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商品価格や商
品に応じた売り
上げ（BtoB , 
BtoCへの販売・
交渉可）

商品価格や商
品に応じた売り
上げ（BtoB , 
BtoCへの販売・
交渉可）

貴社商品・サービスに合わせライセンス内容を選定

※PJ0!〜PJ1119のから貴社のご希望の分野をお選び下さい。

案件確度確認シート

ライセンスA〜L

プロジェクト実施社売上 売総 プロジェクト契約料

PJ01

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
ÿîʓʝˑʾː
ƨfʊ�Èɦʇ
Ʒŉ�Ȑʣʿ˗
ʣɲɷȩȪ˖ǅ}Ɍ

ƕJǔ˖Ǽ
Ĝƨf˖ʮ
ʙʵ˒
ʢ˗˖Ƌ�
ƨf˖ƜƢ
f

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝ�
Ȑʣʿ˗ʣ˚¢Ţ�yɷļƴʼ˗ʣ˛ɶɘɕɱPR˖ǅ}Ɍ
]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱʽˑʦ˔ʮ˗ʡˌ˔˖¢Ţ˖ǅ
}Ɍ�ōɷȠȓȾȺȓȠȓ˖ȠȓȾȺȓȡɷȉ�ʂǶ&Əɷ��ȐʊʁɳɶɋƜƢœɵÈÁɳÐƢœɵƯķɋƨfʂ�fɷś$ɋɽɫ�
ƠɻɷÈMGŭʊbʀɫ˃˗ʛʮʎ˔ʚʂʼˎ˔ʱÌŎɷðŮɷđ�ɳɦʇ�ɚ<ąʇɌƷŉ˖�Ȑɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒
ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛ʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖƖȑɷđ�ʊƴ
ɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝyɲʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢ˚Å0Ǌă˛ʊȑʀʇ

高

PJ02

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ʣʮ˗ʢʽˑʦ
˔˖ǅ}
ʣʮ˗ʢɳʼ˗ʣ
ɲɷɲɷȩȪ˖ǅ
}

ʮʙʵ˒
ʢ˖ʹˊ˗
ʮʎ˗ƨ
f˖]ŨƜ
ƢƤŃ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɚ�ćʊ¹ɯɋ
ʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ƨfʂʟ˗ʹʣ˖ƜƢƤŃʊ]ţɷʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢʣʮ˗ʢ�ɲőƤɌőƤɣʈɫƨfʂjf˖÷0ŭɸ¢Ţ�
yɷļƴʼ˗ʣɶɘɕɱǅ}ʁYƓɌǲǋ�ɷUȂ˖U¿ɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ
�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

中

PJ03

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
˚ȋ˛
ɘʁɱɵɤɷʶ˗
ʰʊ�ɗʇ˒ʏˉ
ːʸ˗ʮʎ˗

ȋf˖Ȍì
ĝ˖ʸ˗
ʮʎ˗ʟ˗
ʹʣ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝʕʙ
ʮːʸ˗ʮʎʣʿ˗ʣ˚ȮȤȩ�ŉɳ�ƚɶ=əʈɱșʕÍ˛ɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ʏʾ˔ʰɷʕʙʮːʸ˗ʮʎ˗ɷʣʿ˗ʣɶɘɕɱȋfəʅmɽɲɔʅʃʇȋëMʂɋʸ˗ʮʎ˗˖ʟ˗ʹʣɶǶʉʇfɍʊ
ÔǾɤɵɚʅɋóăɷƋÆƿɳɤɱɷɘʁɱɵɤʊɤɋ:Ȁœɵ½ɷʓʝ˒ʢ˗ʊʁɫʅɦÿîɷʟ˗ʹʣʊâ"Ɍăǌœɵ
$-ʊ˨ƽɶ˖ɴɡɲ˖ɴɷʄɖɶɏ�ɗʇəʊƎɗɋȉ�ɷĜÙɭɳʼˎ˔ʱɷʏˆ˗ʢʊƈɠʇɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔
÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

10社（ライセンス各社と出
場者）×各種製品の平均
単価想定1万円×イベント
参加者数の3％（90人）

900,000 高

PJ04

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ˆˇˏʍːˑʩ˗
ʏʾ˔ʰʟʽˎʏ
ʤˆʬʥ˗ʢDVD
ʊ�ōɻ

ˑʝ˗ʱ�
ţ

Ě¯p:ɲ˞˜1ǟ��ǝʅʈɱɕʇ¯ǉĽɷʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːĺȢȮȢˆʬʥ˗ʢʊ¡ɟʇˆˇˏʍːˑʩ˗ʽ˒ʢʒʙʰɌ
�ɳtńʊƋɤɝɦʇʏʾ˔ʰDVD÷07ʆɷˆʬʥ˗ʢʕ˗ʱʊ�>ɵ�ɶǝʆɽɦɌʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚʏ˔ʩʹˊ˗
ɤɱąɫ�ćgɷ�ɷȁčǶ&Əʂp:�ɷSŌ˄ˊ˗ʢʡˈ˔ɳ9ɶɋʏʾ˔ʰʫˈˏʮʎ˗ʧ˔ʚʊA�ɤʏʾ˔ʰʓ˔
ʯʎ˔ʚɲʁĔi˚ȯȴȓȱȼȴȓȾȵȴȓɀȺȼȷȳɷʄɖɵʁɷ˛ɌDVDɸʔ˔ˎʏ˔ɲʁǍ7<ąʇɷɲɋǛ�ʊþɝ�ʁYɌˆ˗ːɶĬ�
ɤɱǝɮɫʆɋÎþɛɷˆʬʥ˗ʢʊĬɗʽˑ˄ʍ˅ʕ˗ʱɳɤɱ ŉYɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯
ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥�ơʏˆ˗ʢ˦
ʏʾ˔ʰɷˆʏ˔ʽ˒ʚˎ˅ɳɤɱ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgʂSHƏɚˆʬʥ˗ʢʊĬɗɱʟʽˎʏʤȢȮȢʊ�ʆɋ�ō]tɷ�ĉʂðƴ
ɷŔɣʋɶ¡ɟʇʽ˒ʢʒʙʰɌXɟWɮɫïɍɶɩʈɪʈɷyɲǲǋɕɫɬɛɋăʽ˒ʢʒʙʰʊŞɮɱȃɝɌ�ō�ɚÇʊ�ɗ^ɖɛɮ
əɟʊɌɊƕŋɶʍˑ˔ʢɤɫśɮŒɵʕ˗ʱʂʵ˗ʰɚɽɫʏʾ˔ʰɷÈJʊ¡ɟɱɕɝɌXɟWɮɫ�ɚɽɫƽəɶǝʆɊüɳÈJɷ
ȫȬȨȪȰɚ�ō�ʊȊɺ�ɮɱɕɝɅɅɊÇɚɡɷtńɶŇɛƃɟʇʄɖɶɊŠ|ɲɸɵɝFǠʊɌƋɤɝǿɕtńɻ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
Ɉʹːˁ˗ʱ8Ŵʫˈ˗ʰɵɴɲ
ʰʬʽ7ʆɦʇčüʊřÚɤɱó
ă�ʍ˗ʮʎʣʰɷĪ�ʽ˒ˇ˗
ʡˌ˔ɷđ�ɳɦʇɌ

アーティストファン売り上げ
見込み6万枚（CD実績10
万枚以上のアーティストを
想定）＋その他参画アー
ティストファン＋一般の売り
上げ4万枚→10万枚×20
00円

■DVD売り上げ
200,000,000       会

場での使用分三千枚
はご提供いただく

C1社×100,000，000 高

PJ05

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

メセナVIPツアー
メセナ（芸術支援
者）VIPとして特
別招待を受け世
界で最もクリエイ
ティブなものに触
れるツアー

ʭʍ˗
ʟ˗ʹʣ

Collection/Elieux/ɶˆʥʲ˚ƜƢèäƏ˛ȮȤȩɳɤɱ×¹ʊXɟɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼ˖ʍ˗ʰʡ˗˔ʊ�Èɦʇʭ
ʍ˗
�ōɷ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgɷɾɷˆʥʲȮȤȩ�ŉɷʕʙʮːʣʿ˗ʣɶļ?ɢ×¹Ɍñǈƕ�ɶƜƢèäǰ��ɚb
ɽʈɱɘʆɋSHƏɸăʏʾ˔ʰɷFƴèäƏɳɤɱʏʾ˔ʰɶļ?×¹ʊɌFƴˆʥʲɳɤɱ�ºĚ¯ʏʾ˔ʰʫʛʬʰǎ
cɌɊǻƹɳɷʩʏʍʬʽɶʄʆɋƳÊɶėʇĻƻɷʄɖɵùʊǦɢɤˎʚʢˊʍˏ˗ɵñơƳɋʍ˗ʮʎʣʮʎʬʙɵ�Ȑʣ
ʰ˗ˏ˗ɚŇɽʈɽɦɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥ǻƹʩʏʍʬʽ˦ȓȓʝ˔ʽɷɢâ"ˤƆǺɢÖ¶Əș`ďɶɋăļ?ʭʍ˗ɶɢ_ơɕɫɬɛɢ��Ʉ�ǟǈɦɼɱʝ˔ʽˏˆ˔ʩɶɱɢ
â"ɆdŞɷʩʏʍʬʽƳ�àǖ˚ˣĀ�˝˞Ā\˛SHƏɻɷ�EdŞɳʏʾ˔ʰʂ�ćgŻ�Ɇʭʍ˗ż�ºxdɷʩʏʍʬʽƳ�
àǖ˚˝Ā\˛Ƴ�àǖ
ÈÁʊşɜĴɽɨĤƇɣɨʇƋɳʮʙʵ˒ʢ˗ɷîɫɵƜƢʍ˓˗ʱʏʾ˔ʰɷȮȤȩɢ×¹ʊɸɥʀɋʸˏɷģřɷʍ˗ʰ˖ʻʌʬʡˌ˔˖ȁ
čɶƱʈɋƋʊ��Ȑɦʇ�ɷ<ąʇ�Ťǧ˚ȮȤȩ˛ɷʣʿʡˈːʭʍ˗
ǚ¯ɷȇƝɵ/aɷɹɳɯɶɋóă�ɷʍ˗ʰɻɷǶ½ɷȑɽʆɚÜɠʅʈɽɦɌÈÁʊCĵɦʇȒGœɵʯʣʮʎʴ˗ʡˌ˔ɲɔʇʸ
ˏʊƘZɶɋ�ō�əʅƜƢ�ʂʙˏʓ˗ʩ˗ɵɴɚďɍɵƤŃɶÛɾɋĹʊɘɺɱɕʇɌɽɫɣʅɶƣʊÜɠɱëMĥJɻɷèäɀȺ4
�ɣɨƜƢœǪňʂņzɚɌɩʈɶ�ɕɋ�ɝɷƋƢȍʂʍ˗ʰʣ˂ʬʰɚ4�ɤȒGœɵƯ6ǊĲɳɵɮɱɕʇɌ
ɉʏʾ˔ʰȮȤȩ×¹Ȟ7yɆˑʬʱʕ˗ʿʬʰəʅɌʍ˓˗ʱɆ�ćgɳ_ďȮȤȩļ?¬Ɍʸ˗ʮʎ˗ɆȮȤȩ�ŉʕʙʮːʣʿ˗ʣɌ
ɉ³¬ɸ�ćgɳ_ɥļ?¬ɌʸˏɷÿȑźɷƍƗɎˀʮː˖ʱʐ˖ʙˏˍ˔ɏɵɴɶ�ġɌ
ɉʣʿʡˈː�ćgɳɷ�Ȁɲɷ�ȋ�˚E�Ŧ˛ɻɷɢ×¹˚ǟƵ�ɛ˛
ɉ�£ʖʏʱʂǢǵʍ˗ʰʏʾ˔ʰʖʏʱɐȓȩȱȼȶȽȲȺȻȴȓɑȕʸˏʣʝ˗ʽȖɳ9ɶȩȱȼȶȽɷʍ˗ʰʡ˗˔ɷ�ʊ�È
ɉ˒˔ʡˈ˔ɷȮȤȩƯÌː˗˅ɻɷļ?ɢ×¹Ɍ
ɉ�ʁXɟƂɚʈʇǇòɷˎʏʻʣʩʏːʊ�ÈɦʇÎ�ʆìŅɷ�ʆïʊ�ɺȋɦʇʣʿʡˈːʔʽʡˌ˔ʊɢŉÆɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉh�ĸɷĈƸɷ�H$-
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅ
ʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ
�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱ
�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ˔ʱ¤ɳɷˏ
ʍːɵ��ȐɷÈJɶɯɯɽʈ
ʇh�ɷʭʍ˗
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʏʾ˔ʰ�£ʸ˗ʰʲ˗ɳɤɱ
Ě¯ɷʭʍ˗�ðĐɷŁ»Ɍ

1名1000万（旅費＋芸術
支援）寄付）20名限定
収益の50％を芸術支援金
寄付に
※例：1000万円の富裕層
向けツアー『The Royal』
JTBから2017年1月発売
から4日間で12件の問い
合わせ

1名1000万×20名＝
200,000，000

C1社×100,000，000 中

PJ06

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȥʯʎˑʙʡˌ˔
ʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʯʎˑʙʡˌ˔ʊ
ơɖ

°d�Ņ
±

Ɏ�ðĐƏɏˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţʊLɮɱʏʾ˔ʰʊǥlɤɋʽ˒ʢʒʙʰɷƅ^ʯʎˑʙʡˌ˔ʊơɖɌ
ˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţɳ9ɶȬȮʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ
�ðɌʏʾ˔ʰɷȒGɳʍ˓˗ʱɻɷĹľ˅˗ʱʂʼ˗˅ʊŇɾ<ɤÈJʊØɠɱɕɝɌ
ɒřœɓȓʙˏʓʏʮʎʼɵ�ōāêɷȘȚţɷʓʝ˒ʢ˗ȕʓʝʁbʀɋ�ɳtńʊƋɤɝɦʇʓʴːʘ˗ȖȓɶǄŀɦʇʟ˗ʹʣʂ
ƨf˖ʍ˗ʰʊƟ^ɣɨɱǅ}ɤɋăǌœɵ$-ʊǜĞɤɫ�ōɷ˒˔ʚʮ˗ːʼ˗˅ʊFǠ
ɒȘȚţğ�ɓȓ]ţɶʽˑʦ˔ɕɫɬɛɋ˝=Ǯ˝ţ˚ƨfŨȈ˛ʊǩƎɣɨɱȃɛɽɦɌȕǩƎwĳȝ½ʊÏɯʙˏʓʏʮʎʼɳɤ
ɱɋù�ɷʳ˗ʤʊŇɾ<ɦ·Ȃ²ɚȑɕɳɣʈʇƨfʂʍ˗ʮʎʣʰȖ
ɒʽ˒ʢʒʙʰ:�ɓȡȺȷȷȴȲȾȶȺȹȓȣȷȶȴȿɁʏʾ˔ʰ˚�ōʍ˓˗ʱ˛ʊǕɳɤɫʟʏʙːəʅȘȚţɷjfʊʣʰ˗ˏ˗¢Ǵɤɋ�ōœ
ɵʼ˗˅ɷFǠʊ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

ライセンス14社A〜L�への
営業活動を行い、イベント
運営を行う（または委託）

717,700,000 A1社×300,000，000 高

PJ07

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȪʯʎˑʙʡˌ˔
ʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ

˔ʚɳ全世界ʔ˔
ˎʏ˔�ćÑť
˙ˎʏʼʹˊ˗ʏ
˔ʚ

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(˖
ʫʛʬʰǅ
}ʟ˗ʹ
ʣ

ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽːȩȪʊɤʏʾ˔ʰ¶óɷʔ˔ˎʏ˔�ć
Ñťɶɯɵɠʇ
ăʽ˒ʢʒʙʰɷʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚǣʀʇʏʾ˔ʰʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ɳ9ɶʙˎʑʱʻʌʑ˔ʯʎ˔ʚʊˏ˔ʙɣɨɱʏʾ˔
ʰʊŗ�ɠɱɕɝħʈʊɌTVɷ�ŌȀɲˎʏ˕ǲǋʊɤʏ˔ʩ˗ʴʬʰɲʔ˔ˎʏ˔ÑťʊɌˡ˞1�ɚ	¸ɶɵʆ¿äɦʇʣ
ʮ˗ʢɌʏʾ˔ʰˎʏʼǲǋʟʏʰʊƴɟɋÑťBʊǅ}Ɍ�ō�ɷʔ˔ˎʏ˔ˋ˗ʠ˗ɚÑťɦʇ�ɚ<ąʇɌʽ˒ʢʒʙʰ
ɷÿʁŒĹɦʇŝǵɷÈJɲ�ōʊƈɞɌȮȪɶʄʇʣʿʡˈːƯÌʁYƓɶɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

クラウドファウンディング平
均支援額想定1000円×1
万人オンライン投票券一

枚300円×人口の
0.0001％の72〜720万

人

■クラウドファン
30，000，000

■オンライン投票
216,000,000〜
2,160,000,000

A1社×300,000，000 高

2017年上期

単位：万円

可能性進捗状況分野 ライセンス案件・概要 メリット・ライセンス価値

新規プロジェクト

�●2010年  HIS社ー一般参加者のイベント参加ツアーとしてプランニングをご提案
頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2014年  近畿日本ツーリストーイベント参加
ツアーとしてプランニングをご提案頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2015年
日本航空ー参加者のイベント参加ツアーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進
まず。

●2015-2017年に芸能事務所やレコード会社に提案し、配送業者やTV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈSHƏʂ�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ
˔ʱ¤ɷˏʍːɵ��ȐɷÈJ
ɚ�ōʊȏɟ¦ʇʓʙʣʿˏʓ˔
ʣ˃˗ʛʮʎ˔ʚʊ�Ń
Ɋ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ˞˜˞˜¯ʔ˗ʽ˔ɷȣȷȶȴȿɁȓʣ
ʮ˗ʡˌ˔˚ʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ː˛
ɻɷ<¢˚<±˛ĐɷŁ»

