、2015 年には初の海外・台
湾公演を行った。

第

2回

10月30日（月）

セミナー／18時～19時15分

交流会／19時15分～20時15分

からすま京都ホテル

セミナー／3階 瑞雲の間
交 流 会 ／3階 山水の間

講師

坂口 博信 氏

ゲームデザイナー
ミストウォーカーコーポレーションCEO

第1回

第2回

お申込みは
こちら⇒
詳細はこちら⇒

地下鉄
烏丸御池駅
三条通
京都市中京区烏丸通御池上ル 元龍池小学校
地下鉄「烏丸御池駅」2 番出口徒歩 2 分

モデレーター

林

克 彦氏

（株式会社 Gzブレイン
『週刊ファミ通』編集長）
【プロフィール】
1973 年青森県生まれ。1994 年より週刊ファミ通編集部に勤務。
ニュースページ担当デスク、副編集長を経て、2013 年 4月
『週刊ファミ通』編集長
に就任。
ゲームは雑食。インタビュー好き。進化を続けるゲーム業界につねに対応すべく、ア
グレッシブな誌面作りを心掛けている。

■からすま京都ホテル

阪急烏丸駅

からすま
京都ホテル

四条通

綾小路通

定 員 200 名

交流会 / 50 名

参加費 無料
交流会 / 一般 3,000 円
会員 1,000 円
学生
無料

仏光寺通

京都市下京区 烏丸通り四条下ル
京都駅から地下鉄四条駅まで約 3 分 地下鉄烏丸線四条駅下車（南出口 6）
阪急烏丸駅下車（西出口 23）

催：KYOTO Cross Media Experience 実行委員会、京都商工会議所

いずれもWEB申込みのみ受付けます （8月1日（火）より申込みを受付いたします）

http：//www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_108520.html
http：//cmex.kyoto/event/seminar/
本件に関するお問い合わせは：メールでお願いします

参加に
あたっての
ご注意

参加費 無料
交流会 / 一般 2,000 円
会員 1,000 円
学生
無料

東洞院通

◆主

定 員 200 名

交流会 / 50 名

御池通

地下鉄四条駅

【プロフィール】
世界で 1 億本以上を売り上げ、今もなお絶大な人気を誇るRPG の金字塔「ファ
イナルファンタジー」
シリーズの生みの親。
ゲームデザインスタジオ
「ミストウォーカー」
を立ち上げ以降「ブルードラゴン」、
「ロ
ストオデッセイ」、
「ラストストーリー」、
「テラバトル」
などのゲームをリリース。
「ヒゲ」の愛称でゲームファンから人気を博し、常に新作を渇望される存在である。
日本国外での評価も高く、2000 年にこれまでの功績が認められ、The Academy
of Interactive Arts and Sciencesより
「Hall of Fame Award」
（ 殿 堂 入り）
を
受賞、2015 年に GDC にて生涯功労賞を受賞。

京都国際マンガ
ミュージアム

烏丸通

世界に通用するその魅力とは（仮題）

■京都国際マンガミュージアム

室町通

「ファイナルファンタジー」

【プロフィール】
明治大学米沢嘉博記念図書館スタッフ、
日本マンガ学会理事、手塚治虫文化賞選考委員
1967 年 4月13日 富山県高岡市生まれ
1991 年跡見女子大学文学部美学美術史学科卒業、学芸員資格取得。
川崎市市民ミュージアム漫画部門スタッフ、東京工芸大学非常勤講師などを経て、
2009 年より明治大学米沢嘉博記念図書館展示担当スタッフ。
2013 年「バレエ・マンガ～永遠なる美しさ～」展（於：京都国際マンガミュージアム）
総合監修、2014 年「わたしのマーガレット展」
（全国巡回）
京都国際マンガミュージ
アムとともに監修、2015 年 「『描く
！』
マンガ展 ～名作を生む画技に迫る―描線・
コマ・キャラ～」
（全国巡回）
に参加、などキュレーターとして活躍中である。

高倉通

【プロフィール】
1958 年 7 月15日 東京・三鷹生まれ
法政大学社会学部卒。
美學校・絵文字工房で、赤瀬川源平に師事。
1981 年、泉晴紀と組んで
「泉昌之」名でマンガ家としてデビュー。
実弟の久住卓也と組んだマンガユニット
「O.B.B」
で発表した
「中学生日記」
で第
45 回文藝春秋漫画賞受賞。

ヤマダトモコ 氏

烏丸通

地域コンテンツの可能性

進行役

（マンガ研究者・マンガライター）

⇒ shinkou@kyo.or.jp

「受付確認票」
「受付確認票」がない場合、入場をお断りすることがあります。
●WEB 申込みの際に返送される
を当日受付にてご提出ください。
●参加される際、出演者の写真・動画撮影、講演内容の撮影・録画など、ご遠慮くださいますようお願いします。撮影・録画をされた場合、退場いただく場合がございます。
●交流会参加費は、当日受付にて拝受いたします。
●参加申込みは WEB のみ、お問い合わせはメールのみで受け付けます。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

