
Part I: SEA 2014    ----コンセプト開発マスタークラス報告会コンセプト開発マスタークラス報告会コンセプト開発マスタークラス報告会コンセプト開発マスタークラス報告会    

 
・EU 代表部による挨拶、MEDIA プログラムの紹介 
・SEA の紹介 
・SEA2014 参加者のマスタークラスの感想とコンセプト概略の紹介（トークショー形式） 
・ゲストによるトーク(SEA 感想、ヨーロッパのアニメーション状況) 
・Q&A 
 
SEA2014 参加者 
田中尚美田中尚美田中尚美田中尚美／／／／Naomi Tanaka（プロデューサー）株式会社白組 プロデュース部のチーフプロデュー

サー。日本の映画・テレビ界で 22 年の経験を有す。映画配給会社にて洋画の買い付け、宣伝プロ 
デュース、劇場営業、配給を担当。その後、総合出版社に移籍し、邦画の製作プロデュース、出版

コーディネートを手掛ける。2003 年、白組に入 社。実写映画、テレビ ドラマからテレビアニメー

ションまで、白組の個性を活かすコンテンツ作りを追求している。代表作品は「うっかりペネロペ」 
「もやしもん」「よつばと！シネアド」など。 
 
吉田まほ吉田まほ吉田まほ吉田まほ／／／／Maho Yosida    (アートディレクター、デザイナー)東京生まれ。2010 年、東京藝術大

学美術学部デザイン科卒業。2012 年、東京藝術 大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。修

了制作「就 活狂想曲」（2012 年）がアヌシー国際アニメーションフェスティバル（フランス）、

ANIMA MUNDI  （ブラジル）、CINANIMA（ポルトガル）、第 16 回文化庁メディア芸術祭な どに入

選。現在、株式会社 NHK アートにアートディレクターとして所属。 
 
宮崎あぐり宮崎あぐり宮崎あぐり宮崎あぐり／／／／Aguri Miyazaki（アートディレクター）フリーランスで活動するアートディレク

ター兼デザイナー。2003 年、現在の 3DCG 映像制作会社カナバングラフィックスの母体となる制作

チーム に参加。3DCG 制作、グラフィックデザインなどを担当。2006 年から制作が始まったショー

トアニ メーション「ウサビッチ」の原作・キャラク ターデザイン・美術設定を担当する。個性的な

キャラクターデザインからグラフィックデザインまで幅広く制作している。 
 
桑畑かほる桑畑かほる桑畑かほる桑畑かほる／／／／Ru Kuwahata（アニメーション作家）＊米ボルチモアから Skype 参加予定 
1981 年東京生まれ。パーソンズ美術大学卒業。2007 年より Max Porter（マックス・ポーター）

と共同で Tiny Inventions（タイニーインベンションズ）を設立、ニューヨークを拠点に制作活動

を開始。CG と手作業を混ぜた手法を得意とし、テレビコマーシャ ル、ミュージックビデオ、短編映

画の制作をする。2011 年より 1 年半、オランダのアニメーション・レジデンシープログラムで新作

短編映画の制作 を始め、現在は米国のメリーランド州に制作拠点を移し活動中。メリーランド美術

大学講師。 
 
久保亜美香久保亜美香久保亜美香久保亜美香／／／／Amica Kubo（プロデューサー、ディレクター）＊デンマーク Viborg から Skype 参

加予定 2007 年、東京工芸大学芸術学部主席卒業。在学中アニメーション学科で古川タクに師事。

同年短編アニメーション「おはなしの花」が文化庁メディ ア芸術祭優秀賞他、国内外で多数受賞。

2008 年、オタワ国際アニメーション映画祭国際審査員。2012 年、「WWF100%RENEWABLE 
ENERGY」が海外映画祭で多数入賞、現在は制作スタジオ CALF でプロデューサー、フリーランスの

ディレクター、イラストレーター、キャラク ターデザイナーとしても幅広く活動している。 
 
ゲストスピーカー 
数土数土数土数土    直志直志直志直志／／／／Tadashi Sudo（株式会社イード）アニメーション業界の最新情報、レビュー、インタ

ビュー、特集をカバーする、オンラインのアニメーションマガジン「アニメ！アニメ！」と「アニ 
メ！アニメ！ビズ」の編集長。日本のアニメーション界で、特異なジャーナリスト経験を有す。 
 