どのような案件がありますか？ 追記お願いします。

�����E1社×30，000，000
F1社×20，000，000
G1社×10，000，000

H1社×5，000，000
I 1社×2，000，000

J 1社×500，000
K 1社×200，000

●2009年CCS社（ライトメーカー）ーライト提供の協賛を頂き本イベントの原型とな
るアート&ファッツションショーを開催。（毎年開催 ）●2010年CCS社（ライトメー
カー）ースポンサーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2010年カサ
ブランカ社水の浄化装置開発メーカー参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。
●�2011年東芝ーご検討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2011年トヨターご検
討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2014年トヨタ・アイシン精機ー鎮目氏が亡
くなられ単独プレコレクション開催に。●2014〜2016年�パナソニックーご検討頂い
たが、本プロジェクトが進まず。●2015年ークールジャパン機構よりイベントの後援
を頂ける事となったが、本プロジェクトが進まず。●2015年3D編集ソフト企業を買
収された社長にご提案→ハリウッドに売り込みたいとの事で、審査員としてご希望の
スピルバーグ氏に参加頂く所までこぎつけたが、本プロジェクトが進まず。●2016年
の年始を狙い訪問したが社長不在。半日粘り、日本人ディレクターが出て下さり検
討頂く事になったが、本プロジェクトが進まず。スペースXの方からの参画の可能性
も。
●2014年Yuki TORIIーご検討頂いたが、同社の多忙なコレクション時期と重なって
おり不可。●2015年ソフトバンークー�ロボットファッションショーをご提案しご検討頂
いたが、本プロジェクトが進まず。●2013ー2016年芸能事務所に提案しアーティス
ト出演をご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年、純玄米ドリンク製造のケイ・エス・ティ・ワールド社に参画希望頂いたが
本プロジェクトが進まず。●2017年、サントリーーご検討頂いたが、本プロジェクトが
進まず。
※ その他、各種サービス・製造メーカーに毎年ご案内送付・プレゼン等を行う。

●国内でイベント開催事務局としてクラウドファンディングを実施したがプロジェクト
目標額に達せず終了。●2016年DMM社及び米国クラウドファンディング関係会社
と打ち合わせさせていただいたが、本プロジェクトが進まず。

●2008年ー弊社エルスタイル設立時より、本プロジェクト構想の実現に向けて企画
開始。2009年ー原型となるアートとコラボしたファッションショーを開催。ルーブル美
術館への提案をはじめる。2011年ニューイヤーカウントダウン時に署名を募りルーブ
ル美術館の開催許可を頂くが本プロジェクトが進まず。●2014年−拠点を東京に移
し、準備開始。2014年9月にプレコレクションとして小規模で開催。●2017年−プロ
ジェクト運営の協業企業を募り、プロジェクトの内容確認を進める。候補：電通・その
他海外企業。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を
行う。

No． 決定時期 得意名

ライセンシー売上売総見込額

20社（ライセンス各社と出
場者）×車や化粧品など各
種製品の平均単価想定5
万円×イベント参加者数の
3％（90人）  �※2009年の
アート&ファッツションショー
では参加者の10％以上の
人がが購入し、アクセサ
リーなどは全商品の6割が
当日販売。ショーの興奮と
感動の中で購買意欲が高
まる傾向有り

9,000,000

Collection Elieux International  1

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行



案件確度確認シート

ライセンスA〜L

プロジェクト実施社売上 売総 プロジェクト契約料

PJ01

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
ÿîʓʝˑʾː
ƨfʊ�Èɦʇ
Ʒŉ�Ȑʣʿ˗
ʣɲɷȩȪ˖ǅ}Ɍ

ƕJǔ˖Ǽ
Ĝƨf˖ʮ
ʙʵ˒
ʢ˗˖Ƌ�
ƨf˖ƜƢ
f

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝ�
Ȑʣʿ˗ʣ˚¢Ţ�yɷļƴʼ˗ʣ˛ɶɘɕɱPR˖ǅ}Ɍ
]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱʽˑʦ˔ʮ˗ʡˌ˔˖¢Ţ˖ǅ
}Ɍ�ōɷȠȓȾȺȓȠȓ˖ȠȓȾȺȓȡɷȉ�ʂǶ&Əɷ��ȐʊʁɳɶɋƜƢœɵÈÁɳÐƢœɵƯķɋƨfʂ�fɷś$ɋɽɫ�
ƠɻɷÈMGŭʊbʀɫ˃˗ʛʮʎ˔ʚʂʼˎ˔ʱÌŎɷðŮɷđ�ɳɦʇ�ɚ<ąʇɌƷŉ˖�Ȑɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒
ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛ʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖƖȑɷđ�ʊƴ
ɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝyɲʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢ˚Å0Ǌă˛ʊȑʀʇ

高

PJ02

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ʣʮ˗ʢʽˑʦ
˔˖ǅ}
ʣʮ˗ʢɳʼ˗ʣ
ɲɷɲɷȩȪ˖ǅ
}

ʮʙʵ˒
ʢ˖ʹˊ˗
ʮʎ˗ƨ
f˖]ŨƜ
ƢƤŃ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɚ�ćʊ¹ɯɋ
ʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ƨfʂʟ˗ʹʣ˖ƜƢƤŃʊ]ţɷʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢʣʮ˗ʢ�ɲőƤɌőƤɣʈɫƨfʂjf˖÷0ŭɸ¢Ţ�
yɷļƴʼ˗ʣɶɘɕɱǅ}ʁYƓɌǲǋ�ɷUȂ˖U¿ɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ
�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

中

PJ03

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
˚ȋ˛
ɘʁɱɵɤɷʶ˗
ʰʊ�ɗʇ˒ʏˉ
ːʸ˗ʮʎ˗

ȋf˖Ȍì
ĝ˖ʸ˗
ʮʎ˗ʟ˗
ʹʣ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝʕʙ
ʮːʸ˗ʮʎʣʿ˗ʣ˚ȮȤȩ�ŉɳ�ƚɶ=əʈɱșʕÍ˛ɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ʏʾ˔ʰɷʕʙʮːʸ˗ʮʎ˗ɷʣʿ˗ʣɶɘɕɱȋfəʅmɽɲɔʅʃʇȋëMʂɋʸ˗ʮʎ˗˖ʟ˗ʹʣɶǶʉʇfɍʊ
ÔǾɤɵɚʅɋóăɷƋÆƿɳɤɱɷɘʁɱɵɤʊɤɋ:Ȁœɵ½ɷʓʝ˒ʢ˗ʊʁɫʅɦÿîɷʟ˗ʹʣʊâ"Ɍăǌœɵ
$-ʊ˨ƽɶ˖ɴɡɲ˖ɴɷʄɖɶɏ�ɗʇəʊƎɗɋȉ�ɷĜÙɭɳʼˎ˔ʱɷʏˆ˗ʢʊƈɠʇɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔
÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

10社（ライセンス各社と出
場者）×各種製品の平均
単価想定1万円×イベント
参加者数の3％（90人）

900,000 高

PJ04

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ˆˇˏʍːˑʩ˗
ʏʾ˔ʰʟʽˎʏ
ʤˆʬʥ˗ʢDVD
ʊ�ōɻ

ˑʝ˗ʱ�
ţ

Ě¯p:ɲ˞˜1ǟ��ǝʅʈɱɕʇ¯ǉĽɷʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːĺȢȮȢˆʬʥ˗ʢʊ¡ɟʇˆˇˏʍːˑʩ˗ʽ˒ʢʒʙʰɌ
�ɳtńʊƋɤɝɦʇʏʾ˔ʰDVD÷07ʆɷˆʬʥ˗ʢʕ˗ʱʊ�>ɵ�ɶǝʆɽɦɌʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚʏ˔ʩʹˊ˗
ɤɱąɫ�ćgɷ�ɷȁčǶ&Əʂp:�ɷSŌ˄ˊ˗ʢʡˈ˔ɳ9ɶɋʏʾ˔ʰʫˈˏʮʎ˗ʧ˔ʚʊA�ɤʏʾ˔ʰʓ˔
ʯʎ˔ʚɲʁĔi˚ȯȴȓȱȼȴȓȾȵȴȓɀȺȼȷȳɷʄɖɵʁɷ˛ɌDVDɸʔ˔ˎʏ˔ɲʁǍ7<ąʇɷɲɋǛ�ʊþɝ�ʁYɌˆ˗ːɶĬ�
ɤɱǝɮɫʆɋÎþɛɷˆʬʥ˗ʢʊĬɗʽˑ˄ʍ˅ʕ˗ʱɳɤɱ ŉYɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯
ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥�ơʏˆ˗ʢ˦
ʏʾ˔ʰɷˆʏ˔ʽ˒ʚˎ˅ɳɤɱ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgʂSHƏɚˆʬʥ˗ʢʊĬɗɱʟʽˎʏʤȢȮȢʊ�ʆɋ�ō]tɷ�ĉʂðƴ
ɷŔɣʋɶ¡ɟʇʽ˒ʢʒʙʰɌXɟWɮɫïɍɶɩʈɪʈɷyɲǲǋɕɫɬɛɋăʽ˒ʢʒʙʰʊŞɮɱȃɝɌ�ō�ɚÇʊ�ɗ^ɖɛɮ
əɟʊɌɊƕŋɶʍˑ˔ʢɤɫśɮŒɵʕ˗ʱʂʵ˗ʰɚɽɫʏʾ˔ʰɷÈJʊ¡ɟɱɕɝɌXɟWɮɫ�ɚɽɫƽəɶǝʆɊüɳÈJɷ
ȫȬȨȪȰɚ�ō�ʊȊɺ�ɮɱɕɝɅɅɊÇɚɡɷtńɶŇɛƃɟʇʄɖɶɊŠ|ɲɸɵɝFǠʊɌƋɤɝǿɕtńɻ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
Ɉʹːˁ˗ʱ8Ŵʫˈ˗ʰɵɴɲ
ʰʬʽ7ʆɦʇčüʊřÚɤɱó
ă�ʍ˗ʮʎʣʰɷĪ�ʽ˒ˇ˗
ʡˌ˔ɷđ�ɳɦʇɌ

アーティストファン売り上げ
見込み6万枚（CD実績10
万枚以上のアーティストを
想定）＋その他参画アー
ティストファン＋一般の売り
上げ4万枚→10万枚×20
00円

■DVD売り上げ
200,000,000       会

場での使用分三千枚
はご提供いただく

C1社×100,000，000 高

PJ05

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

メセナVIPツアー
メセナ（芸術支援
者）VIPとして特
別招待を受け世
界で最もクリエイ
ティブなものに触
れるツアー

ʭʍ˗
ʟ˗ʹʣ

Collection/Elieux/ɶˆʥʲ˚ƜƢèäƏ˛ȮȤȩɳɤɱ×¹ʊXɟɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼ˖ʍ˗ʰʡ˗˔ʊ�Èɦʇʭ
ʍ˗
�ōɷ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgɷɾɷˆʥʲȮȤȩ�ŉɷʕʙʮːʣʿ˗ʣɶļ?ɢ×¹Ɍñǈƕ�ɶƜƢèäǰ��ɚb
ɽʈɱɘʆɋSHƏɸăʏʾ˔ʰɷFƴèäƏɳɤɱʏʾ˔ʰɶļ?×¹ʊɌFƴˆʥʲɳɤɱ�ºĚ¯ʏʾ˔ʰʫʛʬʰǎ
cɌɊǻƹɳɷʩʏʍʬʽɶʄʆɋƳÊɶėʇĻƻɷʄɖɵùʊǦɢɤˎʚʢˊʍˏ˗ɵñơƳɋʍ˗ʮʎʣʮʎʬʙɵ�Ȑʣ
ʰ˗ˏ˗ɚŇɽʈɽɦɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥ǻƹʩʏʍʬʽ˦ȓȓʝ˔ʽɷɢâ"ˤƆǺɢÖ¶Əș`ďɶɋăļ?ʭʍ˗ɶɢ_ơɕɫɬɛɢ��Ʉ�ǟǈɦɼɱʝ˔ʽˏˆ˔ʩɶɱɢ
â"ɆdŞɷʩʏʍʬʽƳ�àǖ˚ˣĀ�˝˞Ā\˛SHƏɻɷ�EdŞɳʏʾ˔ʰʂ�ćgŻ�Ɇʭʍ˗ż�ºxdɷʩʏʍʬʽƳ�
àǖ˚˝Ā\˛Ƴ�àǖ
ÈÁʊşɜĴɽɨĤƇɣɨʇƋɳʮʙʵ˒ʢ˗ɷîɫɵƜƢʍ˓˗ʱʏʾ˔ʰɷȮȤȩɢ×¹ʊɸɥʀɋʸˏɷģřɷʍ˗ʰ˖ʻʌʬʡˌ˔˖ȁ
čɶƱʈɋƋʊ��Ȑɦʇ�ɷ<ąʇ�Ťǧ˚ȮȤȩ˛ɷʣʿʡˈːʭʍ˗
ǚ¯ɷȇƝɵ/aɷɹɳɯɶɋóă�ɷʍ˗ʰɻɷǶ½ɷȑɽʆɚÜɠʅʈɽɦɌÈÁʊCĵɦʇȒGœɵʯʣʮʎʴ˗ʡˌ˔ɲɔʇʸ
ˏʊƘZɶɋ�ō�əʅƜƢ�ʂʙˏʓ˗ʩ˗ɵɴɚďɍɵƤŃɶÛɾɋĹʊɘɺɱɕʇɌɽɫɣʅɶƣʊÜɠɱëMĥJɻɷèäɀȺ4
�ɣɨƜƢœǪňʂņzɚɌɩʈɶ�ɕɋ�ɝɷƋƢȍʂʍ˗ʰʣ˂ʬʰɚ4�ɤȒGœɵƯ6ǊĲɳɵɮɱɕʇɌ
ɉʏʾ˔ʰȮȤȩ×¹Ȟ7yɆˑʬʱʕ˗ʿʬʰəʅɌʍ˓˗ʱɆ�ćgɳ_ďȮȤȩļ?¬Ɍʸ˗ʮʎ˗ɆȮȤȩ�ŉʕʙʮːʣʿ˗ʣɌ
ɉ³¬ɸ�ćgɳ_ɥļ?¬ɌʸˏɷÿȑźɷƍƗɎˀʮː˖ʱʐ˖ʙˏˍ˔ɏɵɴɶ�ġɌ
ɉʣʿʡˈː�ćgɳɷ�Ȁɲɷ�ȋ�˚E�Ŧ˛ɻɷɢ×¹˚ǟƵ�ɛ˛
ɉ�£ʖʏʱʂǢǵʍ˗ʰʏʾ˔ʰʖʏʱɐȓȩȱȼȶȽȲȺȻȴȓɑȕʸˏʣʝ˗ʽȖɳ9ɶȩȱȼȶȽɷʍ˗ʰʡ˗˔ɷ�ʊ�È
ɉ˒˔ʡˈ˔ɷȮȤȩƯÌː˗˅ɻɷļ?ɢ×¹Ɍ
ɉ�ʁXɟƂɚʈʇǇòɷˎʏʻʣʩʏːʊ�ÈɦʇÎ�ʆìŅɷ�ʆïʊ�ɺȋɦʇʣʿʡˈːʔʽʡˌ˔ʊɢŉÆɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉh�ĸɷĈƸɷ�H$-
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅ
ʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ
�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱ
�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ˔ʱ¤ɳɷˏ
ʍːɵ��ȐɷÈJɶɯɯɽʈ
ʇh�ɷʭʍ˗
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʏʾ˔ʰ�£ʸ˗ʰʲ˗ɳɤɱ
Ě¯ɷʭʍ˗�ðĐɷŁ»Ɍ

1名1000万（旅費＋芸術
支援）寄付）20名限定
収益の50％を芸術支援金
寄付に
※例：1000万円の富裕層
向けツアー『The Royal』
JTBから2017年1月発売
から4日間で12件の問い
合わせ

1名1000万×20名＝
200,000，000

C1社×100,000，000 中

PJ06

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȥʯʎˑʙʡˌ˔
ʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʯʎˑʙʡˌ˔ʊ
ơɖ

°d�Ņ
±

Ɏ�ðĐƏɏˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţʊLɮɱʏʾ˔ʰʊǥlɤɋʽ˒ʢʒʙʰɷƅ^ʯʎˑʙʡˌ˔ʊơɖɌ
ˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţɳ9ɶȬȮʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ
�ðɌʏʾ˔ʰɷȒGɳʍ˓˗ʱɻɷĹľ˅˗ʱʂʼ˗˅ʊŇɾ<ɤÈJʊØɠɱɕɝɌ
ɒřœɓȓʙˏʓʏʮʎʼɵ�ōāêɷȘȚţɷʓʝ˒ʢ˗ȕʓʝʁbʀɋ�ɳtńʊƋɤɝɦʇʓʴːʘ˗ȖȓɶǄŀɦʇʟ˗ʹʣʂ
ƨf˖ʍ˗ʰʊƟ^ɣɨɱǅ}ɤɋăǌœɵ$-ʊǜĞɤɫ�ōɷ˒˔ʚʮ˗ːʼ˗˅ʊFǠ
ɒȘȚţğ�ɓȓ]ţɶʽˑʦ˔ɕɫɬɛɋ˝=Ǯ˝ţ˚ƨfŨȈ˛ʊǩƎɣɨɱȃɛɽɦɌȕǩƎwĳȝ½ʊÏɯʙˏʓʏʮʎʼɳɤ
ɱɋù�ɷʳ˗ʤʊŇɾ<ɦ·Ȃ²ɚȑɕɳɣʈʇƨfʂʍ˗ʮʎʣʰȖ
ɒʽ˒ʢʒʙʰ:�ɓȡȺȷȷȴȲȾȶȺȹȓȣȷȶȴȿɁʏʾ˔ʰ˚�ōʍ˓˗ʱ˛ʊǕɳɤɫʟʏʙːəʅȘȚţɷjfʊʣʰ˗ˏ˗¢Ǵɤɋ�ōœ
ɵʼ˗˅ɷFǠʊ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

ライセンス14社A〜L�への
営業活動を行い、イベント
運営を行う（または委託）

717,700,000 A1社×300,000，000 高

PJ07

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȪʯʎˑʙʡˌ˔
ʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ

˔ʚɳ全世界ʔ˔
ˎʏ˔�ćÑť
˙ˎʏʼʹˊ˗ʏ
˔ʚ

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(˖
ʫʛʬʰǅ
}ʟ˗ʹ
ʣ

ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽːȩȪʊɤʏʾ˔ʰ¶óɷʔ˔ˎʏ˔�ć
Ñťɶɯɵɠʇ
ăʽ˒ʢʒʙʰɷʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚǣʀʇʏʾ˔ʰʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ɳ9ɶʙˎʑʱʻʌʑ˔ʯʎ˔ʚʊˏ˔ʙɣɨɱʏʾ˔
ʰʊŗ�ɠɱɕɝħʈʊɌTVɷ�ŌȀɲˎʏ˕ǲǋʊɤʏ˔ʩ˗ʴʬʰɲʔ˔ˎʏ˔ÑťʊɌˡ˞1�ɚ	¸ɶɵʆ¿äɦʇʣ
ʮ˗ʢɌʏʾ˔ʰˎʏʼǲǋʟʏʰʊƴɟɋÑťBʊǅ}Ɍ�ō�ɷʔ˔ˎʏ˔ˋ˗ʠ˗ɚÑťɦʇ�ɚ<ąʇɌʽ˒ʢʒʙʰ
ɷÿʁŒĹɦʇŝǵɷÈJɲ�ōʊƈɞɌȮȪɶʄʇʣʿʡˈːƯÌʁYƓɶɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

