
地球の新たな文明の発露を切り開く	

シンデレラ(商品・アート)ストーリー。	

心澄ませその神美が評される心のアワード	

ルネッサンスをはじめとする文明を築いた	

芸術文化に描かれてれていた神々の	

神美の表現（表現者）を現代に見い出す	

●SNSの普及により「クリエイティブ・芸術の本質

的な価値」に消費者が敏感になった。このような

文化的資産の「魅力」や「徳」といった内面価値

がブランドや企業の本物のファンを育てている。	

●AIを生かした広告や流通が進化し顧客に合わ

せたマーケティング戦略がひしめき合っている。	

●芸術的・文化的価値は計られにくく、本物・価

値あるものが数多く埋もれている。	

物語のはじまり	
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人と地球を美しく 
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人と地球を美しく 
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本質的な価値を［誰に・どこで・どのように」伝える	
かを考え、顧客の気持ちとブランドのイメージを繋げる	

コンセプトの核となる「芸術の本質的な価値」が迸るア	
イデンティティはブランドや商品を普遍的な存在へと昇華	

エリュー　　　　　エコ　　　　　レベル　　　　　ライセンス　　 

様々な分野でブランド化が進み、ブランドの確立
が難しいレッドオーシャン	

	
	

世界に響き合う神話の様なシンデレラ　　　　　	
（商品・アート）ストーリーを　　　　　、　	

	

COLLECTION ELIEUX	

■目的 芸術と新技術のワールドアワード	

■会場　各国の国立美術館やスタジアム。毎

年１カ所で開催し、5大陸を巡っていく	

■審査　世界の各分野トップ100名・オーディ

エンス審査（参加者・世界のアワード視聴者）	

■主催 Collection　Elieux開催事務局 	

■ 内容 出場者の発表(展示・ステージプレゼ

ン) ・審査・授賞式・パーティー	

不動のロイヤリティ（象徴資本）
参加者や世界のトップ・ハイエンド層の

リアルな実体験と審査からの感動	

審査投票券1枚¥300×10万人= 3千万	

唯一の存在へ（真価値資本）	
時代を超えて人の心を打ち生き続ける

伝説のシンデレラストーリーの発信地

¥３00×1億人(全世界での想定) = 300億	

本物が輝く時と空間（想像資本）	
アートと世界の人々が出会う至高の機

会でブランドイメージ（の向上。	

１0万名のファンを持つアーティスト出場	

世界の各分野トップ100名審査と会場参加
者・全世界のオーディエンスオンライン投

票参加者による審査。各国メディア・審査

員や出場者・参加者のエクスペリエンス

（実体験・情報）を求めて世界が動き出す	

各分野アーティスト参画とオンライン審査

でイベントを一大ブームに。ここから各国の

VR参加も拡大し多分野を包括した全世界

審査参加イベントに。各メダリスト製品販売

を含む総合収益はワールドカップ以上に。	

世界の美術館やスタジアムでCollection 
Elieux（心のアワード）のプロジェクトチーム

として、ステージ・スペシャル展示ブースで

自社サービス・製品・アートをダイレクトPR	

シンデレラの登場	

ビジョナリーの共有（文化資本）	
Projectアイデンティティーを共有し世界

が繋がる機会を。全世界で審査投票に

参加出来るクラウドファンディング準備	

PR ： 創造のstoryを世界放映	 　PR２：世界のアワードでメインPR	

ライセンス各社と世界のトップ100名の神が
かった情熱迸るアワード創造の英語ノンフィ

クションドラマ。クラウドファウンディング連携	

	

　　　　Collec&on	  Elieux	  Interna&onal	  :	  Japan	  (株式会社エルスタイル)　〒107-‐0061東京都港区北青山3-‐6-‐7　青山パラシオタワー11階　TEL:03-‐5778-‐5256　サイト :	  www.elieux.com	  
 

A

Your	Company

Elstyle co.ltd (Elieux)

Elieux Station‘s	total	revenue

3%	RoyaltyTicket	sales
�

97%		
revenue

2018 2019																																																															2020																																																															2021		

� VR	Annual	use	contract	start

License fee Art direction

Concerning the license agreement and payment

With regard to the type of license agreement, license A is requested.
Elieux Station will become a multi-facility complex that includes theme parks, shopping malls, as well as travel,
relaxation, and various services. Admission fees will be the source of revenue. In the initial stages, new VR will be
released similar to movies, and experience tickets will be purchased. Along with the expansion of Collection Elieux,
we will extend the VR penetration rate to over 50% worldwide byapproximately 2020 in Tokyo. By this time,
aside from ticket (entrance fee) purchases, VR annual contracts such as for TV reception fees will exist, along with
services that allow for various VR experiences. We are responsible for direction and art direction of the VR
software creation based on the license agreement. Your company or an external expert professional VR production
company will conduct the production, and all of Elieux Station's total revenue will be received by your company.
We will receive 3% of the revenue (in case of license A) as the royalty.

License Project No. PJ11

Type of License

License agreement and
payment

Collection Elieux International    ��

Collection Elieux International  2020−2025	 
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各メダリスト製品販売を含むイベント総収益	 

(億)	  
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2020	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　	  2022	  	  	  	  	  	  	  　	  	  	  	  	  	  	  	  2024	  

総収益	  

VR普及率	  

拡散：トップマーケティング	 販売：エ ン ド レ ス ブ ー ム 	

ガラスの靴を探し求めて	 シンデレラと世界の人々の出会いを	

現状	 問題点	 原因	

 大宇宙の創造のエネルギーを具現化するライセンス 

Elieux Eco Level License���

 Elieux (エリュー) … 神がかった、創造主の様な	


