
  

 

2018年 5月 11日（金） 

報道機関各位 

学校法人 塚本学院 

大 阪 芸 術 大 学 

 

～国内外から注目を集める日本生まれのクリエイティブ手法「マンガデザイン」の総合展～ 

「世界をつなぐマンガデザイン展 in OSAKA」を開催！ 

【会 場】大阪芸術大学スカイキャンパス（あべのハルカス 24階） 【期 間】5／19（土）～6／24（日） 

＊大阪で実施の後、7月から上海 1会場やシンガポール 2会場でも開催します 

 

 近年、新たなクリエイティブ手法として国内外から高い評価を得ている「マンガデザイン」。 

 大阪芸術大学（大阪府南河内郡 学長：塚本邦彦）は、マンガデザイナーズラボ株式会社と在シンガポール

日本国大使館との共催で、「世界をつなぐマンガデザイン展 in OSAKA」を、本年 5 月 19 日（土）から 6 月 24

日（日）まで、大阪芸術大学スカイキャンパス（あべのハルカス 24 階）にて開催します。 

本展は「マンガデザイン」の作品展示をはじめ、6月 1日（金）～3日（日）には先着 120 名様に似顔絵を

プレゼントするライブポートレートイベント「Manga Me!」（マンガ・ミー）を開催するほか、各芸術分野の

第一線でご活躍の著名人を招いてのトークイベントがお楽しみいただけます。 

日本生まれの「マンガデザイン」は、東京 2020 を契機とするインバウンド作品も多く、世界の人々に一目

で「日本」と伝わり、言語を越える新しい表現として注目されてきています。今回は「なぜ、マンガデザイン

なのか？」「マンガデザインとは何か？」をより多くの方に知っていただくために企画されたもので、大阪芸

術大学スカイキャンパスを皮切りに、上海の「CCG EXPO」（7/5～7/9）、在シンガポール日本国大使館「Japan 

Creative Centre」内（7/21～8/11）、「C3AFA Singapore2018」（11/30～12/2）の計 4 会場を巡回するロング

ランイベントとなっております。 

「マンガデザイン」とは日本のオリジナル芸術であるマンガの表現手法をグラフィックデザインに応用した

ものでコミュケーション効果を最大化します。マンガの強みである圧倒的な情報量とスピーディーな伝達力な

ど、言語の障壁をも越えてつながる“伝わりやすさ”が最大の魅力であり、この展示を通じて、世界の人々の

“笑顔をプロデュース”できれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンガデザイン作品 マンガデザイン作品 



なお、5 月 19 日（土）のオープニングに際し、午前 11 時から大阪芸術大学スカイキャンパスにて、テープ

カットが行われる予定です。 

 

＜「世界をつなぐマンガデザイン展 in OSAKA」開催概要＞ 

 会  期： 2018年 5月 19日（土）～6月 24日（日） 

＊毎週月曜、6月 21日（木）は休館日です。 

 時  間： 11：00～19：00（最終入場 18：30） 

 会  場： 大阪芸術大学スカイキャンパス（あべのハルカス 24 階） 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43  

 料  金： 300円（大阪芸術大学グループの学生、高校生以下は無料） 

 WEBサイト： http://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/kh/mde2018/ 

 主  催： 学校法人塚本学院大阪芸術大学デザイン学科、 

Japan Creative Centre（在シンガポール日本国大使館）、マンガデザイナーズラボ株式会社 

 テクノロジー協賛： 

        のびしろラボ、株式会社サムライピクチャーズ、株式会社シンクフリート、 

YAMAGATA 株式会社 

 特別協賛： 全日本空輸株式会社、花鈴のマウンド、西日本鉄道株式会社、ヤマト運輸株式会社 

 協  賛： ドイグロジャパン株式会社、株式会社学研ホールディングス、カネボウ化粧品株式会社、 

香蘭女学校、大塚製薬株式会社オロナミンＣ、東洋スチレン株式会社、 

株式会社ザ・ゴール 

 協  力： 株式会社電通、株式会社プロモテック、株式会社博報堂アイ・スタジオ、 

株式会社アイデアランプ、株式会社一広クロス、株式会社一広ケーアンドエー、 

株式会社弘亜社、株式会社 TRMoment、株式会社近鉄百貨店（あべのハルカス近鉄本店）、

無限クリエイションズ合同会社、株式会社 SANKO、株式会社 RIZeST、e-sports SQUARE、

株式会社ワイワイルア、一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 

 

＜主なイベント＞ 

 オープニングテープカット 

日 時： 5 月 19 日（土）11：00～ 

  出席者： 塚本英邦（学校法人塚本学院副理事長、大阪芸術大学副学長） 

亀谷眞一（学校法人塚本学院専務理事） 

高橋善丸（大阪芸術大学デザイン学科学科長） 

吉良俊彦（大阪芸術大学デザイン学科客員教授、 

マンガデザイナーズラボ株式会社マンガデザイン®プロデューサー） 

 トークイベント 

マンガデザイン展では、大阪芸術大学デザイン学科客員教授の吉良俊彦がモデレーターを務め、豪華スペ

シャルゲストをお招きし、以下のトークイベントを開催します。 

参加費無料、先着 100 名様までの WEB サイトから申込みとなります。 

※定員に達し次第、締切とさせていただきます。 

 

http://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/kh/mde2018/


① 5月 19日（土）14：00～16：00 

オープニング特別講義「現代の孤独と接続可能な経済圏としてのコミュニティ」 

／佐渡島庸平氏（株式会社コルク代表） 

数々のヒットを創り出す起業家佐渡島庸平氏によるオープニングトークイベント 

 