クラウドファウンディング平
均支援額想定1000円×1
万人オンライン投票券一

枚300円×人口の
0.0001％の72〜720万

人

■クラウドファン
30，000，000

■オンライン投票
216,000,000〜
2,160,000,000

A1社×300,000，000 高

2017年上期

単位：万円

可能性進捗状況分野 ライセンス案件・概要 メリット・ライセンス価値

新規プロジェクト

�●2010年  HIS社ー一般参加者のイベント参加ツアーとしてプランニングをご提案
頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2014年  近畿日本ツーリストーイベント参加
ツアーとしてプランニングをご提案頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2015年
日本航空ー参加者のイベント参加ツアーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進
まず。

●2015-2017年に芸能事務所やレコード会社に提案し、配送業者やTV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈSHƏʂ�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ
˔ʱ¤ɷˏʍːɵ��ȐɷÈJ
ɚ�ōʊȏɟ¦ʇʓʙʣʿˏʓ˔
ʣ˃˗ʛʮʎ˔ʚʊ�Ń
Ɋ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ˞˜˞˜¯ʔ˗ʽ˔ɷȣȷȶȴȿɁȓʣ
ʮ˗ʡˌ˔˚ʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ː˛
ɻɷ<¢˚<±˛ĐɷŁ»

どのような案件がありますか？ 追記お願いします。

�����E1社×30，000，000
F1社×20，000，000
G1社×10，000，000

H1社×5，000，000
I 1社×2，000，000

J 1社×500，000
K 1社×200，000

●2009年CCS社（ライトメーカー）ーライト提供の協賛を頂き本イベントの原型とな
るアート&ファッツションショーを開催。（毎年開催 ）●2010年CCS社（ライトメー
カー）ースポンサーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2010年カサ
ブランカ社水の浄化装置開発メーカー参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。
●�2011年東芝ーご検討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2011年トヨターご検
討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2014年トヨタ・アイシン精機ー鎮目氏が亡
くなられ単独プレコレクション開催に。●2014〜2016年�パナソニックーご検討頂い
たが、本プロジェクトが進まず。●2015年ークールジャパン機構よりイベントの後援
を頂ける事となったが、本プロジェクトが進まず。●2015年3D編集ソフト企業を買
収された社長にご提案→ハリウッドに売り込みたいとの事で、審査員としてご希望の
スピルバーグ氏に参加頂く所までこぎつけたが、本プロジェクトが進まず。●2016年
の年始を狙い訪問したが社長不在。半日粘り、日本人ディレクターが出て下さり検
討頂く事になったが、本プロジェクトが進まず。スペースXの方からの参画の可能性
も。
●2014年Yuki TORIIーご検討頂いたが、同社の多忙なコレクション時期と重なって
おり不可。●2015年ソフトバンークー�ロボットファッションショーをご提案しご検討頂
いたが、本プロジェクトが進まず。●2013ー2016年芸能事務所に提案しアーティス
ト出演をご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年、純玄米ドリンク製造のケイ・エス・ティ・ワールド社に参画希望頂いたが
本プロジェクトが進まず。●2017年、サントリーーご検討頂いたが、本プロジェクトが
進まず。
※ その他、各種サービス・製造メーカーに毎年ご案内送付・プレゼン等を行う。

●国内でイベント開催事務局としてクラウドファンディングを実施したがプロジェクト
目標額に達せず終了。●2016年DMM社及び米国クラウドファンディング関係会社
と打ち合わせさせていただいたが、本プロジェクトが進まず。

●2008年ー弊社エルスタイル設立時より、本プロジェクト構想の実現に向けて企画
開始。2009年ー原型となるアートとコラボしたファッションショーを開催。ルーブル美
術館への提案をはじめる。2011年ニューイヤーカウントダウン時に署名を募りルーブ
ル美術館の開催許可を頂くが本プロジェクトが進まず。●2014年−拠点を東京に移
し、準備開始。2014年9月にプレコレクションとして小規模で開催。●2017年−プロ
ジェクト運営の協業企業を募り、プロジェクトの内容確認を進める。候補：電通・その
他海外企業。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を
行う。

No． 決定時期 得意名

ライセンシー売上売総見込額

20社（ライセンス各社と出
場者）×車や化粧品など各
種製品の平均単価想定5
万円×イベント参加者数の
3％（90人）  �※2009年の
アート&ファッツションショー
では参加者の10％以上の
人がが購入し、アクセサ
リーなどは全商品の6割が
当日販売。ショーの興奮と
感動の中で購買意欲が高
まる傾向有り

9,000,000

Collection Elieux International  2

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行(１
年ごと更新)

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
毎年実行(１
年ごと更新)

案件確度確認シート

ライセンスA〜L

プロジェクト実施社売上 売総 プロジェクト契約料

PJ01

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
ÿîʓʝˑʾː
ƨfʊ�Èɦʇ
Ʒŉ�Ȑʣʿ˗
ʣɲɷȩȪ˖ǅ}Ɍ

ƕJǔ˖Ǽ
Ĝƨf˖ʮ
ʙʵ˒
ʢ˗˖Ƌ�
ƨf˖ƜƢ
f

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝ�
Ȑʣʿ˗ʣ˚¢Ţ�yɷļƴʼ˗ʣ˛ɶɘɕɱPR˖ǅ}Ɍ
]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱʽˑʦ˔ʮ˗ʡˌ˔˖¢Ţ˖ǅ
}Ɍ�ōɷȠȓȾȺȓȠȓ˖ȠȓȾȺȓȡɷȉ�ʂǶ&Əɷ��ȐʊʁɳɶɋƜƢœɵÈÁɳÐƢœɵƯķɋƨfʂ�fɷś$ɋɽɫ�
ƠɻɷÈMGŭʊbʀɫ˃˗ʛʮʎ˔ʚʂʼˎ˔ʱÌŎɷðŮɷđ�ɳɦʇ�ɚ<ąʇɌƷŉ˖�Ȑɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒
ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛ʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖƖȑɷđ�ʊƴ
ɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝyɲʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢ˚Å0Ǌă˛ʊȑʀʇ

高

PJ02

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ʣʮ˗ʢʽˑʦ
˔˖ǅ}
ʣʮ˗ʢɳʼ˗ʣ
ɲɷɲɷȩȪ˖ǅ
}

ʮʙʵ˒
ʢ˖ʹˊ˗
ʮʎ˗ƨ
f˖]ŨƜ
ƢƤŃ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɚ�ćʊ¹ɯɋ
ʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ƨfʂʟ˗ʹʣ˖ƜƢƤŃʊ]ţɷʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢʣʮ˗ʢ�ɲőƤɌőƤɣʈɫƨfʂjf˖÷0ŭɸ¢Ţ�
yɷļƴʼ˗ʣɶɘɕɱǅ}ʁYƓɌǲǋ�ɷUȂ˖U¿ɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ
�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

中

PJ03

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
˚ȋ˛
ɘʁɱɵɤɷʶ˗
ʰʊ�ɗʇ˒ʏˉ
ːʸ˗ʮʎ˗

ȋf˖Ȍì
ĝ˖ʸ˗
ʮʎ˗ʟ˗
ʹʣ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝʕʙ
ʮːʸ˗ʮʎʣʿ˗ʣ˚ȮȤȩ�ŉɳ�ƚɶ=əʈɱșʕÍ˛ɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ʏʾ˔ʰɷʕʙʮːʸ˗ʮʎ˗ɷʣʿ˗ʣɶɘɕɱȋfəʅmɽɲɔʅʃʇȋëMʂɋʸ˗ʮʎ˗˖ʟ˗ʹʣɶǶʉʇfɍʊ
ÔǾɤɵɚʅɋóăɷƋÆƿɳɤɱɷɘʁɱɵɤʊɤɋ:Ȁœɵ½ɷʓʝ˒ʢ˗ʊʁɫʅɦÿîɷʟ˗ʹʣʊâ"Ɍăǌœɵ
$-ʊ˨ƽɶ˖ɴɡɲ˖ɴɷʄɖɶɏ�ɗʇəʊƎɗɋȉ�ɷĜÙɭɳʼˎ˔ʱɷʏˆ˗ʢʊƈɠʇɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔
÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

10社（ライセンス各社と出
場者）×各種製品の平均
単価想定1万円×イベント
参加者数の3％（90人）

900,000 高

PJ04

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ˆˇˏʍːˑʩ˗
ʏʾ˔ʰʟʽˎʏ
ʤˆʬʥ˗ʢDVD
ʊ�ōɻ

ˑʝ˗ʱ�
ţ

Ě¯p:ɲ˞˜1ǟ��ǝʅʈɱɕʇ¯ǉĽɷʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːĺȢȮȢˆʬʥ˗ʢʊ¡ɟʇˆˇˏʍːˑʩ˗ʽ˒ʢʒʙʰɌ
�ɳtńʊƋɤɝɦʇʏʾ˔ʰDVD÷07ʆɷˆʬʥ˗ʢʕ˗ʱʊ�>ɵ�ɶǝʆɽɦɌʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚʏ˔ʩʹˊ˗
ɤɱąɫ�ćgɷ�ɷȁčǶ&Əʂp:�ɷSŌ˄ˊ˗ʢʡˈ˔ɳ9ɶɋʏʾ˔ʰʫˈˏʮʎ˗ʧ˔ʚʊA�ɤʏʾ˔ʰʓ˔
ʯʎ˔ʚɲʁĔi˚ȯȴȓȱȼȴȓȾȵȴȓɀȺȼȷȳɷʄɖɵʁɷ˛ɌDVDɸʔ˔ˎʏ˔ɲʁǍ7<ąʇɷɲɋǛ�ʊþɝ�ʁYɌˆ˗ːɶĬ�
ɤɱǝɮɫʆɋÎþɛɷˆʬʥ˗ʢʊĬɗʽˑ˄ʍ˅ʕ˗ʱɳɤɱ ŉYɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯
ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥�ơʏˆ˗ʢ˦
ʏʾ˔ʰɷˆʏ˔ʽ˒ʚˎ˅ɳɤɱ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgʂSHƏɚˆʬʥ˗ʢʊĬɗɱʟʽˎʏʤȢȮȢʊ�ʆɋ�ō]tɷ�ĉʂðƴ
ɷŔɣʋɶ¡ɟʇʽ˒ʢʒʙʰɌXɟWɮɫïɍɶɩʈɪʈɷyɲǲǋɕɫɬɛɋăʽ˒ʢʒʙʰʊŞɮɱȃɝɌ�ō�ɚÇʊ�ɗ^ɖɛɮ
əɟʊɌɊƕŋɶʍˑ˔ʢɤɫśɮŒɵʕ˗ʱʂʵ˗ʰɚɽɫʏʾ˔ʰɷÈJʊ¡ɟɱɕɝɌXɟWɮɫ�ɚɽɫƽəɶǝʆɊüɳÈJɷ
ȫȬȨȪȰɚ�ō�ʊȊɺ�ɮɱɕɝɅɅɊÇɚɡɷtńɶŇɛƃɟʇʄɖɶɊŠ|ɲɸɵɝFǠʊɌƋɤɝǿɕtńɻ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
Ɉʹːˁ˗ʱ8Ŵʫˈ˗ʰɵɴɲ
ʰʬʽ7ʆɦʇčüʊřÚɤɱó
ă�ʍ˗ʮʎʣʰɷĪ�ʽ˒ˇ˗
ʡˌ˔ɷđ�ɳɦʇɌ

アーティストファン売り上げ
見込み6万枚（CD実績10
万枚以上のアーティストを
想定）＋その他参画アー
ティストファン＋一般の売り
上げ4万枚→10万枚×20
00円

■DVD売り上げ
200,000,000       会

場での使用分三千枚
はご提供いただく

C1社×100,000，000 高

PJ05

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

メセナVIPツアー
メセナ（芸術支援
者）VIPとして特
別招待を受け世
界で最もクリエイ
ティブなものに触
れるツアー

ʭʍ˗
ʟ˗ʹʣ

Collection/Elieux/ɶˆʥʲ˚ƜƢèäƏ˛ȮȤȩɳɤɱ×¹ʊXɟɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼ˖ʍ˗ʰʡ˗˔ʊ�Èɦʇʭ
ʍ˗
�ōɷ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgɷɾɷˆʥʲȮȤȩ�ŉɷʕʙʮːʣʿ˗ʣɶļ?ɢ×¹Ɍñǈƕ�ɶƜƢèäǰ��ɚb
ɽʈɱɘʆɋSHƏɸăʏʾ˔ʰɷFƴèäƏɳɤɱʏʾ˔ʰɶļ?×¹ʊɌFƴˆʥʲɳɤɱ�ºĚ¯ʏʾ˔ʰʫʛʬʰǎ
cɌɊǻƹɳɷʩʏʍʬʽɶʄʆɋƳÊɶėʇĻƻɷʄɖɵùʊǦɢɤˎʚʢˊʍˏ˗ɵñơƳɋʍ˗ʮʎʣʮʎʬʙɵ�Ȑʣ
ʰ˗ˏ˗ɚŇɽʈɽɦɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥ǻƹʩʏʍʬʽ˦ȓȓʝ˔ʽɷɢâ"ˤƆǺɢÖ¶Əș`ďɶɋăļ?ʭʍ˗ɶɢ_ơɕɫɬɛɢ��Ʉ�ǟǈɦɼɱʝ˔ʽˏˆ˔ʩɶɱɢ
â"ɆdŞɷʩʏʍʬʽƳ�àǖ˚ˣĀ�˝˞Ā\˛SHƏɻɷ�EdŞɳʏʾ˔ʰʂ�ćgŻ�Ɇʭʍ˗ż�ºxdɷʩʏʍʬʽƳ�
àǖ˚˝Ā\˛Ƴ�àǖ
ÈÁʊşɜĴɽɨĤƇɣɨʇƋɳʮʙʵ˒ʢ˗ɷîɫɵƜƢʍ˓˗ʱʏʾ˔ʰɷȮȤȩɢ×¹ʊɸɥʀɋʸˏɷģřɷʍ˗ʰ˖ʻʌʬʡˌ˔˖ȁ
čɶƱʈɋƋʊ��Ȑɦʇ�ɷ<ąʇ�Ťǧ˚ȮȤȩ˛ɷʣʿʡˈːʭʍ˗
ǚ¯ɷȇƝɵ/aɷɹɳɯɶɋóă�ɷʍ˗ʰɻɷǶ½ɷȑɽʆɚÜɠʅʈɽɦɌÈÁʊCĵɦʇȒGœɵʯʣʮʎʴ˗ʡˌ˔ɲɔʇʸ
ˏʊƘZɶɋ�ō�əʅƜƢ�ʂʙˏʓ˗ʩ˗ɵɴɚďɍɵƤŃɶÛɾɋĹʊɘɺɱɕʇɌɽɫɣʅɶƣʊÜɠɱëMĥJɻɷèäɀȺ4
�ɣɨƜƢœǪňʂņzɚɌɩʈɶ�ɕɋ�ɝɷƋƢȍʂʍ˗ʰʣ˂ʬʰɚ4�ɤȒGœɵƯ6ǊĲɳɵɮɱɕʇɌ
ɉʏʾ˔ʰȮȤȩ×¹Ȟ7yɆˑʬʱʕ˗ʿʬʰəʅɌʍ˓˗ʱɆ�ćgɳ_ďȮȤȩļ?¬Ɍʸ˗ʮʎ˗ɆȮȤȩ�ŉʕʙʮːʣʿ˗ʣɌ
ɉ³¬ɸ�ćgɳ_ɥļ?¬ɌʸˏɷÿȑźɷƍƗɎˀʮː˖ʱʐ˖ʙˏˍ˔ɏɵɴɶ�ġɌ
ɉʣʿʡˈː�ćgɳɷ�Ȁɲɷ�ȋ�˚E�Ŧ˛ɻɷɢ×¹˚ǟƵ�ɛ˛
ɉ�£ʖʏʱʂǢǵʍ˗ʰʏʾ˔ʰʖʏʱɐȓȩȱȼȶȽȲȺȻȴȓɑȕʸˏʣʝ˗ʽȖɳ9ɶȩȱȼȶȽɷʍ˗ʰʡ˗˔ɷ�ʊ�È
ɉ˒˔ʡˈ˔ɷȮȤȩƯÌː˗˅ɻɷļ?ɢ×¹Ɍ
ɉ�ʁXɟƂɚʈʇǇòɷˎʏʻʣʩʏːʊ�ÈɦʇÎ�ʆìŅɷ�ʆïʊ�ɺȋɦʇʣʿʡˈːʔʽʡˌ˔ʊɢŉÆɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉh�ĸɷĈƸɷ�H$-
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅ
ʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ
�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱ
�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ˔ʱ¤ɳɷˏ
ʍːɵ��ȐɷÈJɶɯɯɽʈ
ʇh�ɷʭʍ˗
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʏʾ˔ʰ�£ʸ˗ʰʲ˗ɳɤɱ
Ě¯ɷʭʍ˗�ðĐɷŁ»Ɍ

1名1000万（旅費＋芸術
支援）寄付）20名限定
収益の50％を芸術支援金
寄付に
※例：1000万円の富裕層
向けツアー『The Royal』
JTBから2017年1月発売
から4日間で12件の問い
合わせ

1名1000万×20名＝
200,000，000

C1社×100,000，000 中

PJ06

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȥʯʎˑʙʡˌ˔
ʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʯʎˑʙʡˌ˔ʊ
ơɖ

°d�Ņ
±

Ɏ�ðĐƏɏˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţʊLɮɱʏʾ˔ʰʊǥlɤɋʽ˒ʢʒʙʰɷƅ^ʯʎˑʙʡˌ˔ʊơɖɌ
ˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţɳ9ɶȬȮʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ
�ðɌʏʾ˔ʰɷȒGɳʍ˓˗ʱɻɷĹľ˅˗ʱʂʼ˗˅ʊŇɾ<ɤÈJʊØɠɱɕɝɌ
ɒřœɓȓʙˏʓʏʮʎʼɵ�ōāêɷȘȚţɷʓʝ˒ʢ˗ȕʓʝʁbʀɋ�ɳtńʊƋɤɝɦʇʓʴːʘ˗ȖȓɶǄŀɦʇʟ˗ʹʣʂ
ƨf˖ʍ˗ʰʊƟ^ɣɨɱǅ}ɤɋăǌœɵ$-ʊǜĞɤɫ�ōɷ˒˔ʚʮ˗ːʼ˗˅ʊFǠ
ɒȘȚţğ�ɓȓ]ţɶʽˑʦ˔ɕɫɬɛɋ˝=Ǯ˝ţ˚ƨfŨȈ˛ʊǩƎɣɨɱȃɛɽɦɌȕǩƎwĳȝ½ʊÏɯʙˏʓʏʮʎʼɳɤ
ɱɋù�ɷʳ˗ʤʊŇɾ<ɦ·Ȃ²ɚȑɕɳɣʈʇƨfʂʍ˗ʮʎʣʰȖ
ɒʽ˒ʢʒʙʰ:�ɓȡȺȷȷȴȲȾȶȺȹȓȣȷȶȴȿɁʏʾ˔ʰ˚�ōʍ˓˗ʱ˛ʊǕɳɤɫʟʏʙːəʅȘȚţɷjfʊʣʰ˗ˏ˗¢Ǵɤɋ�ōœ
ɵʼ˗˅ɷFǠʊ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

