
＜１４ ビジネス・セミナー タイムテーブル＞

１０ ２３（月）１０：００－１１：３０

＜テーマ＞

日本と海外をつなぐ作曲、制作、ライブのコラボレーションの未来

＜概要＞

日本のアーティスト と海外アーテ ィストの作品 コラボ及びライ ブコラボ、日 本のクリエイ

ターと海外クリエイ ターのコラボ の事例を元に 日本と海外をつ なぐコラボレ ーションの現

状、未来について議論します。

＜モデレーター＞

中脇雅裕（㈱イノベーションクリエイティブ

＜スピーカー＞

高田 直樹（ 、マネージャー、コラボレーター）

（プロデューサー、作詞・作曲家）

林香里（㈱ハヤシ インターナショナル プロモーション プロモーター）

１０ ２３（月）１２：００－１３：３０

＜テーマ＞

アニソンの世界展開における現状と可能性

＜概要＞

年より世界に向けた日本のエンタテインメント企業がスタートした、アニソンライブ

“ ”。

更に今年 月、音楽レコード会社・音楽出版社など 社により設立された世界発のアニソ

ン専門定額配信サービス“ ” 株式会社アニュータ 。

世界展開へ整いつつ あるアニソン 市場の現状と 可能性について それぞれの創 立者によるパ

ネルを実施致します。

＜スピーカー＞

佐々木 史朗（㈱アニュータ代表取締役／㈱フライングドッグ代表取締役社長／㈱ ケン

ウッド・ビクターエンタテインメント取締役）

井上 俊次（㈱ランティス代表取締役社長／㈱アニュータ取締役／㈱バンダイナムコライブ

クリエイティブ取締役会長）

１０ ２３（月）１４：００－１５：３０

補助金事務局 特定非営利法人映像産業振興機構 共催セミナー

＜テーマ＞

「中南米からの熱い視線」～地域ごとの具体例からみる、中南米での日本の音楽の需要～
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＜概要＞

（ブラジル ペルー アルゼンチン）、 （メキシコ）プロモーター 社を招

以外のニーズも紹介。手順、地域による導入方法、実際のコンサート事例から、どのような

アーティストが望まれるか、メリット、デメリットまで話し合います。

＜スピーカー＞

（ 社長）

近沢隆（ ）

棚町健二（ マルチメディア プロジェクト ディレクター）

１０ ２３（月） １６：００－１７：３０

一般社団法人日本音楽出版社協会 共催セミナー

＜テーマ＞

ブロックチェーン、データ活用で世界に広げる音楽ビジネス

＜概要＞

音楽業界を取り巻く テクノロジー は日々進化を 続けており、国 内外の音楽ビ ジネスにおい

て「メタデータ」の重要性は高まっています。話題のテクノロジー「ブロックチェーン」や、

今後重要となる「メタデータ」「フィンガープリント」について解説を行い、一方で今後の

ビジネスの鍵となる「データ解析」についても識者から有益な手法を聞き出します。

＜モデレーター＞

鈴木貴歩（ 代表取締役 エンターテック・アクセラレーター）

＜スピーカー＞

稲葉豊（（一社）日本音楽出版社協会副会長 フ ィンガープリン トタスクフォ ース委員長、

㈱ユーズミュージック代表取締役社長）

野本晶（スポティファイジャパン㈱ レーベル＆アーティストサービス ディレクター）

浦部浩司（㈱ソケッツ 代表取締役社長）

１０ ２４（火）１０：００－１１：３０

＜テーマ＞

＠ 年東京オリンピック

＜概要＞

２０２０年東京開催 の夏季オリン ピックは企業 ブランドのマー ケティング・ キャンペーン

を通じて日本の音楽を世界のオーディエンスに広める絶好の機会です。

このパネルでは日本 の音楽を積極 的に探してい る２０２０年オ リンピックス ポンサー企業

やそれらを担当する 広告代理店の 音楽担当者が 登壇し、音楽を 通じて日本と の文化的な結

び付き強化の可能性について話し合います。
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＜モデレーター＞

＜スピーカー＞

１０ ２４（火）１２：００－１３：３０

＜テーマ＞

中国著作権＆ライブビジネス事情・現状と可能性

＜概要＞

中国音楽コピーライト最前線で活躍する 社の 氏。近年多くの日本人

アーティスト系イベ ントを中国で 成功させてい るアミューズ上 海の山内氏。 お二人に最新

の中国ライブ及び音 楽著作権ビジネ ス事情に関し てプレゼンテー ションしていた だきます。

＜スピーカー＞

アジア事業部長 （㈱アミューズ上海 総経理）

（ ）

１０ ２４（火）１４：００－１５：３０

＜テーマ＞

村井邦彦：

＜概要＞

今年で作曲活動 年、アメリカ・ロサンゼルス在住 年を迎えた作曲家・プロデューサ

ー村井邦彦氏によるキーノートスピーチ。村井氏は「翼をください」などの多数のヒット曲

を生み出し、自身が 設立したアル ファレコード では「イエロー ・マジック・ オーケストラ

（ ）」を世界的な成功に導くなど、日本音楽の海外展開の先駆者として大きな役割を担

いました。当日は、こうした村井氏の音楽活動を振り返りながら、日本音楽の海外展開に関

する自身のお考えや 、これから海 外を目指す若 手業界関係者へ のアドバイス などを伺う予

定です。

＜スピーカー＞

村井邦彦（作曲家・プロデューサー）

１０ ２４（火）１６：００－１７：３０

＜テーマ＞

欧米のライブ・エンタテインメント市場におけるチケット転売問題と日本の現状

＜概要＞

Mark Frieser (CEO, SyncSummit & SyncExchange /CEO)

Joshua Burke (Head of Music Sourcing, The Coca -Cola Company)

Josh Rabinowitz (EVP Director of Music, Townhouse)

Kristen Hosacks (Music Supervisor, Saatchi and Saatchi)
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た国内の業界団体が取り組んでいる高額転売対策について紹介します。

＜スピーカー＞

野村達矢（（一社）日本音楽制作

ション常務取締役執行役員）

海外エージェント、プロモーター他