杉本杉本杉本杉本    道俊道俊道俊道俊／／／／Toshi Sugimoto（TOSHI ENTERTAINMENT 株式会社）(株)タカラ、タカラ USA、
ディズニー・コンシューマ・プロダクツ・ジャパン、ソニーアーバンエンターテインメント、ワー

ナー・ブラザース コンシューマープロダクツ日本を経て、現在は株式会社セガトイズ 上席執行役

員 海外事業部事業部長。韓国で開催された Asia-EU Cartoon Connection 2013 のゲストス

ピー カーとして、ボーイズアクション「爆丸」の成功例とともに、「TOY-NIMATION」を紹介し注

目された。日本のアニメーショ ン／玩具の業界システムと製作委員会を熟知している。 
 



Part I: Information Session by participants of the SEA Concept Development Master 
Class  
 
・Welcome and introduction of the EU's MEDIA programme by EU Delegation 

・Introduction of  the SEA Master class workshop・Presentation by participants about their activities and 

on the concepts developed at SEA2014 (talk-show format) 

・Panel talks by the two guest speakers (focusing on their impressions of SEA and current state of 

animation in Europe, etc.) 

・Q&A Session 

 

Participants 

Naomi Tanaka, Japan (Producer) 
Naomi has gained 22 years of experiences in the Japanese film and TV industry. She became a movie and 
animation producer after gaining experiences in foreign film buying and distribution, and theatre business. 
Currently, she is engaged as a business producer of Shirogumi.inc., the biggest CG animation studio in 
Japan, promoting the plan development of original works production. 
 
Maho Yosida, Japan (Art Director, Designer) 
Maho was born in Tokyo, Japan and graduated from Tokyo University of the Arts, School of Film and New 
Media, Department of Animation. Her graduation work consists of, “Recruit Rhapsody”, which received a 
prize and was put on the screen at the Animation Festival in Annecy (France) and others. Currently, she is 
working for NHK-ART Inc., as an art director. 
 
Aguri Miyazaki, Japan (Art Director) 
Aguri Miyazaki is a designer/art director with over 10 years of experience working in the field of 
animation, game, and advertising projects for Kanaban Graphics Ltd. Her best known work was a 
slapstick animated comedy called ‘Usavich’, which aired in Japan and other countries from 2006 to 
present.  
 
Ru Kuwahata, Japan/USA (Director) 
Ru Kuwahata is an award-winning animation filmmaker born in Tokyo, Japan. She received her BFA from 
Parsons in NY and has been working with Max Porter as “Tiny Inventions” since 2007. Specializing in 
mixed media animation, Ru has directed and produced TV commercials, music videos and independent 
films.  
 
Amica Kubo, Japan (Producer, Director) 
Amica graduated from the head of the faculty of Art at Tokyo Polytechnic University in 2007. She have 
won many prizes with her short animation film “Bloomed Words” and “WWF 100% RENEWABLE 
ENERGY”. Amica served the international jury of Ottawa International Animation Festival’08. She is 
working as a producer at CALF STUDIO, and also Free-lance director, Illustrator, character designer.  
 
Guest speakers 

Tadashi Sudo, Japan (Chief of Internet website) 
Tadashi Sudo is the chief of the internet based website Anime! Anime! and Anime! Anime! Biz – an online 
animation magazine covering the latest news, reviews, interviews, and feature articles from the animation 
industry. Mr. Sudo´s background is based within journalism in the field of Japanese animation. 
 
Toshi Sugimoto, Japan (Toshi Entertainment Co., Ltd.) 
Toshi Sugimoto worked for TAKARA Japan/USA, Disney Consumer Products Japan, SONY Urban 
Entertainment, Warner Bros Consumer Products Japan, prior to the senior corporate officer for Sega Toys 
Japan. He was invited to Asia-EU Cartoon Connection 2013 as a guest speaker to present his Toy-
animation with a case study of Bakugan. He has a broad understanding of the Japanese industry system and 
the production partner’s strong industrial network. 