ライセンス14社A〜L�への
営業活動を行い、イベント
運営を行う（または委託）

717,700,000 A1社×300,000，000 高

PJ07

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȪʯʎˑʙʡˌ˔
ʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ

˔ʚɳ全世界ʔ˔
ˎʏ˔�ćÑť
˙ˎʏʼʹˊ˗ʏ
˔ʚ

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(˖
ʫʛʬʰǅ
}ʟ˗ʹ
ʣ

ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽːȩȪʊɤʏʾ˔ʰ¶óɷʔ˔ˎʏ˔�ć
Ñťɶɯɵɠʇ
ăʽ˒ʢʒʙʰɷʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚǣʀʇʏʾ˔ʰʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ɳ9ɶʙˎʑʱʻʌʑ˔ʯʎ˔ʚʊˏ˔ʙɣɨɱʏʾ˔
ʰʊŗ�ɠɱɕɝħʈʊɌTVɷ�ŌȀɲˎʏ˕ǲǋʊɤʏ˔ʩ˗ʴʬʰɲʔ˔ˎʏ˔ÑťʊɌˡ˞1�ɚ	¸ɶɵʆ¿äɦʇʣ
ʮ˗ʢɌʏʾ˔ʰˎʏʼǲǋʟʏʰʊƴɟɋÑťBʊǅ}Ɍ�ō�ɷʔ˔ˎʏ˔ˋ˗ʠ˗ɚÑťɦʇ�ɚ<ąʇɌʽ˒ʢʒʙʰ
ɷÿʁŒĹɦʇŝǵɷÈJɲ�ōʊƈɞɌȮȪɶʄʇʣʿʡˈːƯÌʁYƓɶɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

クラウドファウンディング平
均支援額想定1000円×1
万人オンライン投票券一

枚300円×人口の
0.0001％の72〜720万

人

■クラウドファン
30，000，000

■オンライン投票
216,000,000〜
2,160,000,000

A1社×300,000，000 高

2017年上期

単位：万円

可能性進捗状況分野 ライセンス案件・概要 メリット・ライセンス価値

新規プロジェクト

�●2010年  HIS社ー一般参加者のイベント参加ツアーとしてプランニングをご提案
頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2014年  近畿日本ツーリストーイベント参加
ツアーとしてプランニングをご提案頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2015年
日本航空ー参加者のイベント参加ツアーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進
まず。

●2015-2017年に芸能事務所やレコード会社に提案し、配送業者やTV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈSHƏʂ�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ
˔ʱ¤ɷˏʍːɵ��ȐɷÈJ
ɚ�ōʊȏɟ¦ʇʓʙʣʿˏʓ˔
ʣ˃˗ʛʮʎ˔ʚʊ�Ń
Ɋ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ˞˜˞˜¯ʔ˗ʽ˔ɷȣȷȶȴȿɁȓʣ
ʮ˗ʡˌ˔˚ʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ː˛
ɻɷ<¢˚<±˛ĐɷŁ»

どのような案件がありますか？ 追記お願いします。

�����E1社×30，000，000
F1社×20，000，000
G1社×10，000，000

H1社×5，000，000
I 1社×2，000，000

J 1社×500，000
K 1社×200，000

●2009年CCS社（ライトメーカー）ーライト提供の協賛を頂き本イベントの原型とな
るアート&ファッツションショーを開催。（毎年開催 ）●2010年CCS社（ライトメー
カー）ースポンサーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2010年カサ
ブランカ社水の浄化装置開発メーカー参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。
●�2011年東芝ーご検討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2011年トヨターご検
討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2014年トヨタ・アイシン精機ー鎮目氏が亡
くなられ単独プレコレクション開催に。●2014〜2016年�パナソニックーご検討頂い
たが、本プロジェクトが進まず。●2015年ークールジャパン機構よりイベントの後援
を頂ける事となったが、本プロジェクトが進まず。●2015年3D編集ソフト企業を買
収された社長にご提案→ハリウッドに売り込みたいとの事で、審査員としてご希望の
スピルバーグ氏に参加頂く所までこぎつけたが、本プロジェクトが進まず。●2016年
の年始を狙い訪問したが社長不在。半日粘り、日本人ディレクターが出て下さり検
討頂く事になったが、本プロジェクトが進まず。スペースXの方からの参画の可能性
も。
●2014年Yuki TORIIーご検討頂いたが、同社の多忙なコレクション時期と重なって
おり不可。●2015年ソフトバンークー�ロボットファッションショーをご提案しご検討頂
いたが、本プロジェクトが進まず。●2013ー2016年芸能事務所に提案しアーティス
ト出演をご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年、純玄米ドリンク製造のケイ・エス・ティ・ワールド社に参画希望頂いたが
本プロジェクトが進まず。●2017年、サントリーーご検討頂いたが、本プロジェクトが
進まず。
※ その他、各種サービス・製造メーカーに毎年ご案内送付・プレゼン等を行う。

●国内でイベント開催事務局としてクラウドファンディングを実施したがプロジェクト
目標額に達せず終了。●2016年DMM社及び米国クラウドファンディング関係会社
と打ち合わせさせていただいたが、本プロジェクトが進まず。

●2008年ー弊社エルスタイル設立時より、本プロジェクト構想の実現に向けて企画
開始。2009年ー原型となるアートとコラボしたファッションショーを開催。ルーブル美
術館への提案をはじめる。2011年ニューイヤーカウントダウン時に署名を募りルーブ
ル美術館の開催許可を頂くが本プロジェクトが進まず。●2014年−拠点を東京に移
し、準備開始。2014年9月にプレコレクションとして小規模で開催。●2017年−プロ
ジェクト運営の協業企業を募り、プロジェクトの内容確認を進める。候補：電通・その
他海外企業。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を
行う。

No． 決定時期 得意名

ライセンシー売上売総見込額

20社（ライセンス各社と出
場者）×車や化粧品など各
種製品の平均単価想定5
万円×イベント参加者数の
3％（90人）  �※2009年の
アート&ファッツションショー
では参加者の10％以上の
人がが購入し、アクセサ
リーなどは全商品の6割が
当日販売。ショーの興奮と
感動の中で購買意欲が高
まる傾向有り

9,000,000



PJ08

■2017年7〜
9月決定
■2017年10
月から毎週放
送

ボランティアEX
インターナショナ
ルな ボランティ
アの体験（エクス
ペリエンス）

ȬȮ  �ɳtńʊƋɤɝɦʇʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːɵȣȷȶȴȿɁˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ�JɌŏŽʊA�ɤé÷
ˢ˜¯�ɷSHuȬȮŏŽɎɫɟɤvɏɷˁˎ˔ʮʎʍ�Ȑĺɲɋ�ƚSHƏʊLʇʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːɵˁˎ˔ʮʎʍ�Ȑʭ
ʍ˗Ɍˁˎ˔ʮʎʍĦǨ�ČɳɤɱĚ¯ɷʏʾ˔ʰɬɟɲɵɝ�ō]tɷĶ�ʂņz�ŮɋǞ�pˁˎ˔ʮʎʍɳɤɱˁˎ˔
ʮʎʍˏ˗ʪ˗ɚʽ˒ʢʒʙʰʊ�ŌǥlɤɋSHƏʊLʆɋţ�Ǆŀʊɤɫɕ�ɳɋ�Îɚ¾ƪɵyÍʊſɺɯɟɱɕɝɌʏ
ˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰŏŽɳɤɱŏŽɶȬȮȡȦʣ˂˔ʟ˗ʊɯɟʗ˗ ʞ˗ːʯ˔ʩʏ˅ɲéǝɌɊõšɵ˄ʬʡˌ˔ɷʁɳ
ɶ�ơƏɷŹŵɵÅɕɳʍʙʡˌ˔ɶʄɮɱɋ�ɍɷÎɲ�ōɚ~ʉɮɱɕɝŝǵʊŇɾ<ɤɋ½əʅİɛ�ʇÈJʊɌɩɷ
ʺˊʍɵɎśɷ˒ʏˉˏʮʎɏ$-ɚƫʇ�ɍɷ½ɶʡ˔ʸʡ˗˚9È˛ʊÕəɨɋɃˁˎ˔ʮʎʍɚʣʮʏʩʣɃɶɵɮɱɕɝʄɖ
ɵŏŽɻɌ˚įƙǈɸSHƏɷ�ǈɳɤƯ6ɵɴƕŋɶčɤɾɵɚʅɋˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗łɕʇˁˎ˔ʮʎʍɶSHɦʇ
ʭʍ˗Ɍ˛
˥!˝˦Ɏˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗Ƀ¥Ƀɶʄʇăʏʾ˔ʰɷ�yˁˎ˔ʮʎʍʭʍ˗ʊ�ðɏ¥ˆ˔ʷ˗ɚˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ�Ōɤl˖
�ðɦʇÍɽɲʊ�ǡɷʣʰ˗ˏ˗ɳɤɱŏŽA�Ɍ
˥!˞˦Ɏˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗Ȕ¥Ȕɶʄʇ�ōɷĝʊʗˑʏɶɦʇˁˎ˔ʮʎʍʭʍ˗ʊ�ðɏĝɷ�ŹĻʊĨMɦʇļŨÐƢɲ�uƦ
ƊʊǴőˆ˗ʕ˗ɚɔʆɋȣȷȶȴȿɁˎʏʥ˔ʣʊǟɥɱǅ}ʊ«ĂɣʈɱɕʇɌȣȷȶȴȿɁɷâċɳɤɱɸɡɷƦƊʊʹːʜʏʭɶâċɤɋÉk�
Čʊ¢ǴɣʈɱɕʇǞ�pɶ�7ȃɝɌɩɷ�ʉʆɶƦƊɷÒʆ�ɟɸɋˁˎ˔ʮʎʍɚ�ɟɶɕɝɌ¥ˆ˔ʷ˗ɚʹːʜʏʭɶ�ĭɤW
ʆ�ɟɶɕɝÍɽɲʊ�ǡɷʣʰ˗ˏ˗ɳɤɱŏŽA�Ɍ
ɩɷ�
ɉɣʅɶyÍʂˁˎ˔ʮʎʍɷ:�ʊ~ɗɫʆɋ�ƚəʅˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗ʂ�ŌʁLǺɤɱɕɝɌɽɫˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗ʂ�ƚS
HƏʊĪ�əʅʁLǺɤɋ�ō]tɻɳ°ɝWʆŽʋɲɕɝʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːʽ˒ʢʒʙʰʊřÚɦɌ
ɉ˞˜˞˜¯ʔˏ˔ʺʬʙˁˎ˔ʮʎʍɶaɟɱʁɋ]ţɷʟ˗ʹʣʂ�ĄʊƑɱɱɕɝɌpǹœɵǌɷȑɕʟ˗ʹʣʂˁˎ˔ʮʎʍʡʬʽʊ
őãɦʇ�ɚ<ąʇʽ˒ʢʒʙʰɳɤɱɕɝɌɊɊȸˁˎ˔ʮʎʍĥJʂʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅˖SHƏɷʍʙʡˌ˔ɚ�ōʊ~ɗɋ�ōʊƈɞɳ
ɕɖš(ʊʁɫʅɦɌʚ˒˗ʷːɵpǹÈƮʊşɜĴɽɨ�ǵGʂʙˏʓʏʮʎʹʮʎʊȑʀʇđ�ɶɌ

水の装置平均（サイズに応
じた価格）単価約2万円×
2000個���ボランティア10
0名で一人20カ所に設置

■TVCMスポンサー
1,300,000,000

B1社×200,000，000 中

PJ09

■2017年7〜
9月決定�準備
■2017年6月
から準備・実行
し7月からéǝ

ʱˎ˃ʯʎˑʙʡˌ
˔
ăʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ʱ
ˎ˃ʊ�Ë

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(

ʽ˒ʢʒʙʰSŌ�Čʂ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćgʊȄɶʏ˔ʩʹˊ˗ɤɋĒɷïʊßƞ˚Ż�˛ɕɫɬɛɵɚʅ�ōʊ¦ʆɋă
ʽ˒ʢʒʙʰʊFʆ�ɠɱɕɝʱʗˊˆ˔ʩˏ˗A�Ɍ
ăʽ˒ʢʒʙʰʋɷʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽː
ȩȪɌ�ɝɷ�ćgʂˎʏʥ˔ʡ˗�Č˖<yƏ˖SHƏɋʣʩʬʻɷÀɕʊƄʆ¿äƏʂSŌƏʊLɮɱɕɝɌɊʏʾ˔ʰʱʗˊ
ˆ˔ʩˏ˗ɳɤɱŏŽɶȬȮȡȦʣ˂˔ʟ˗ʊɯɟʗ˗ ʞ˗ːʯ˔ʩʏ˅ɲéǝɌɊ]pʊ¦ɮɱ�ćgɶʏ˔ʩʹˊ˗ɶơɝ
įƙǈʂæ·ǈʁÝ<Ɍˎʏʥ˔ʣɶʄʆʏʾ˔ʰ¶óɷă¯ɷĿQé÷ĐʁŁ»Ɍ�ɳ�ɋpɳpɋ=íɣʈɯɯɔʇ�ō
ɷďɍɵŃ�ʊǏɗɱɋ�ɳtńʊƋɤɝɯɵɞś�ɷȫȬȨȪȰɅɅ
ɊɊɉ˄ʬʡˌ˔ɷ9ā˚9ɶáɝ˛ɅɅʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅ʂ�ōɷȘȚţ�Čɷ˃ʣʩ˗˃ʏ˔ʱɷ9ā˖�ǀɷď�
ɊɊɉʹʢˌʲˏ˗ɷ9ā˚Ȃɛ^ɖÄĹ˛ɅɅ�ōɷ]=ǮɷʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ć#Ȇɷď�ȕʏ˔ʩʹˊ˗Ȗ
ɊɊɉʓˇ˗ʡˌʲːɷ9āɅɅʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖđ�ʊƴɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝʍ˓˗ʱɷFǠ
ɊɊɉtńɷîɫɵëMʂś$-ɷFǠɅɅù�ʊǏɗɱ�ɷ½ʊÏɭŇɛƃɟʇ�Ƽɷʡ˔ʯˑˎʣʰ˗ˏ˗ă
Ɉʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗˚p:˖Ī�ș`ɰɯ˛ʔ˗ʯʎʡˌ˔ɶʄʆğ�
Ŭ�ęǸ˚ˡ�ˢĀ˛p:Ɔéǝʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗ˤʽ˒ʢʒʙʰɷǐôʊp:ɲ�ɗʇʍ˗ʮʎʣʰ˖ʩˑ˔ʰ
ŬęǸ˚ˣ�ȘȗĀ˛Ī�Ɔéǝʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗Ī�ˤʽ˒ʢʒʙʰɷǐôʊĪ�ɲ�ɗʇʍ˗ʮʎʣʰ˖ʩˑ˔ʰ
Ɉʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅ˆ˔ʷ˗ʊLʇɌ˚�Ƴʔ˗ʯʎʡˌ˔əʅ_ùɶğ�˛
Ɉ�ćgʊp:�ɲLʇɌ,ƧƏəʅýɶŻ�ȃɛɋØɠɱɕɝɌ
p:,ƧˤƩǮʕʲ˚ĔÎ˛ɋĩŊś�˚3ʣʛ˗ʰǩÎ˛ɋǱƉs˚ʮʳʣʽˑ˗ˉ˗˛ɋ�Ġʆɗ˚�2˛ɋįǫƾ˚)2˛ɋe
Ŋʍʗ�˚ʩˑ˔ʰ˖ĔÎ˛ɋNǮĕ˚ŘŜ˖ʍ˗ʮʎʣʰ˛ɋ�+ú�˖�+øÃ˚ƅŅ�Ɣ��˛ɩɷ�ɋƜƢ�˖ˎʏʥ˔ʣ�
ČȡȣȨɵɴ
Ī�,Ƨˤʓ˃˖ʣʰ˗˔˚ʍˆˏʕɷ�2˖ĔÎ˛ɋʢˈʣʮʎ˔˖ʹ˗ʷ˗˚˄ˊ˗ʢʡˈ˔˛ɋʡˇ˗ʴ˖ʷʏːʤ˚ˣ�ǘɷî�
ç˖ǰˆʪˏʣʰ˛ɋʗ˗ˎ˖ʲʏʰˑʏ˚ʏʘˏʣ�2˛ʓ˃ʳˊʓː˖ʍːʰ˚�ʻʌʬʭʡˌ˔ƹƆǺǳ˛ɋʓˏʠʾʣ˖ˑˏʬʡˊ
˚ʰˑ˔ʱ˖ʝ˔ʟːʩ˔ʰ˛ɋˉʳʬʙ˖ʍˑʵ˚șȗȘȜ¯˄ʡˊˎ˔Ł»ʡʒʻ˛ɋ˂˗ː˖˃ʬʕ˗ʰʳ˗˚˄ˊ˗ʢʡˈ˔˛ɋʣʫ˗ʼ
˔˖ʣʺːʷ˗ʚ˚ŘŜ˛ɋʢʒʻ˖ʾʨʣȕȟȸȱɂȺȹɷȡȣȨ˛ɋʪʳʓː˖ʓʬʙɋ˚ŧ�ÐƢƏ˖ʣ˂ʮʎʻʌʏȡȣȨɋʹːʜʏʭɋ
ˆˏ˔ʪ˖ʜʏʭ˚�Č�ɲÉk���˛ɋʏ˗˒˔˖˃ʣʙ˚ʮʣˎˇ˗ʩ˗ʤȡȣȨ˛ɋʑʎˏʍ˅˖ʍ˗ʟ˗˖ʻʎˏʬʽ˖ːʏʣɋ
ʗˈʟˏ˔˚ŕ����˛ʓ˃ʳˊʓː˖˃ʙ˒˔ɋʼˏʢʬʰ˖˃ʙ˒˔˚ʻˎ˔ʣ�Ɓȅ��˛ɋʑˎʢ˗˄ː˖ʽ˗ʫ˔˚˒ʡʍ
�Ɓȅ˛ʱʲːʱ˖ʰˎ˔ʽ˚ʍˆˏʕ�ƁȅȖɊɩɷ�ɋƜƢ�˖ˎʏʥ˔ʣ�ČȡȣȨɵɴ