② 5月 26日（土）14：00～16：00 

特別講義「塑する思考」／佐藤卓氏（株式会社 TSDO 代表） 

 日本を代表するクリエイティブディレクター佐藤卓氏による最先端の思考法 

 

③ 6月 2日（土）14：00～15：20（会場：あべのハルカス近鉄本店 2階ウエルカムガレリア） 

「川井郁子特別演奏・トークセッション」／川井郁子氏（ヴァイオリニスト、大阪芸術大学演奏学科教授） 

  日本トップクラスのアーティスト、川井郁子氏を迎えて、演奏＆トークセッションのスペシャルイベント 

 

④ 6月 10日（日）14：00～16：00 

大阪芸術大学卒業生トークイベント 

各分野で活躍する若手卒業生によるプレゼン＆トーク。 

・「“好きなことで、生きていく”のホントのところを考えよう！」 

／奥本宏幸（のびしろラボ 映像ディレクター、放送学科卒） 

・「写真で生きる」／畠中和久（写真家、写真学科卒） 

・「ユコちゃんとのあゆみ－大学卒業から今にいたるまで－」 

／中本優（イラストレーター、キャラクター造形学科卒） 

 

⑤ 6月 24日（日）13：00～15：00 

特別講義「ライブエンターテインメント市場における劇団四季  その現状と展望」 

／吉田智誉樹氏（四季株式会社 代表取締役社長）、近藤建吾氏（四季株式会社 取締役 技術・劇場担当） 

劇団四季の吉田智誉樹氏、近藤建吾氏が目指すライブエンターテインメントの展望 

 

吉良俊彦プロフィール 

（マンガデザイナーズラボ株式会社マンガデザイン®プロデューサー、有限会社ターゲットメディア・ソ

リューション代表取締役） 

上智大学法学部卒業後、株式会社電通に入社。クリエーティブ局、銀座第四営業

局を経て雑誌局へ。様々なラグジュアリーブランドをはじめ、各社のメディア戦

略およびプロジェクト、スポーツ・文化イベントの企画プロデュースを行う。主

なものに、リチャード・ブランソン氏との「熱気球による太平洋横断プロジェク

ト」、村上龍氏らと共に行った FIFA ワールドカップ（1990 年イタリア～2002

年日本・韓国）の雑誌企画プロデュースなどがある。  

2004 年にターゲットメディア・ソリューション設立。2011 年にはマンガデザイ

ナーズラボを設立し、マンガの新しい市場を開拓。総合プロデューサーとして「マンガデザイン®」によ

る広告のプロデュースを手がけ、日本の文化であるマンガをコミュニケーションソリューションとしてビ

ジネスに活用している。2015 年より広告電通賞審議会選考委員を務める。 



 「Manga Me！」（マンガ・ミー） 

あべのハルカス近鉄本店 2 階イベントスペースにて、対象商品をお買い上げのお客様を対象に「ライブポ

ートレートイベント」を開催。先着 120名様限定で似顔絵をプレゼント。 

開催期間：6月 1日（金）～3日（日）の 3日間 

 

 大阪芸術大学学生による週末似顔絵イベント 

現役大阪芸大生による似顔絵イベントを会場にて期間中の週末、13:00～16：00 の間に実施。料金は 1名

様につき 1,000円。 

開催日：5/19(土)・5/20(日)、5/26(土)・5/27(日)、6/9(土)・6.10(日)、6/16(土)・6/17(日)、6/23(土)・6/24(日) 

 

 VRバッティング体験 

女の子が甲子園を目指すマンガ「花鈴のマウンド」の主人公、花鈴ちゃんの投球を VR で体感して下さい！

新感覚バッティングが楽しめます。※開催については変更になる場合があります 

 

 

＜世界を巡るマンガデザイン展＞ 

大阪を皮切りに上海、シンガポールでも開催します！ 

 

 マンガデザイン展 in 中国・上海 

～中国屈指のマンガ博「CCG EXPO」にてマンガデザイン展を開催！～ 

期 間: 2018年 7月 5日（木）〜2018年 7月 9日（月） 

会 場: 中国・上海 CCG EXPO 2018 内 展示ブース 

 

 マンガデザイン展 in シンガポール「JCC」 

～日本文化を発信する「Japan Creative Centre」で ASEANに発信！～ 

期 間： 2018年 7月 21日（土）～2018年 8月 11日（土） 

会 場： 在シンガポール日本国大使館（Japan Creative Centre） 

 

 マンガデザイン展 in シンガポール 「C3AFA2018」 

～最後は東南アジア最大級の「Japan Culture Event」の「C3AFA Singapore 2018」で開催！～ 

期 間： 2018年 11月 30日（金）〜2018年 12月 2日（日） 

会 場： シンガポール「Suntec C3AFA Singapore 2018」会場内展示ブース 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

学校法人塚本学院企画広報部 

（TEL） 0721-93-3781（代表）／ 0721-70-7775（直通） 

（E-MAIL）kouhou@osaka-geidai.ac.jp 