�ドキュメンタリー内で新製
品やPRしたい企業にスポ
ンサーになって頂く

■TVCMスポンサー
1,300,000,000

B1社×200,000，000 高

PJ10

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から開始

ʓʝˑʾːʕʑ˔
ʰʡʣʮ˅˖

ʔ˔ˎʏ˔
Äxǟ(
ʟ˗ʹʣ

tńɷʓʝ˒ʢ˗ɳ$-ɔʇʍ˗ʰʂƨfɚØɚʇʓʝˑʾːʕʑ˔ʰʡʣʮ˅ʊʣʩ˗ʰ
ˑʡ˗ʰɶ ŉɣʈʇM�Ļǌɸā�ɲɔʇɌˑʡ˗ʰʂȅVƶʊʯʢʩːMɤɋåɶ_ùɶ�Ʋ;Ņɣʈɋţ:ČKʂ
*�ɷ�ƲųɷŰŅʊIłMɦʇʍʽˏɷǴőɌʽ˒ʢʒʙʰƨfɷʓʝˑʾːʕʑ˔ʰʊʣʩ˗ʰɤɋ}ʆ�ɠəʅʕʑ˔ʰ
ÎêìʊVŖMɌ
˥jfǴőɷƒû˦
șȗ�ŷɸɎŇĥɷGķɏɎǃɷGķɏɳɕɮɫ˞ɯɷ~üķʊžɱɋýɶɎ$-ɷGķɏʊǙɗɯɯɔʇɌÄxđmɷ{Ęɋƕ
ŋƥǯùǵɷǭƭɋƕ©ëMɳƕ©�ŃÁɋ˚˃ʤ˒˗ɷțęǸ˛ɷƪĞɵɴɋ*�ɳţ�ɋ*�ɳjfɷǶʉʆï˚ƕ©ɷ
˂ʢʡˌʳ˔ʚ˛ɚǭƪɳɵʇɌɩɷ´ǳ�ɶɸɋƕ©šƺʂƕ©�Ńʊ�ǒ<ąʇyɚĞʀʅʈʇɌɆǍ7ùɶåɶ_
ùɶ�Ʋ;Ņɣʈʇɋţ:ČKʂ*�ɷ�ƲųɷŰŅʍʽˏʊA�Ɍ
˥Ǎ7ùɷʕʑ˔ʰ˦ɊɊɊɊɇ
ʯ˗ʩʾ˗ʣɸ�ºɷjfɷǴőʝʣʰʂˏ˗ʱʩʏ˅ʊ�®ɶDĮɤɋʔˏʢʲːˆʯʎʍʊ�öɶőŇɣɨʇɌɡɡɲɋʧ
ʻʰʊŇəɤƕJœɶ˃ʴ˗ʢˆ˔ʰ<ąʇ�ɚɋ*�ʂ�Čɷ˂ʮ˔ʡˈːʊ§[ɦʇɌɆʽ˒ʢʒʙʰ�ǂƨf˖ʍ˗ʰɷ
Ǎ7ɳ_ùɶʓʝ˂ʏ˔ʰɚ�ōɲʕʑ˔ʰɌ
˥ʟ˗ʹʣɷØ�˦ɊɊɊɊɊɇ
�ō]pɻɳǽƪűnɷØ�ɶɯɵɚʆɋªěĐʊ»ɫʁɷɶɌɆʴʬʰ˖]pʥˑʙʰȽȵȺȻɲ�ǂƨf˖ʍ˗ʰʊǅ}Ɍǅ
}ùɶʓʝ˂ʏ˔ʰʊ�ōɲʕʑ˔ʰɤȘȚţɷŚ
Iȭȩ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈjfǍ7ʓʝ˂ʏ˔ʰɳɤɱʕ
ʑ˔ʰɣʈɋtʓʝʽ˒ʢʒʙʰɻ
ɷǄŀɶɯɵɚɮɱɕɝɌń�ɲ
ʄʆƛɕƨfʂʍ˗ʰɋ�ɳ�ɚ
�ɯɶɵɮɱɯɵɚɮɱɕɝ

D1社50,000，000 低

PJ11

■2017年7〜
9月決定
■2020年ス
テーションオー
プン

ʣʮ˗ʡˌ˔ʓ
ˏˊ˗ʮʙʵ˒
ʢ˗ˇ˗ːɷ
ʔ˗ʽ˔

ʣʮ˗ʡˌ
˔ĎŲ˖µ
ƴ

ƋƢȍɷďɶƋɤɕʍ˄ˊ˗ʤˆ˔ʰʸ˗ʙɳ�ōÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼɚſǺɦʇʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ːɚ9�ɤɫʓˏˊ˗
ʣʮ˗ʡˌ˔ɷʔ˗ʽ˔
]pɲ�ÎħǟČƏɚ�½ɳɵɮɱȫȡ˚ˇ˗ː˛ɚǴőɣʈɱąɫɚɋRɤɕ<±ƬAɷ�ɲ{ɗɱąɫʁɷɲɋ¾ɧɤʁ
īǈƏɷʳ˗ʤʊXɟɱőǧɤɱąɫƵɲɸɵɕɌŇĥʊǁəɶɦʇĻǌţ�ɚżʉʆɋÈÁʊǁəɵŇĥʊǜĞɦʇ½
ɷù�ɶɘɕɱɋĒ�ɷʳ˗ʤɲɔʇ*ÁM˖�ďMɤ�H$-ʊŇɿîɫɵʙˏʓʏʮʎʹʮʎʊǜĞɤɱɕɝɌ��ɷˠɯ
ɷ$-ʊwɶɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼɚſǺɦʇh�ɷʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ːʊFǠɌ
˥ȫȡɷ$-˦ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ˥$-ɷĖư˦
ɉȘʕÍɲāÆƌɵùʊǦɢɦ�ɚYƓɊɆɊŇɛɫʍʏʯ˔ʮʎʮʎʊËǳɣɨɱɕɝʯʾ˒ʬʸ˗ɚɕʇə˧
ɉ�ɳ¨?MɣʈɫǺ�GʊȑʀʇȒGɊɆɊʏˆ˗ʢʊȑʀ^ɖŐČŨʼˎ˔ʱɚƟ^ɦʇ�ǌɵʣʿ˗ʣɲɔʇə˧
ɉO=ɶıǑ<ąʇ$Ċɳ$-ɷâ"ɊɊɆɊȉ�ɷ½zʊȑʀʇ�H$-ɷȑɕjfʂʟ˗ʹʣɷâ"ɚYƓə˧
ɉ�òʂTǧ˖Â�ɳčɤʀʇ9ÈũǵɊɆɊµƴ˖ǥl˖˃ʴʢˆ˔ʰƅžǈɷÞůɶĸŅ˖ĸȎɸɵɕə˧
ɉʍʙʥʣɷƛɣ˚ƕ�əʅˠ˘q:˛ɊɊɆɊʍʙʥʣɤʂɦɕŪtʂ@%Áɚš'<ąʇə˧

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

エコレベルカウントシステ
ム年間販売数×手数料
ステーション（テクノロジー
モール）の入居費用→201
7年11月イベントの実績を
もとに計画

■ エコレベルカウント
イベント時1％

90,000
■初年度

9，00，000

L1社×0

� ������������� (最低)717700000

※参画数や内容に応じて増加有り

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʽ˒ʢʒʙʰɷ�ơɚPɵʇƕ
©ıǑʂ.kœɵʁɷɲɸɵɝɋ
ēŴɷɎʵʼˑʣ˖ʔʼˏ˗ʢˊɏ
˚ȑǇɵʇǆ�ɳƌKʊĆɦŶ
Ť˛ɷďɶɋšoɳɤɫʍʏʯ˔
ʮʎʮʎɷʁɳɶʽ˒ʢʒʙʰ˄ʬ
ʡˌ˔ʊ�ǤɌɆɃŤɮɱʇɃʽ˒
ʢʒʙʰɻ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʶˏʑʬʱʣʩ˗ʂžlƏɚÉ
kĥJɵɴɷţ�Ǆŀʊɤɱɕɝ
ʄɖɶɋʼˎ˔ʱʂ�Č˖ʍʏʱː˖
ʣʩ˗ɋɔʇɕɸSHƏƕǓɷ
�r$-ʊɋƐþɛʂ`Ƹ˖�ƫ
ɳɕɮɫ�Ȁœ$-ʊǏɗɋɣʅ
ɶ:œɵ�ǵÁɷȒGʂ¼Gɚ
6ʇʁɷɻȑʀɱɕɝɌɊɆ�ɍ
ʊɃŤɮɱʇɃ�rɻ
Ɋ

●2010年カサブランカ社ー水の浄化装置開発メーカーで参画希望頂いたが、本プ
ロジェクトが進まず。の社長が参画を希望され、人脈紹介等のご協力を頂くが、本プ
ロジェクトが進まず。本プロジェクトが進まず。●2015年クールジャパン・ビジネス
マッチンググランプリー人脈紹介等のご協力を頂くが、本プロジェクトが進まず。�●
2015年レイスマネジメントソリューションズー人脈紹介等のご協力を頂くが、本プロ
ジェクトが進まず。�●2015年アイセックジャパン（大学生インターン斡旋グループ）
参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。�●2016年に「嵐」主演の新プロジェクト
番組としてプランニング→ジャニーズ事務所に提案しご検討頂いた。TV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

●2015-2017年に芸能事務所に提案しご検討頂いた。TV局への提案・交渉も準
備していたが、本プロジェクトが進まず。

●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を行う。

●2015年IPORANI社�技術開発のご提案を頂いたたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年日本環境リサーチ社�技術開発のご提案を頂いたが、本プロジェクトが進
まず。●2015年清水建設ー本プロジェクトのプレゼンをさせて頂くが、本プロジェク
トが進まず。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を行
う。

Collection Elieux International  3

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年10
月から毎週
放送

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年10
月から毎週
放送

案件確度確認シート

ライセンスA〜L

プロジェクト実施社売上 売総 プロジェクト契約料

PJ01

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
ÿîʓʝˑʾː
ƨfʊ�Èɦʇ
Ʒŉ�Ȑʣʿ˗
ʣɲɷȩȪ˖ǅ}Ɍ

ƕJǔ˖Ǽ
Ĝƨf˖ʮ
ʙʵ˒
ʢ˗˖Ƌ�
ƨf˖ƜƢ
f

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝ�
Ȑʣʿ˗ʣ˚¢Ţ�yɷļƴʼ˗ʣ˛ɶɘɕɱPR˖ǅ}Ɍ
]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱʽˑʦ˔ʮ˗ʡˌ˔˖¢Ţ˖ǅ
}Ɍ�ōɷȠȓȾȺȓȠȓ˖ȠȓȾȺȓȡɷȉ�ʂǶ&Əɷ��ȐʊʁɳɶɋƜƢœɵÈÁɳÐƢœɵƯķɋƨfʂ�fɷś$ɋɽɫ�
ƠɻɷÈMGŭʊbʀɫ˃˗ʛʮʎ˔ʚʂʼˎ˔ʱÌŎɷðŮɷđ�ɳɦʇ�ɚ<ąʇɌƷŉ˖�Ȑɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒
ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛ʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖƖȑɷđ�ʊƴ
ɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝyɲʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢ˚Å0Ǌă˛ʊȑʀʇ

高

PJ02

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ʣʮ˗ʢʽˑʦ
˔˖ǅ}
ʣʮ˗ʢɳʼ˗ʣ
ɲɷɲɷȩȪ˖ǅ
}

ʮʙʵ˒
ʢ˖ʹˊ˗
ʮʎ˗ƨ
f˖]ŨƜ
ƢƤŃ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɚ�ćʊ¹ɯɋ
ʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ƨfʂʟ˗ʹʣ˖ƜƢƤŃʊ]ţɷʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢʣʮ˗ʢ�ɲőƤɌőƤɣʈɫƨfʂjf˖÷0ŭɸ¢Ţ�
yɷļƴʼ˗ʣɶɘɕɱǅ}ʁYƓɌǲǋ�ɷUȂ˖U¿ɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ
�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

中

PJ03

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
˚ȋ˛
ɘʁɱɵɤɷʶ˗
ʰʊ�ɗʇ˒ʏˉ
ːʸ˗ʮʎ˗

ȋf˖Ȍì
ĝ˖ʸ˗
ʮʎ˗ʟ˗
ʹʣ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝʕʙ
ʮːʸ˗ʮʎʣʿ˗ʣ˚ȮȤȩ�ŉɳ�ƚɶ=əʈɱșʕÍ˛ɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ʏʾ˔ʰɷʕʙʮːʸ˗ʮʎ˗ɷʣʿ˗ʣɶɘɕɱȋfəʅmɽɲɔʅʃʇȋëMʂɋʸ˗ʮʎ˗˖ʟ˗ʹʣɶǶʉʇfɍʊ
ÔǾɤɵɚʅɋóăɷƋÆƿɳɤɱɷɘʁɱɵɤʊɤɋ:Ȁœɵ½ɷʓʝ˒ʢ˗ʊʁɫʅɦÿîɷʟ˗ʹʣʊâ"Ɍăǌœɵ
$-ʊ˨ƽɶ˖ɴɡɲ˖ɴɷʄɖɶɏ�ɗʇəʊƎɗɋȉ�ɷĜÙɭɳʼˎ˔ʱɷʏˆ˗ʢʊƈɠʇɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔
÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

10社（ライセンス各社と出
場者）×各種製品の平均
単価想定1万円×イベント
参加者数の3％（90人）

900,000 高

PJ04

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ˆˇˏʍːˑʩ˗
ʏʾ˔ʰʟʽˎʏ
ʤˆʬʥ˗ʢDVD
ʊ�ōɻ

ˑʝ˗ʱ�
ţ

Ě¯p:ɲ˞˜1ǟ��ǝʅʈɱɕʇ¯ǉĽɷʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːĺȢȮȢˆʬʥ˗ʢʊ¡ɟʇˆˇˏʍːˑʩ˗ʽ˒ʢʒʙʰɌ
�ɳtńʊƋɤɝɦʇʏʾ˔ʰDVD÷07ʆɷˆʬʥ˗ʢʕ˗ʱʊ�>ɵ�ɶǝʆɽɦɌʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚʏ˔ʩʹˊ˗
ɤɱąɫ�ćgɷ�ɷȁčǶ&Əʂp:�ɷSŌ˄ˊ˗ʢʡˈ˔ɳ9ɶɋʏʾ˔ʰʫˈˏʮʎ˗ʧ˔ʚʊA�ɤʏʾ˔ʰʓ˔
ʯʎ˔ʚɲʁĔi˚ȯȴȓȱȼȴȓȾȵȴȓɀȺȼȷȳɷʄɖɵʁɷ˛ɌDVDɸʔ˔ˎʏ˔ɲʁǍ7<ąʇɷɲɋǛ�ʊþɝ�ʁYɌˆ˗ːɶĬ�
ɤɱǝɮɫʆɋÎþɛɷˆʬʥ˗ʢʊĬɗʽˑ˄ʍ˅ʕ˗ʱɳɤɱ ŉYɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯
ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥�ơʏˆ˗ʢ˦
ʏʾ˔ʰɷˆʏ˔ʽ˒ʚˎ˅ɳɤɱ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgʂSHƏɚˆʬʥ˗ʢʊĬɗɱʟʽˎʏʤȢȮȢʊ�ʆɋ�ō]tɷ�ĉʂðƴ
ɷŔɣʋɶ¡ɟʇʽ˒ʢʒʙʰɌXɟWɮɫïɍɶɩʈɪʈɷyɲǲǋɕɫɬɛɋăʽ˒ʢʒʙʰʊŞɮɱȃɝɌ�ō�ɚÇʊ�ɗ^ɖɛɮ
əɟʊɌɊƕŋɶʍˑ˔ʢɤɫśɮŒɵʕ˗ʱʂʵ˗ʰɚɽɫʏʾ˔ʰɷÈJʊ¡ɟɱɕɝɌXɟWɮɫ�ɚɽɫƽəɶǝʆɊüɳÈJɷ
ȫȬȨȪȰɚ�ō�ʊȊɺ�ɮɱɕɝɅɅɊÇɚɡɷtńɶŇɛƃɟʇʄɖɶɊŠ|ɲɸɵɝFǠʊɌƋɤɝǿɕtńɻ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
Ɉʹːˁ˗ʱ8Ŵʫˈ˗ʰɵɴɲ
ʰʬʽ7ʆɦʇčüʊřÚɤɱó
ă�ʍ˗ʮʎʣʰɷĪ�ʽ˒ˇ˗
ʡˌ˔ɷđ�ɳɦʇɌ

アーティストファン売り上げ
見込み6万枚（CD実績10
万枚以上のアーティストを
想定）＋その他参画アー
ティストファン＋一般の売り
上げ4万枚→10万枚×20
00円

■DVD売り上げ
200,000,000       会

場での使用分三千枚
はご提供いただく

C1社×100,000，000 高

PJ05

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

メセナVIPツアー
メセナ（芸術支援
者）VIPとして特
別招待を受け世
界で最もクリエイ
ティブなものに触
れるツアー

ʭʍ˗
ʟ˗ʹʣ

Collection/Elieux/ɶˆʥʲ˚ƜƢèäƏ˛ȮȤȩɳɤɱ×¹ʊXɟɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼ˖ʍ˗ʰʡ˗˔ʊ�Èɦʇʭ
ʍ˗
�ōɷ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgɷɾɷˆʥʲȮȤȩ�ŉɷʕʙʮːʣʿ˗ʣɶļ?ɢ×¹Ɍñǈƕ�ɶƜƢèäǰ��ɚb
ɽʈɱɘʆɋSHƏɸăʏʾ˔ʰɷFƴèäƏɳɤɱʏʾ˔ʰɶļ?×¹ʊɌFƴˆʥʲɳɤɱ�ºĚ¯ʏʾ˔ʰʫʛʬʰǎ
cɌɊǻƹɳɷʩʏʍʬʽɶʄʆɋƳÊɶėʇĻƻɷʄɖɵùʊǦɢɤˎʚʢˊʍˏ˗ɵñơƳɋʍ˗ʮʎʣʮʎʬʙɵ�Ȑʣ
ʰ˗ˏ˗ɚŇɽʈɽɦɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥ǻƹʩʏʍʬʽ˦ȓȓʝ˔ʽɷɢâ"ˤƆǺɢÖ¶Əș`ďɶɋăļ?ʭʍ˗ɶɢ_ơɕɫɬɛɢ��Ʉ�ǟǈɦɼɱʝ˔ʽˏˆ˔ʩɶɱɢ
â"ɆdŞɷʩʏʍʬʽƳ�àǖ˚ˣĀ�˝˞Ā\˛SHƏɻɷ�EdŞɳʏʾ˔ʰʂ�ćgŻ�Ɇʭʍ˗ż�ºxdɷʩʏʍʬʽƳ�
àǖ˚˝Ā\˛Ƴ�àǖ
ÈÁʊşɜĴɽɨĤƇɣɨʇƋɳʮʙʵ˒ʢ˗ɷîɫɵƜƢʍ˓˗ʱʏʾ˔ʰɷȮȤȩɢ×¹ʊɸɥʀɋʸˏɷģřɷʍ˗ʰ˖ʻʌʬʡˌ˔˖ȁ
čɶƱʈɋƋʊ��Ȑɦʇ�ɷ<ąʇ�Ťǧ˚ȮȤȩ˛ɷʣʿʡˈːʭʍ˗
ǚ¯ɷȇƝɵ/aɷɹɳɯɶɋóă�ɷʍ˗ʰɻɷǶ½ɷȑɽʆɚÜɠʅʈɽɦɌÈÁʊCĵɦʇȒGœɵʯʣʮʎʴ˗ʡˌ˔ɲɔʇʸ
ˏʊƘZɶɋ�ō�əʅƜƢ�ʂʙˏʓ˗ʩ˗ɵɴɚďɍɵƤŃɶÛɾɋĹʊɘɺɱɕʇɌɽɫɣʅɶƣʊÜɠɱëMĥJɻɷèäɀȺ4
�ɣɨƜƢœǪňʂņzɚɌɩʈɶ�ɕɋ�ɝɷƋƢȍʂʍ˗ʰʣ˂ʬʰɚ4�ɤȒGœɵƯ6ǊĲɳɵɮɱɕʇɌ
ɉʏʾ˔ʰȮȤȩ×¹Ȟ7yɆˑʬʱʕ˗ʿʬʰəʅɌʍ˓˗ʱɆ�ćgɳ_ďȮȤȩļ?¬Ɍʸ˗ʮʎ˗ɆȮȤȩ�ŉʕʙʮːʣʿ˗ʣɌ
ɉ³¬ɸ�ćgɳ_ɥļ?¬ɌʸˏɷÿȑźɷƍƗɎˀʮː˖ʱʐ˖ʙˏˍ˔ɏɵɴɶ�ġɌ
ɉʣʿʡˈː�ćgɳɷ�Ȁɲɷ�ȋ�˚E�Ŧ˛ɻɷɢ×¹˚ǟƵ�ɛ˛
ɉ�£ʖʏʱʂǢǵʍ˗ʰʏʾ˔ʰʖʏʱɐȓȩȱȼȶȽȲȺȻȴȓɑȕʸˏʣʝ˗ʽȖɳ9ɶȩȱȼȶȽɷʍ˗ʰʡ˗˔ɷ�ʊ�È
ɉ˒˔ʡˈ˔ɷȮȤȩƯÌː˗˅ɻɷļ?ɢ×¹Ɍ
ɉ�ʁXɟƂɚʈʇǇòɷˎʏʻʣʩʏːʊ�ÈɦʇÎ�ʆìŅɷ�ʆïʊ�ɺȋɦʇʣʿʡˈːʔʽʡˌ˔ʊɢŉÆɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉh�ĸɷĈƸɷ�H$-
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅ
ʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ
�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱ
�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ˔ʱ¤ɳɷˏ
ʍːɵ��ȐɷÈJɶɯɯɽʈ
ʇh�ɷʭʍ˗
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʏʾ˔ʰ�£ʸ˗ʰʲ˗ɳɤɱ
Ě¯ɷʭʍ˗�ðĐɷŁ»Ɍ

1名1000万（旅費＋芸術
支援）寄付）20名限定
収益の50％を芸術支援金
寄付に
※例：1000万円の富裕層
向けツアー『The Royal』
JTBから2017年1月発売
から4日間で12件の問い
合わせ

1名1000万×20名＝
200,000，000

C1社×100,000，000 中

PJ06

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȥʯʎˑʙʡˌ˔
ʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʯʎˑʙʡˌ˔ʊ
ơɖ

°d�Ņ
±

Ɏ�ðĐƏɏˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţʊLɮɱʏʾ˔ʰʊǥlɤɋʽ˒ʢʒʙʰɷƅ^ʯʎˑʙʡˌ˔ʊơɖɌ
ˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţɳ9ɶȬȮʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ
�ðɌʏʾ˔ʰɷȒGɳʍ˓˗ʱɻɷĹľ˅˗ʱʂʼ˗˅ʊŇɾ<ɤÈJʊØɠɱɕɝɌ
ɒřœɓȓʙˏʓʏʮʎʼɵ�ōāêɷȘȚţɷʓʝ˒ʢ˗ȕʓʝʁbʀɋ�ɳtńʊƋɤɝɦʇʓʴːʘ˗ȖȓɶǄŀɦʇʟ˗ʹʣʂ
ƨf˖ʍ˗ʰʊƟ^ɣɨɱǅ}ɤɋăǌœɵ$-ʊǜĞɤɫ�ōɷ˒˔ʚʮ˗ːʼ˗˅ʊFǠ
ɒȘȚţğ�ɓȓ]ţɶʽˑʦ˔ɕɫɬɛɋ˝=Ǯ˝ţ˚ƨfŨȈ˛ʊǩƎɣɨɱȃɛɽɦɌȕǩƎwĳȝ½ʊÏɯʙˏʓʏʮʎʼɳɤ
ɱɋù�ɷʳ˗ʤʊŇɾ<ɦ·Ȃ²ɚȑɕɳɣʈʇƨfʂʍ˗ʮʎʣʰȖ
ɒʽ˒ʢʒʙʰ:�ɓȡȺȷȷȴȲȾȶȺȹȓȣȷȶȴȿɁʏʾ˔ʰ˚�ōʍ˓˗ʱ˛ʊǕɳɤɫʟʏʙːəʅȘȚţɷjfʊʣʰ˗ˏ˗¢Ǵɤɋ�ōœ
ɵʼ˗˅ɷFǠʊ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

ライセンス14社A〜L�への
営業活動を行い、イベント
運営を行う（または委託）

717,700,000 A1社×300,000，000 高

PJ07

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȪʯʎˑʙʡˌ˔
ʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ

˔ʚɳ全世界ʔ˔
ˎʏ˔�ćÑť
˙ˎʏʼʹˊ˗ʏ
˔ʚ

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(˖
ʫʛʬʰǅ
}ʟ˗ʹ
ʣ

ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽːȩȪʊɤʏʾ˔ʰ¶óɷʔ˔ˎʏ˔�ć
Ñťɶɯɵɠʇ
ăʽ˒ʢʒʙʰɷʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚǣʀʇʏʾ˔ʰʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ɳ9ɶʙˎʑʱʻʌʑ˔ʯʎ˔ʚʊˏ˔ʙɣɨɱʏʾ˔
ʰʊŗ�ɠɱɕɝħʈʊɌTVɷ�ŌȀɲˎʏ˕ǲǋʊɤʏ˔ʩ˗ʴʬʰɲʔ˔ˎʏ˔ÑťʊɌˡ˞1�ɚ	¸ɶɵʆ¿äɦʇʣ
ʮ˗ʢɌʏʾ˔ʰˎʏʼǲǋʟʏʰʊƴɟɋÑťBʊǅ}Ɍ�ō�ɷʔ˔ˎʏ˔ˋ˗ʠ˗ɚÑťɦʇ�ɚ<ąʇɌʽ˒ʢʒʙʰ
ɷÿʁŒĹɦʇŝǵɷÈJɲ�ōʊƈɞɌȮȪɶʄʇʣʿʡˈːƯÌʁYƓɶɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

クラウドファウンディング平
均支援額想定1000円×1
万人オンライン投票券一

枚300円×人口の
0.0001％の72〜720万

人

■クラウドファン
30，000，000

■オンライン投票
216,000,000〜
2,160,000,000

A1社×300,000，000 高

2017年上期

単位：万円

可能性進捗状況分野 ライセンス案件・概要 メリット・ライセンス価値

新規プロジェクト

�●2010年  HIS社ー一般参加者のイベント参加ツアーとしてプランニングをご提案
頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2014年  近畿日本ツーリストーイベント参加
ツアーとしてプランニングをご提案頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2015年
日本航空ー参加者のイベント参加ツアーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進
まず。

●2015-2017年に芸能事務所やレコード会社に提案し、配送業者やTV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈSHƏʂ�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ
˔ʱ¤ɷˏʍːɵ��ȐɷÈJ
ɚ�ōʊȏɟ¦ʇʓʙʣʿˏʓ˔
ʣ˃˗ʛʮʎ˔ʚʊ�Ń
Ɋ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ˞˜˞˜¯ʔ˗ʽ˔ɷȣȷȶȴȿɁȓʣ
ʮ˗ʡˌ˔˚ʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ː˛
ɻɷ<¢˚<±˛ĐɷŁ»

どのような案件がありますか？ 追記お願いします。

�����E1社×30，000，000
F1社×20，000，000
G1社×10，000，000

H1社×5，000，000
I 1社×2，000，000

J 1社×500，000
K 1社×200，000

●2009年CCS社（ライトメーカー）ーライト提供の協賛を頂き本イベントの原型とな
るアート&ファッツションショーを開催。（毎年開催 ）●2010年CCS社（ライトメー
カー）ースポンサーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2010年カサ
ブランカ社水の浄化装置開発メーカー参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。
●�2011年東芝ーご検討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2011年トヨターご検
討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2014年トヨタ・アイシン精機ー鎮目氏が亡
くなられ単独プレコレクション開催に。●2014〜2016年�パナソニックーご検討頂い
たが、本プロジェクトが進まず。●2015年ークールジャパン機構よりイベントの後援
を頂ける事となったが、本プロジェクトが進まず。●2015年3D編集ソフト企業を買
収された社長にご提案→ハリウッドに売り込みたいとの事で、審査員としてご希望の
スピルバーグ氏に参加頂く所までこぎつけたが、本プロジェクトが進まず。●2016年
の年始を狙い訪問したが社長不在。半日粘り、日本人ディレクターが出て下さり検
討頂く事になったが、本プロジェクトが進まず。スペースXの方からの参画の可能性
も。
●2014年Yuki TORIIーご検討頂いたが、同社の多忙なコレクション時期と重なって
おり不可。●2015年ソフトバンークー�ロボットファッションショーをご提案しご検討頂
いたが、本プロジェクトが進まず。●2013ー2016年芸能事務所に提案しアーティス
ト出演をご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年、純玄米ドリンク製造のケイ・エス・ティ・ワールド社に参画希望頂いたが
本プロジェクトが進まず。●2017年、サントリーーご検討頂いたが、本プロジェクトが
進まず。
※ その他、各種サービス・製造メーカーに毎年ご案内送付・プレゼン等を行う。

●国内でイベント開催事務局としてクラウドファンディングを実施したがプロジェクト
目標額に達せず終了。●2016年DMM社及び米国クラウドファンディング関係会社
と打ち合わせさせていただいたが、本プロジェクトが進まず。

●2008年ー弊社エルスタイル設立時より、本プロジェクト構想の実現に向けて企画
開始。2009年ー原型となるアートとコラボしたファッションショーを開催。ルーブル美
術館への提案をはじめる。2011年ニューイヤーカウントダウン時に署名を募りルーブ
ル美術館の開催許可を頂くが本プロジェクトが進まず。●2014年−拠点を東京に移
し、準備開始。2014年9月にプレコレクションとして小規模で開催。●2017年−プロ
ジェクト運営の協業企業を募り、プロジェクトの内容確認を進める。候補：電通・その
他海外企業。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を
行う。

No． 決定時期 得意名

ライセンシー売上売総見込額

20社（ライセンス各社と出
場者）×車や化粧品など各
種製品の平均単価想定5
万円×イベント参加者数の
3％（90人）  �※2009年の
アート&ファッツションショー
では参加者の10％以上の
人がが購入し、アクセサ
リーなどは全商品の6割が
当日販売。ショーの興奮と
感動の中で購買意欲が高
まる傾向有り

9,000,000



PJ08

■2017年7〜
9月決定
■2017年10
月から毎週放
送

ボランティアEX
インターナショナ
ルな ボランティ
アの体験（エクス
ペリエンス）

ȬȮ  �ɳtńʊƋɤɝɦʇʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːɵȣȷȶȴȿɁˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ�JɌŏŽʊA�ɤé÷
ˢ˜¯�ɷSHuȬȮŏŽɎɫɟɤvɏɷˁˎ˔ʮʎʍ�Ȑĺɲɋ�ƚSHƏʊLʇʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːɵˁˎ˔ʮʎʍ�Ȑʭ
ʍ˗Ɍˁˎ˔ʮʎʍĦǨ�ČɳɤɱĚ¯ɷʏʾ˔ʰɬɟɲɵɝ�ō]tɷĶ�ʂņz�ŮɋǞ�pˁˎ˔ʮʎʍɳɤɱˁˎ˔
ʮʎʍˏ˗ʪ˗ɚʽ˒ʢʒʙʰʊ�ŌǥlɤɋSHƏʊLʆɋţ�Ǆŀʊɤɫɕ�ɳɋ�Îɚ¾ƪɵyÍʊſɺɯɟɱɕɝɌʏ
ˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰŏŽɳɤɱŏŽɶȬȮȡȦʣ˂˔ʟ˗ʊɯɟʗ˗ ʞ˗ːʯ˔ʩʏ˅ɲéǝɌɊõšɵ˄ʬʡˌ˔ɷʁɳ
ɶ�ơƏɷŹŵɵÅɕɳʍʙʡˌ˔ɶʄɮɱɋ�ɍɷÎɲ�ōɚ~ʉɮɱɕɝŝǵʊŇɾ<ɤɋ½əʅİɛ�ʇÈJʊɌɩɷ
ʺˊʍɵɎśɷ˒ʏˉˏʮʎɏ$-ɚƫʇ�ɍɷ½ɶʡ˔ʸʡ˗˚9È˛ʊÕəɨɋɃˁˎ˔ʮʎʍɚʣʮʏʩʣɃɶɵɮɱɕɝʄɖ
ɵŏŽɻɌ˚įƙǈɸSHƏɷ�ǈɳɤƯ6ɵɴƕŋɶčɤɾɵɚʅɋˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗łɕʇˁˎ˔ʮʎʍɶSHɦʇ
ʭʍ˗Ɍ˛
˥!˝˦Ɏˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗Ƀ¥Ƀɶʄʇăʏʾ˔ʰɷ�yˁˎ˔ʮʎʍʭʍ˗ʊ�ðɏ¥ˆ˔ʷ˗ɚˁˎ˔ʮʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ�Ōɤl˖
�ðɦʇÍɽɲʊ�ǡɷʣʰ˗ˏ˗ɳɤɱŏŽA�Ɍ
˥!˞˦Ɏˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗Ȕ¥Ȕɶʄʇ�ōɷĝʊʗˑʏɶɦʇˁˎ˔ʮʎʍʭʍ˗ʊ�ðɏĝɷ�ŹĻʊĨMɦʇļŨÐƢɲ�uƦ
ƊʊǴőˆ˗ʕ˗ɚɔʆɋȣȷȶȴȿɁˎʏʥ˔ʣʊǟɥɱǅ}ʊ«ĂɣʈɱɕʇɌȣȷȶȴȿɁɷâċɳɤɱɸɡɷƦƊʊʹːʜʏʭɶâċɤɋÉk�
Čʊ¢ǴɣʈɱɕʇǞ�pɶ�7ȃɝɌɩɷ�ʉʆɶƦƊɷÒʆ�ɟɸɋˁˎ˔ʮʎʍɚ�ɟɶɕɝɌ¥ˆ˔ʷ˗ɚʹːʜʏʭɶ�ĭɤW
ʆ�ɟɶɕɝÍɽɲʊ�ǡɷʣʰ˗ˏ˗ɳɤɱŏŽA�Ɍ
ɩɷ�
ɉɣʅɶyÍʂˁˎ˔ʮʎʍɷ:�ʊ~ɗɫʆɋ�ƚəʅˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗ʂ�ŌʁLǺɤɱɕɝɌɽɫˁˎ˔ʮʎʍˏ˗ʪ˗ʂ�ƚS
HƏʊĪ�əʅʁLǺɤɋ�ō]tɻɳ°ɝWʆŽʋɲɕɝʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːʽ˒ʢʒʙʰʊřÚɦɌ
ɉ˞˜˞˜¯ʔˏ˔ʺʬʙˁˎ˔ʮʎʍɶaɟɱʁɋ]ţɷʟ˗ʹʣʂ�ĄʊƑɱɱɕɝɌpǹœɵǌɷȑɕʟ˗ʹʣʂˁˎ˔ʮʎʍʡʬʽʊ
őãɦʇ�ɚ<ąʇʽ˒ʢʒʙʰɳɤɱɕɝɌɊɊȸˁˎ˔ʮʎʍĥJʂʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅˖SHƏɷʍʙʡˌ˔ɚ�ōʊ~ɗɋ�ōʊƈɞɳ
ɕɖš(ʊʁɫʅɦɌʚ˒˗ʷːɵpǹÈƮʊşɜĴɽɨ�ǵGʂʙˏʓʏʮʎʹʮʎʊȑʀʇđ�ɶɌ

水の装置平均（サイズに応
じた価格）単価約2万円×
2000個���ボランティア10
0名で一人20カ所に設置

■TVCMスポンサー
1,300,000,000

B1社×200,000，000 中

PJ09

■2017年7〜
9月決定�準備
■2017年6月
から準備・実行
し7月からéǝ

ʱˎ˃ʯʎˑʙʡˌ
˔
ăʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ʱ
ˎ˃ʊ�Ë

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(

ʽ˒ʢʒʙʰSŌ�Čʂ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćgʊȄɶʏ˔ʩʹˊ˗ɤɋĒɷïʊßƞ˚Ż�˛ɕɫɬɛɵɚʅ�ōʊ¦ʆɋă
ʽ˒ʢʒʙʰʊFʆ�ɠɱɕɝʱʗˊˆ˔ʩˏ˗A�Ɍ
ăʽ˒ʢʒʙʰʋɷʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽː
ȩȪɌ�ɝɷ�ćgʂˎʏʥ˔ʡ˗�Č˖<yƏ˖SHƏɋʣʩʬʻɷÀɕʊƄʆ¿äƏʂSŌƏʊLɮɱɕɝɌɊʏʾ˔ʰʱʗˊ
ˆ˔ʩˏ˗ɳɤɱŏŽɶȬȮȡȦʣ˂˔ʟ˗ʊɯɟʗ˗ ʞ˗ːʯ˔ʩʏ˅ɲéǝɌɊ]pʊ¦ɮɱ�ćgɶʏ˔ʩʹˊ˗ɶơɝ
įƙǈʂæ·ǈʁÝ<Ɍˎʏʥ˔ʣɶʄʆʏʾ˔ʰ¶óɷă¯ɷĿQé÷ĐʁŁ»Ɍ�ɳ�ɋpɳpɋ=íɣʈɯɯɔʇ�ō
ɷďɍɵŃ�ʊǏɗɱɋ�ɳtńʊƋɤɝɯɵɞś�ɷȫȬȨȪȰɅɅ
ɊɊɉ˄ʬʡˌ˔ɷ9ā˚9ɶáɝ˛ɅɅʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅ʂ�ōɷȘȚţ�Čɷ˃ʣʩ˗˃ʏ˔ʱɷ9ā˖�ǀɷď�
ɊɊɉʹʢˌʲˏ˗ɷ9ā˚Ȃɛ^ɖÄĹ˛ɅɅ�ōɷ]=ǮɷʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ć#Ȇɷď�ȕʏ˔ʩʹˊ˗Ȗ
ɊɊɉʓˇ˗ʡˌʲːɷ9āɅɅʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖđ�ʊƴɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝʍ˓˗ʱɷFǠ
ɊɊɉtńɷîɫɵëMʂś$-ɷFǠɅɅù�ʊǏɗɱ�ɷ½ʊÏɭŇɛƃɟʇ�Ƽɷʡ˔ʯˑˎʣʰ˗ˏ˗ă
Ɉʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗˚p:˖Ī�ș`ɰɯ˛ʔ˗ʯʎʡˌ˔ɶʄʆğ�
Ŭ�ęǸ˚ˡ�ˢĀ˛p:Ɔéǝʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗ˤʽ˒ʢʒʙʰɷǐôʊp:ɲ�ɗʇʍ˗ʮʎʣʰ˖ʩˑ˔ʰ
ŬęǸ˚ˣ�ȘȗĀ˛Ī�Ɔéǝʽ˒ʢʒʙʰʽˑʦ˔ʩ˗Ī�ˤʽ˒ʢʒʙʰɷǐôʊĪ�ɲ�ɗʇʍ˗ʮʎʣʰ˖ʩˑ˔ʰ
Ɉʽ˒ʢʒʙʰʫ˗˅ˆ˔ʷ˗ʊLʇɌ˚�Ƴʔ˗ʯʎʡˌ˔əʅ_ùɶğ�˛
Ɉ�ćgʊp:�ɲLʇɌ,ƧƏəʅýɶŻ�ȃɛɋØɠɱɕɝɌ
p:,ƧˤƩǮʕʲ˚ĔÎ˛ɋĩŊś�˚3ʣʛ˗ʰǩÎ˛ɋǱƉs˚ʮʳʣʽˑ˗ˉ˗˛ɋ�Ġʆɗ˚�2˛ɋįǫƾ˚)2˛ɋe
Ŋʍʗ�˚ʩˑ˔ʰ˖ĔÎ˛ɋNǮĕ˚ŘŜ˖ʍ˗ʮʎʣʰ˛ɋ�+ú�˖�+øÃ˚ƅŅ�Ɣ��˛ɩɷ�ɋƜƢ�˖ˎʏʥ˔ʣ�
ČȡȣȨɵɴ
Ī�,Ƨˤʓ˃˖ʣʰ˗˔˚ʍˆˏʕɷ�2˖ĔÎ˛ɋʢˈʣʮʎ˔˖ʹ˗ʷ˗˚˄ˊ˗ʢʡˈ˔˛ɋʡˇ˗ʴ˖ʷʏːʤ˚ˣ�ǘɷî�
ç˖ǰˆʪˏʣʰ˛ɋʗ˗ˎ˖ʲʏʰˑʏ˚ʏʘˏʣ�2˛ʓ˃ʳˊʓː˖ʍːʰ˚�ʻʌʬʭʡˌ˔ƹƆǺǳ˛ɋʓˏʠʾʣ˖ˑˏʬʡˊ
˚ʰˑ˔ʱ˖ʝ˔ʟːʩ˔ʰ˛ɋˉʳʬʙ˖ʍˑʵ˚șȗȘȜ¯˄ʡˊˎ˔Ł»ʡʒʻ˛ɋ˂˗ː˖˃ʬʕ˗ʰʳ˗˚˄ˊ˗ʢʡˈ˔˛ɋʣʫ˗ʼ
˔˖ʣʺːʷ˗ʚ˚ŘŜ˛ɋʢʒʻ˖ʾʨʣȕȟȸȱɂȺȹɷȡȣȨ˛ɋʪʳʓː˖ʓʬʙɋ˚ŧ�ÐƢƏ˖ʣ˂ʮʎʻʌʏȡȣȨɋʹːʜʏʭɋ
ˆˏ˔ʪ˖ʜʏʭ˚�Č�ɲÉk���˛ɋʏ˗˒˔˖˃ʣʙ˚ʮʣˎˇ˗ʩ˗ʤȡȣȨ˛ɋʑʎˏʍ˅˖ʍ˗ʟ˗˖ʻʎˏʬʽ˖ːʏʣɋ
ʗˈʟˏ˔˚ŕ����˛ʓ˃ʳˊʓː˖˃ʙ˒˔ɋʼˏʢʬʰ˖˃ʙ˒˔˚ʻˎ˔ʣ�Ɓȅ��˛ɋʑˎʢ˗˄ː˖ʽ˗ʫ˔˚˒ʡʍ
�Ɓȅ˛ʱʲːʱ˖ʰˎ˔ʽ˚ʍˆˏʕ�ƁȅȖɊɩɷ�ɋƜƢ�˖ˎʏʥ˔ʣ�ČȡȣȨɵɴ

�ドキュメンタリー内で新製
品やPRしたい企業にスポ
ンサーになって頂く

■TVCMスポンサー
1,300,000,000

B1社×200,000，000 高

PJ10

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から開始

ʓʝˑʾːʕʑ˔
ʰʡʣʮ˅˖

ʔ˔ˎʏ˔
Äxǟ(
ʟ˗ʹʣ

tńɷʓʝ˒ʢ˗ɳ$-ɔʇʍ˗ʰʂƨfɚØɚʇʓʝˑʾːʕʑ˔ʰʡʣʮ˅ʊʣʩ˗ʰ
ˑʡ˗ʰɶ ŉɣʈʇM�Ļǌɸā�ɲɔʇɌˑʡ˗ʰʂȅVƶʊʯʢʩːMɤɋåɶ_ùɶ�Ʋ;Ņɣʈɋţ:ČKʂ
*�ɷ�ƲųɷŰŅʊIłMɦʇʍʽˏɷǴőɌʽ˒ʢʒʙʰƨfɷʓʝˑʾːʕʑ˔ʰʊʣʩ˗ʰɤɋ}ʆ�ɠəʅʕʑ˔ʰ
ÎêìʊVŖMɌ
˥jfǴőɷƒû˦
șȗ�ŷɸɎŇĥɷGķɏɎǃɷGķɏɳɕɮɫ˞ɯɷ~üķʊžɱɋýɶɎ$-ɷGķɏʊǙɗɯɯɔʇɌÄxđmɷ{Ęɋƕ
ŋƥǯùǵɷǭƭɋƕ©ëMɳƕ©�ŃÁɋ˚˃ʤ˒˗ɷțęǸ˛ɷƪĞɵɴɋ*�ɳţ�ɋ*�ɳjfɷǶʉʆï˚ƕ©ɷ
˂ʢʡˌʳ˔ʚ˛ɚǭƪɳɵʇɌɩɷ´ǳ�ɶɸɋƕ©šƺʂƕ©�Ńʊ�ǒ<ąʇyɚĞʀʅʈʇɌɆǍ7ùɶåɶ_
ùɶ�Ʋ;Ņɣʈʇɋţ:ČKʂ*�ɷ�ƲųɷŰŅʍʽˏʊA�Ɍ
˥Ǎ7ùɷʕʑ˔ʰ˦ɊɊɊɊɇ
ʯ˗ʩʾ˗ʣɸ�ºɷjfɷǴőʝʣʰʂˏ˗ʱʩʏ˅ʊ�®ɶDĮɤɋʔˏʢʲːˆʯʎʍʊ�öɶőŇɣɨʇɌɡɡɲɋʧ
ʻʰʊŇəɤƕJœɶ˃ʴ˗ʢˆ˔ʰ<ąʇ�ɚɋ*�ʂ�Čɷ˂ʮ˔ʡˈːʊ§[ɦʇɌɆʽ˒ʢʒʙʰ�ǂƨf˖ʍ˗ʰɷ
Ǎ7ɳ_ùɶʓʝ˂ʏ˔ʰɚ�ōɲʕʑ˔ʰɌ
˥ʟ˗ʹʣɷØ�˦ɊɊɊɊɊɇ
�ō]pɻɳǽƪűnɷØ�ɶɯɵɚʆɋªěĐʊ»ɫʁɷɶɌɆʴʬʰ˖]pʥˑʙʰȽȵȺȻɲ�ǂƨf˖ʍ˗ʰʊǅ}Ɍǅ
}ùɶʓʝ˂ʏ˔ʰʊ�ōɲʕʑ˔ʰɤȘȚţɷŚ
Iȭȩ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈjfǍ7ʓʝ˂ʏ˔ʰɳɤɱʕ
ʑ˔ʰɣʈɋtʓʝʽ˒ʢʒʙʰɻ
ɷǄŀɶɯɵɚɮɱɕɝɌń�ɲ
ʄʆƛɕƨfʂʍ˗ʰɋ�ɳ�ɚ
�ɯɶɵɮɱɯɵɚɮɱɕɝ

D1社50,000，000 低

PJ11

■2017年7〜
9月決定
■2020年ス
テーションオー
プン

ʣʮ˗ʡˌ˔ʓ
ˏˊ˗ʮʙʵ˒
ʢ˗ˇ˗ːɷ
ʔ˗ʽ˔

ʣʮ˗ʡˌ
˔ĎŲ˖µ
ƴ

ƋƢȍɷďɶƋɤɕʍ˄ˊ˗ʤˆ˔ʰʸ˗ʙɳ�ōÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼɚſǺɦʇʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ːɚ9�ɤɫʓˏˊ˗
ʣʮ˗ʡˌ˔ɷʔ˗ʽ˔
]pɲ�ÎħǟČƏɚ�½ɳɵɮɱȫȡ˚ˇ˗ː˛ɚǴőɣʈɱąɫɚɋRɤɕ<±ƬAɷ�ɲ{ɗɱąɫʁɷɲɋ¾ɧɤʁ
īǈƏɷʳ˗ʤʊXɟɱőǧɤɱąɫƵɲɸɵɕɌŇĥʊǁəɶɦʇĻǌţ�ɚżʉʆɋÈÁʊǁəɵŇĥʊǜĞɦʇ½
ɷù�ɶɘɕɱɋĒ�ɷʳ˗ʤɲɔʇ*ÁM˖�ďMɤ�H$-ʊŇɿîɫɵʙˏʓʏʮʎʹʮʎʊǜĞɤɱɕɝɌ��ɷˠɯ
ɷ$-ʊwɶɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼɚſǺɦʇh�ɷʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ːʊFǠɌ
˥ȫȡɷ$-˦ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ˥$-ɷĖư˦
ɉȘʕÍɲāÆƌɵùʊǦɢɦ�ɚYƓɊɆɊŇɛɫʍʏʯ˔ʮʎʮʎʊËǳɣɨɱɕɝʯʾ˒ʬʸ˗ɚɕʇə˧
ɉ�ɳ¨?MɣʈɫǺ�GʊȑʀʇȒGɊɆɊʏˆ˗ʢʊȑʀ^ɖŐČŨʼˎ˔ʱɚƟ^ɦʇ�ǌɵʣʿ˗ʣɲɔʇə˧
ɉO=ɶıǑ<ąʇ$Ċɳ$-ɷâ"ɊɊɆɊȉ�ɷ½zʊȑʀʇ�H$-ɷȑɕjfʂʟ˗ʹʣɷâ"ɚYƓə˧
ɉ�òʂTǧ˖Â�ɳčɤʀʇ9ÈũǵɊɆɊµƴ˖ǥl˖˃ʴʢˆ˔ʰƅžǈɷÞůɶĸŅ˖ĸȎɸɵɕə˧
ɉʍʙʥʣɷƛɣ˚ƕ�əʅˠ˘q:˛ɊɊɆɊʍʙʥʣɤʂɦɕŪtʂ@%Áɚš'<ąʇə˧

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

エコレベルカウントシステ
ム年間販売数×手数料
ステーション（テクノロジー
モール）の入居費用→201
7年11月イベントの実績を
もとに計画

■ エコレベルカウント
イベント時1％

90,000
■初年度

9，00，000

L1社×0

� ������������� (最低)717700000

※参画数や内容に応じて増加有り

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʽ˒ʢʒʙʰɷ�ơɚPɵʇƕ
©ıǑʂ.kœɵʁɷɲɸɵɝɋ
ēŴɷɎʵʼˑʣ˖ʔʼˏ˗ʢˊɏ
˚ȑǇɵʇǆ�ɳƌKʊĆɦŶ
Ť˛ɷďɶɋšoɳɤɫʍʏʯ˔
ʮʎʮʎɷʁɳɶʽ˒ʢʒʙʰ˄ʬ
ʡˌ˔ʊ�ǤɌɆɃŤɮɱʇɃʽ˒
ʢʒʙʰɻ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʶˏʑʬʱʣʩ˗ʂžlƏɚÉ
kĥJɵɴɷţ�Ǆŀʊɤɱɕɝ
ʄɖɶɋʼˎ˔ʱʂ�Č˖ʍʏʱː˖
ʣʩ˗ɋɔʇɕɸSHƏƕǓɷ
�r$-ʊɋƐþɛʂ`Ƹ˖�ƫ
ɳɕɮɫ�Ȁœ$-ʊǏɗɋɣʅ
ɶ:œɵ�ǵÁɷȒGʂ¼Gɚ
6ʇʁɷɻȑʀɱɕɝɌɊɆ�ɍ
ʊɃŤɮɱʇɃ�rɻ
Ɋ

●2010年カサブランカ社ー水の浄化装置開発メーカーで参画希望頂いたが、本プ
ロジェクトが進まず。の社長が参画を希望され、人脈紹介等のご協力を頂くが、本プ
ロジェクトが進まず。本プロジェクトが進まず。●2015年クールジャパン・ビジネス
マッチンググランプリー人脈紹介等のご協力を頂くが、本プロジェクトが進まず。�●
2015年レイスマネジメントソリューションズー人脈紹介等のご協力を頂くが、本プロ
ジェクトが進まず。�●2015年アイセックジャパン（大学生インターン斡旋グループ）
参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。�●2016年に「嵐」主演の新プロジェクト
番組としてプランニング→ジャニーズ事務所に提案しご検討頂いた。TV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

●2015-2017年に芸能事務所に提案しご検討頂いた。TV局への提案・交渉も準
備していたが、本プロジェクトが進まず。

●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を行う。

●2015年IPORANI社�技術開発のご提案を頂いたたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年日本環境リサーチ社�技術開発のご提案を頂いたが、本プロジェクトが進
まず。●2015年清水建設ー本プロジェクトのプレゼンをさせて頂くが、本プロジェク
トが進まず。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を行
う。
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■2018年7月
〜9月決定
■ 2020年イ
ベント時オー
プン

■2018年7月
〜9月決定
■ 2018年イ
ベント時から
実行

案件確度確認シート

ライセンスA〜L

プロジェクト実施社売上 売総 プロジェクト契約料

PJ01

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
ÿîʓʝˑʾː
ƨfʊ�Èɦʇ
Ʒŉ�Ȑʣʿ˗
ʣɲɷȩȪ˖ǅ}Ɍ

ƕJǔ˖Ǽ
Ĝƨf˖ʮ
ʙʵ˒
ʢ˗˖Ƌ�
ƨf˖ƜƢ
f

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽ100`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝ�
Ȑʣʿ˗ʣ˚¢Ţ�yɷļƴʼ˗ʣ˛ɶɘɕɱPR˖ǅ}Ɍ
]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱʽˑʦ˔ʮ˗ʡˌ˔˖¢Ţ˖ǅ
}Ɍ�ōɷȠȓȾȺȓȠȓ˖ȠȓȾȺȓȡɷȉ�ʂǶ&Əɷ��ȐʊʁɳɶɋƜƢœɵÈÁɳÐƢœɵƯķɋƨfʂ�fɷś$ɋɽɫ�
ƠɻɷÈMGŭʊbʀɫ˃˗ʛʮʎ˔ʚʂʼˎ˔ʱÌŎɷðŮɷđ�ɳɦʇ�ɚ<ąʇɌƷŉ˖�Ȑɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒
ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛ʍ˗ʰɳ�ōɷ�ɍɚ<�ɖƖȑɷđ�ʊƴ
ɟɋɎÿʁ½ʊÏɯʁɷɏɚǗɝyɲʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢ˚Å0Ǌă˛ʊȑʀʇ

高

PJ02

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ʣʮ˗ʢʽˑʦ
˔˖ǅ}
ʣʮ˗ʢɳʼ˗ʣ
ɲɷɲɷȩȪ˖ǅ
}

ʮʙʵ˒
ʢ˖ʹˊ˗
ʮʎ˗ƨ
f˖]ŨƜ
ƢƤŃ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɚ�ćʊ¹ɯɋ
ʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ƨfʂʟ˗ʹʣ˖ƜƢƤŃʊ]ţɷʍ˓˗ʱɷˆʏ˔ʣʮ˗ʢʣʮ˗ʢ�ɲőƤɌőƤɣʈɫƨfʂjf˖÷0ŭɸ¢Ţ�
yɷļƴʼ˗ʣɶɘɕɱǅ}ʁYƓɌǲǋ�ɷUȂ˖U¿ɷ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ
�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

中

PJ03

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

¢ŢȩȪ˖ǅ}
˚ȋ˛
ɘʁɱɵɤɷʶ˗
ʰʊ�ɗʇ˒ʏˉ
ːʸ˗ʮʎ˗

ȋf˖Ȍì
ĝ˖ʸ˗
ʮʎ˗ʟ˗
ʹʣ

]ţɷîǴőƨfʂʟ˗ʹʣʊ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćg˖ʏ˔ʻːʓ˔ʟ˗˖ʥˑʼ˖ˇʯː˖]pɷSHƏɶƷŉȃɝʕʙ
ʮːʸ˗ʮʎʣʿ˗ʣ˚ȮȤȩ�ŉɳ�ƚɶ=əʈɱșʕÍ˛ɶɘɕɱȩȪ˖ǅ}Ɍ
ʏʾ˔ʰɷʕʙʮːʸ˗ʮʎ˗ɷʣʿ˗ʣɶɘɕɱȋfəʅmɽɲɔʅʃʇȋëMʂɋʸ˗ʮʎ˗˖ʟ˗ʹʣɶǶʉʇfɍʊ
ÔǾɤɵɚʅɋóăɷƋÆƿɳɤɱɷɘʁɱɵɤʊɤɋ:Ȁœɵ½ɷʓʝ˒ʢ˗ʊʁɫʅɦÿîɷʟ˗ʹʣʊâ"Ɍăǌœɵ
$-ʊ˨ƽɶ˖ɴɡɲ˖ɴɷʄɖɶɏ�ɗʇəʊƎɗɋȉ�ɷĜÙɭɳʼˎ˔ʱɷʏˆ˗ʢʊƈɠʇɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔
÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛

10社（ライセンス各社と出
場者）×各種製品の平均
単価想定1万円×イベント
参加者数の3％（90人）

900,000 高

PJ04

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

ˆˇˏʍːˑʩ˗
ʏʾ˔ʰʟʽˎʏ
ʤˆʬʥ˗ʢDVD
ʊ�ōɻ

ˑʝ˗ʱ�
ţ

Ě¯p:ɲ˞˜1ǟ��ǝʅʈɱɕʇ¯ǉĽɷʏ˔ʩ˗ʲʡˌʲːĺȢȮȢˆʬʥ˗ʢʊ¡ɟʇˆˇˏʍːˑʩ˗ʽ˒ʢʒʙʰɌ
�ɳtńʊƋɤɝɦʇʏʾ˔ʰDVD÷07ʆɷˆʬʥ˗ʢʕ˗ʱʊ�>ɵ�ɶǝʆɽɦɌʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚʏ˔ʩʹˊ˗
ɤɱąɫ�ćgɷ�ɷȁčǶ&Əʂp:�ɷSŌ˄ˊ˗ʢʡˈ˔ɳ9ɶɋʏʾ˔ʰʫˈˏʮʎ˗ʧ˔ʚʊA�ɤʏʾ˔ʰʓ˔
ʯʎ˔ʚɲʁĔi˚ȯȴȓȱȼȴȓȾȵȴȓɀȺȼȷȳɷʄɖɵʁɷ˛ɌDVDɸʔ˔ˎʏ˔ɲʁǍ7<ąʇɷɲɋǛ�ʊþɝ�ʁYɌˆ˗ːɶĬ�
ɤɱǝɮɫʆɋÎþɛɷˆʬʥ˗ʢʊĬɗʽˑ˄ʍ˅ʕ˗ʱɳɤɱ ŉYɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯
ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥�ơʏˆ˗ʢ˦
ʏʾ˔ʰɷˆʏ˔ʽ˒ʚˎ˅ɳɤɱ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgʂSHƏɚˆʬʥ˗ʢʊĬɗɱʟʽˎʏʤȢȮȢʊ�ʆɋ�ō]tɷ�ĉʂðƴ
ɷŔɣʋɶ¡ɟʇʽ˒ʢʒʙʰɌXɟWɮɫïɍɶɩʈɪʈɷyɲǲǋɕɫɬɛɋăʽ˒ʢʒʙʰʊŞɮɱȃɝɌ�ō�ɚÇʊ�ɗ^ɖɛɮ
əɟʊɌɊƕŋɶʍˑ˔ʢɤɫśɮŒɵʕ˗ʱʂʵ˗ʰɚɽɫʏʾ˔ʰɷÈJʊ¡ɟɱɕɝɌXɟWɮɫ�ɚɽɫƽəɶǝʆɊüɳÈJɷ
ȫȬȨȪȰɚ�ō�ʊȊɺ�ɮɱɕɝɅɅɊÇɚɡɷtńɶŇɛƃɟʇʄɖɶɊŠ|ɲɸɵɝFǠʊɌƋɤɝǿɕtńɻ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
Ɉʹːˁ˗ʱ8Ŵʫˈ˗ʰɵɴɲ
ʰʬʽ7ʆɦʇčüʊřÚɤɱó
ă�ʍ˗ʮʎʣʰɷĪ�ʽ˒ˇ˗
ʡˌ˔ɷđ�ɳɦʇɌ

アーティストファン売り上げ
見込み6万枚（CD実績10
万枚以上のアーティストを
想定）＋その他参画アー
ティストファン＋一般の売り
上げ4万枚→10万枚×20
00円

■DVD売り上げ
200,000,000       会

場での使用分三千枚
はご提供いただく

C1社×100,000，000 高

PJ05

■2017年7〜
9月決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行

メセナVIPツアー
メセナ（芸術支援
者）VIPとして特
別招待を受け世
界で最もクリエイ
ティブなものに触
れるツアー

ʭʍ˗
ʟ˗ʹʣ

Collection/Elieux/ɶˆʥʲ˚ƜƢèäƏ˛ȮȤȩɳɤɱ×¹ʊXɟɋ�ōɷÿ5ūɷʙˏʓʏʮʎʼ˖ʍ˗ʰʡ˗˔ʊ�Èɦʇʭ
ʍ˗
�ōɷ]ōʰʬʽȘȗȗ`ɷ�ćgɷɾɷˆʥʲȮȤȩ�ŉɷʕʙʮːʣʿ˗ʣɶļ?ɢ×¹Ɍñǈƕ�ɶƜƢèäǰ��ɚb
ɽʈɱɘʆɋSHƏɸăʏʾ˔ʰɷFƴèäƏɳɤɱʏʾ˔ʰɶļ?×¹ʊɌFƴˆʥʲɳɤɱ�ºĚ¯ʏʾ˔ʰʫʛʬʰǎ
cɌɊǻƹɳɷʩʏʍʬʽɶʄʆɋƳÊɶėʇĻƻɷʄɖɵùʊǦɢɤˎʚʢˊʍˏ˗ɵñơƳɋʍ˗ʮʎʣʮʎʬʙɵ�Ȑʣ
ʰ˗ˏ˗ɚŇɽʈɽɦɌ÷0ʊæ·ɤʽ˒ˇ˗ʡˌ˔÷0ɳɤɱ@ŉYɌ˚˝¯ǵɷĺĐ�ɛɌ@ŉïĢɶ¿ɥɫ�Ÿ˛
˥ǻƹʩʏʍʬʽ˦ȓȓʝ˔ʽɷɢâ"ˤƆǺɢÖ¶Əș`ďɶɋăļ?ʭʍ˗ɶɢ_ơɕɫɬɛɢ��Ʉ�ǟǈɦɼɱʝ˔ʽˏˆ˔ʩɶɱɢ
â"ɆdŞɷʩʏʍʬʽƳ�àǖ˚ˣĀ�˝˞Ā\˛SHƏɻɷ�EdŞɳʏʾ˔ʰʂ�ćgŻ�Ɇʭʍ˗ż�ºxdɷʩʏʍʬʽƳ�
àǖ˚˝Ā\˛Ƴ�àǖ
ÈÁʊşɜĴɽɨĤƇɣɨʇƋɳʮʙʵ˒ʢ˗ɷîɫɵƜƢʍ˓˗ʱʏʾ˔ʰɷȮȤȩɢ×¹ʊɸɥʀɋʸˏɷģřɷʍ˗ʰ˖ʻʌʬʡˌ˔˖ȁ
čɶƱʈɋƋʊ��Ȑɦʇ�ɷ<ąʇ�Ťǧ˚ȮȤȩ˛ɷʣʿʡˈːʭʍ˗
ǚ¯ɷȇƝɵ/aɷɹɳɯɶɋóă�ɷʍ˗ʰɻɷǶ½ɷȑɽʆɚÜɠʅʈɽɦɌÈÁʊCĵɦʇȒGœɵʯʣʮʎʴ˗ʡˌ˔ɲɔʇʸ
ˏʊƘZɶɋ�ō�əʅƜƢ�ʂʙˏʓ˗ʩ˗ɵɴɚďɍɵƤŃɶÛɾɋĹʊɘɺɱɕʇɌɽɫɣʅɶƣʊÜɠɱëMĥJɻɷèäɀȺ4
�ɣɨƜƢœǪňʂņzɚɌɩʈɶ�ɕɋ�ɝɷƋƢȍʂʍ˗ʰʣ˂ʬʰɚ4�ɤȒGœɵƯ6ǊĲɳɵɮɱɕʇɌ
ɉʏʾ˔ʰȮȤȩ×¹Ȟ7yɆˑʬʱʕ˗ʿʬʰəʅɌʍ˓˗ʱɆ�ćgɳ_ďȮȤȩļ?¬Ɍʸ˗ʮʎ˗ɆȮȤȩ�ŉʕʙʮːʣʿ˗ʣɌ
ɉ³¬ɸ�ćgɳ_ɥļ?¬ɌʸˏɷÿȑźɷƍƗɎˀʮː˖ʱʐ˖ʙˏˍ˔ɏɵɴɶ�ġɌ
ɉʣʿʡˈː�ćgɳɷ�Ȁɲɷ�ȋ�˚E�Ŧ˛ɻɷɢ×¹˚ǟƵ�ɛ˛
ɉ�£ʖʏʱʂǢǵʍ˗ʰʏʾ˔ʰʖʏʱɐȓȩȱȼȶȽȲȺȻȴȓɑȕʸˏʣʝ˗ʽȖɳ9ɶȩȱȼȶȽɷʍ˗ʰʡ˗˔ɷ�ʊ�È
ɉ˒˔ʡˈ˔ɷȮȤȩƯÌː˗˅ɻɷļ?ɢ×¹Ɍ
ɉ�ʁXɟƂɚʈʇǇòɷˎʏʻʣʩʏːʊ�ÈɦʇÎ�ʆìŅɷ�ʆïʊ�ɺȋɦʇʣʿʡˈːʔʽʡˌ˔ʊɢŉÆɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉh�ĸɷĈƸɷ�H$-
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ]ţɷʼˎ˔ʱʏˆ˗ʢɚ�ʅ
ʈɫ�8ɵʼˎ˔ʱʥ˗ʻʮʎɷ
�ǌɵʣʿ˗ʣ˚ņz˛ɶɘɕɱ
�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ˔ʱ¤ɳɷˏ
ʍːɵ��ȐɷÈJɶɯɯɽʈ
ʇh�ɷʭʍ˗
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉʏʾ˔ʰ�£ʸ˗ʰʲ˗ɳɤɱ
Ě¯ɷʭʍ˗�ðĐɷŁ»Ɍ

1名1000万（旅費＋芸術
支援）寄付）20名限定
収益の50％を芸術支援金
寄付に
※例：1000万円の富裕層
向けツアー『The Royal』
JTBから2017年1月発売
から4日間で12件の問い
合わせ

1名1000万×20名＝
200,000，000

C1社×100,000，000 中

PJ06

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȥʯʎˑʙʡˌ˔
ʽ˒ʢʒʙʰɷ
ʯʎˑʙʡˌ˔ʊ
ơɖ

°d�Ņ
±

Ɏ�ðĐƏɏˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţʊLɮɱʏʾ˔ʰʊǥlɤɋʽ˒ʢʒʙʰɷƅ^ʯʎˑʙʡˌ˔ʊơɖɌ
ˎʏʥ˔ʡ˗�Č˝˟ţɳ9ɶȬȮʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʽ˒ʢʒʙʰʊ
�ðɌʏʾ˔ʰɷȒGɳʍ˓˗ʱɻɷĹľ˅˗ʱʂʼ˗˅ʊŇɾ<ɤÈJʊØɠɱɕɝɌ
ɒřœɓȓʙˏʓʏʮʎʼɵ�ōāêɷȘȚţɷʓʝ˒ʢ˗ȕʓʝʁbʀɋ�ɳtńʊƋɤɝɦʇʓʴːʘ˗ȖȓɶǄŀɦʇʟ˗ʹʣʂ
ƨf˖ʍ˗ʰʊƟ^ɣɨɱǅ}ɤɋăǌœɵ$-ʊǜĞɤɫ�ōɷ˒˔ʚʮ˗ːʼ˗˅ʊFǠ
ɒȘȚţğ�ɓȓ]ţɶʽˑʦ˔ɕɫɬɛɋ˝=Ǯ˝ţ˚ƨfŨȈ˛ʊǩƎɣɨɱȃɛɽɦɌȕǩƎwĳȝ½ʊÏɯʙˏʓʏʮʎʼɳɤ
ɱɋù�ɷʳ˗ʤʊŇɾ<ɦ·Ȃ²ɚȑɕɳɣʈʇƨfʂʍ˗ʮʎʣʰȖ
ɒʽ˒ʢʒʙʰ:�ɓȡȺȷȷȴȲȾȶȺȹȓȣȷȶȴȿɁʏʾ˔ʰ˚�ōʍ˓˗ʱ˛ʊǕɳɤɫʟʏʙːəʅȘȚţɷjfʊʣʰ˗ˏ˗¢Ǵɤɋ�ōœ
ɵʼ˗˅ɷFǠʊ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

ライセンス14社A〜L�への
営業活動を行い、イベント
運営を行う（または委託）

717,700,000 A1社×300,000，000 高

PJ07

■2017年6月
初旬決定
■2017年イベ
ント時から毎年
実行�����（1年
ごとに更新）

ȩȪʯʎˑʙʡˌ˔
ʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ

˔ʚɳ全世界ʔ˔
ˎʏ˔�ćÑť
˙ˎʏʼʹˊ˗ʏ
˔ʚ

ʔ˔ˎʏ˔
÷0Ǭ(˖
ʫʛʬʰǅ
}ʟ˗ʹ
ʣ

ʱˎ˃ɳȫȧȫəʅɷ�ćgˆʬʥ˗ʢʂʙˎʑʱʻʌ˔ʯʎ˔ʚʊƀʀɱˆʯʎʍʰˏʽːȩȪʊɤʏʾ˔ʰ¶óɷʔ˔ˎʏ˔�ć
Ñťɶɯɵɠʇ
ăʽ˒ʢʒʙʰɷʽˑʦ˔ʩ˗˚ʩˑ˔ʰ˛ɚǣʀʇʏʾ˔ʰʱʗˊˆ˔ʩˏ˗ɳ9ɶʙˎʑʱʻʌʑ˔ʯʎ˔ʚʊˏ˔ʙɣɨɱʏʾ˔
ʰʊŗ�ɠɱɕɝħʈʊɌTVɷ�ŌȀɲˎʏ˕ǲǋʊɤʏ˔ʩ˗ʴʬʰɲʔ˔ˎʏ˔ÑťʊɌˡ˞1�ɚ	¸ɶɵʆ¿äɦʇʣ
ʮ˗ʢɌʏʾ˔ʰˎʏʼǲǋʟʏʰʊƴɟɋÑťBʊǅ}Ɍ�ō�ɷʔ˔ˎʏ˔ˋ˗ʠ˗ɚÑťɦʇ�ɚ<ąʇɌʽ˒ʢʒʙʰ
ɷÿʁŒĹɦʇŝǵɷÈJɲ�ōʊƈɞɌȮȪɶʄʇʣʿʡˈːƯÌʁYƓɶɌ

ɈȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫʽ˒ʢʒ
ʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ

クラウドファウンディング平
均支援額想定1000円×1
万人オンライン投票券一

枚300円×人口の
0.0001％の72〜720万

人

■クラウドファン
30，000，000

■オンライン投票
216,000,000〜
2,160,000,000

A1社×300,000，000 高

2017年上期

単位：万円

可能性進捗状況分野 ライセンス案件・概要 メリット・ライセンス価値

新規プロジェクト

�●2010年  HIS社ー一般参加者のイベント参加ツアーとしてプランニングをご提案
頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2014年  近畿日本ツーリストーイベント参加
ツアーとしてプランニングをご提案頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2015年
日本航空ー参加者のイベント参加ツアーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進
まず。

●2015-2017年に芸能事務所やレコード会社に提案し、配送業者やTV局への提
案・交渉も準備していたが、本プロジェクトが進まず。

Ɉ]=ǮȘţǷ�ɲǩÓɣʈɫ
ʽ˒ʢʒʙʰɷ�ðĐɷŁ»Ɍ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
ɈSHƏʂ�ōɷʰʬʽ˖ʶʏʓ
˔ʱ¤ɷˏʍːɵ��ȐɷÈJ
ɚ�ōʊȏɟ¦ʇʓʙʣʿˏʓ˔
ʣ˃˗ʛʮʎ˔ʚʊ�Ń
Ɋ
Ɉ]ţɷʟ˗ʹʣʂƨfƕ�ɚ
ʽ˒ʢʒʙʰʊĎËɤɋ�ōʊ~ɗ
�ōʊƈɞɋh�ĸɷ�r
ɻɌ
ɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊɊ
Ɉ˞˜˞˜¯ʔ˗ʽ˔ɷȣȷȶȴȿɁȓʣ
ʮ˗ʡˌ˔˚ʮʙʵ˒ʢ˗ˇ˗ː˛
ɻɷ<¢˚<±˛ĐɷŁ»

どのような案件がありますか？ 追記お願いします。

�����E1社×30，000，000
F1社×20，000，000
G1社×10，000，000

H1社×5，000，000
I 1社×2，000，000

J 1社×500，000
K 1社×200，000

●2009年CCS社（ライトメーカー）ーライト提供の協賛を頂き本イベントの原型とな
るアート&ファッツションショーを開催。（毎年開催 ）●2010年CCS社（ライトメー
カー）ースポンサーとしてご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。●2010年カサ
ブランカ社水の浄化装置開発メーカー参画希望頂いたが本プロジェクトが進まず。
●�2011年東芝ーご検討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2011年トヨターご検
討頂いたが、時期が迫っており不可。●�2014年トヨタ・アイシン精機ー鎮目氏が亡
くなられ単独プレコレクション開催に。●2014〜2016年�パナソニックーご検討頂い
たが、本プロジェクトが進まず。●2015年ークールジャパン機構よりイベントの後援
を頂ける事となったが、本プロジェクトが進まず。●2015年3D編集ソフト企業を買
収された社長にご提案→ハリウッドに売り込みたいとの事で、審査員としてご希望の
スピルバーグ氏に参加頂く所までこぎつけたが、本プロジェクトが進まず。●2016年
の年始を狙い訪問したが社長不在。半日粘り、日本人ディレクターが出て下さり検
討頂く事になったが、本プロジェクトが進まず。スペースXの方からの参画の可能性
も。
●2014年Yuki TORIIーご検討頂いたが、同社の多忙なコレクション時期と重なって
おり不可。●2015年ソフトバンークー�ロボットファッションショーをご提案しご検討頂
いたが、本プロジェクトが進まず。●2013ー2016年芸能事務所に提案しアーティス
ト出演をご検討頂いたが、本プロジェクトが進まず。
●2015年、純玄米ドリンク製造のケイ・エス・ティ・ワールド社に参画希望頂いたが
本プロジェクトが進まず。●2017年、サントリーーご検討頂いたが、本プロジェクトが
進まず。
※ その他、各種サービス・製造メーカーに毎年ご案内送付・プレゼン等を行う。

●国内でイベント開催事務局としてクラウドファンディングを実施したがプロジェクト
目標額に達せず終了。●2016年DMM社及び米国クラウドファンディング関係会社
と打ち合わせさせていただいたが、本プロジェクトが進まず。

●2008年ー弊社エルスタイル設立時より、本プロジェクト構想の実現に向けて企画
開始。2009年ー原型となるアートとコラボしたファッションショーを開催。ルーブル美
術館への提案をはじめる。2011年ニューイヤーカウントダウン時に署名を募りルーブ
ル美術館の開催許可を頂くが本プロジェクトが進まず。●2014年−拠点を東京に移
し、準備開始。2014年9月にプレコレクションとして小規模で開催。●2017年−プロ
ジェクト運営の協業企業を募り、プロジェクトの内容確認を進める。候補：電通・その
他海外企業。●2016年GIFT社にプロジェクトサイト構築のご相談をし制作準備を
行う。

No． 決定時期 得意名

ライセンシー売上売総見込額

20社（ライセンス各社と出
場者）×車や化粧品など各
種製品の平均単価想定5
万円×イベント参加者数の
3％（90人）  �※2009年の
アート&ファッツションショー
では参加者の10％以上の
人がが購入し、アクセサ
リーなどは全商品の6割が
当日販売。ショーの興奮と
感動の中で購買意欲が高
まる傾向有り

9,000,000


