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おはスタ

ジャンプチャンネル

■ テレビ番組制作
1997 年 10 月にスタートし20 年以上放送を続

ける子ども向け情報バラエティ番組『おはスタ』

（テレビ東京系列にて毎週月〜金曜日あさ 7 時
05 分から放送中）
の企画・制作を行っています。

̶
最強ジャンプチャンネル

■ デジタルコンテンツビジネス
Youtudeチャンネル「ジャンプチャンネル」
「最強

ジャンプチャンネル」
「おはスタチャンネル」
「ちゃ
おチャンネル」を中心にYoutube 向けのコンテ

ⒸShoPro・TV TOKYO

ンツ企画・制作やチャンネル運用をおこなってい
ます。

̶

■ 営業推進
『おはスタ』を中心に、番組提供各社への営業や

番組企画の立案を行います。番組営業以外にも、
様々な企画の営業窓口としてサポートを行いま

す。

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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■ キャラクターの版権管理業務
ライセンス事業部は、小学館・集英社作品を中

心としたキャラクターの版権管理業務を行って

います。

商品化権の窓口となる会社として、商品化や販

促使用などをメーカーや広告代理店に営業する

だけではなく、イベントやカフェ展開なども含め

Ⓒ高橋留美子・小学館／
アニメ「うる星やつら」製作委員会

Ⓒ 2022コトヤマ・小学館／
「よふかしのうた」製作委員会

ⒸONE・小学館／「モブサイコ100 Ⅲ」製作委員会

Ⓒ遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/
超進化研究所Z・TX

てトータルでのキャラクターの戦略立案を行い

ます。

そして、商品等の企画やデザイン、原型等の監修

業務を重ねて、関係各所に了承をいただきなが

ら、ファンの方に喜んでいただける商品や施策と
なるように努めています。

また、国内でのキャラクター商品や事業を、アジ

アを中心にした全世界へ拡げる展開をグローバ
ル事業部と共に進めています。

Ⓒ小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

Ⓒ小学館

怪物くん

TM and Ⓒ2021, Wizards of the Coast,
Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,
TV TOKYO

ⒸSan-X／チキップダンサーズおどるん会

Ⓒちこまる

現在、取り扱っているキャラクターは、700タイト

ルを超えています。

「忍者ハットリくん」、
「ゴルゴ 13」、
「うる星やつ

笑ゥせぇるすまん

ら」といった日本を代表するキャラクターに加え
て、集英社作品の「SPY×FAMILY」、子どもたち
に大人気の「チキップダンサーズ」、
「デュエル・マ

プロゴルファー猿

スターズ」、
「小学館の図鑑 NEOシリーズ」まで、

忍者ハットリくん

マンガやアニメ作品のみならず、多様なコンテン
ツや、オリジナルの企画にも積極的に取り組んで
います。

Ⓒ藤子Ⓐ・シンエイ・小学館
Ⓒ藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論新社

Ⓒさいとう・たかを／さいとう・プロダクション／
小学館

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

Ⓒ2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／
スプリガン Project

ⒸＴＯＭＹ・ＯＬＭ／
リズスタ製作委員会・テレビ東京

Ⓒ2023 映画「BLUE GIANT」製作委員会
Ⓒ2013 石塚真一／小学館
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番組の海外販売
メジャーセカンド
Ⓒ満田拓也・小学館／
NHK・NEP・ShoPro

デュエル・
マスターズキング

境界のRINNE
Ⓒ高橋留美子・小学館／
NHK・NEP・ShoPro

TM and Ⓒ2020, Wizards
of the Coast,
Shogakukan,
Mitsui/Kids, ShoPro,
TV TOKYO

■ 国内作品の海外営業

アジア・欧米地域を中心に自社制作のアニメー

ションをはじめ、多くの作品を海外のテレビ局や
配信事業者に販売し、海外メーカー企業に商品

化を許諾、及びキャラカフェやポップアップショッ

プのようなイベント展開を行っています。日本の

コンテンツを世界各国へ紹介し、国内マーケット
に加え、更なる作品の広がりを目指し、キャラク

タービジネスを展開しています。

̶

キャラクターの海外展開
名探偵コナン
Ⓒ青山剛昌／
小学館・読売テレビ・TMS
1996

ゾゾゾ
ゾンビーくん

犬夜叉
Ⓒ高橋留美子／
小学館・読売テレビ・サンライズ
2020

ⒸShoPro／
Spin Master Ltd.
Ⓒながとしやすなり／
小学館

■ 海外作品の国内営業

海外のコンベンションに出向いて作品を獲得し、

または海外企業からの紹介でポテンシャルを感

じる海外コンテンツを日本に輸入する業務です。
その海外コンテンツのエージェントとして、権利

元と協力しながら国内商品化・販促展開、イベン

ト開催など、国内マーケットに向けた海外キャラ
クタービジネスにも注力しています。

̶

■ 海外との事業開発事業

海外コンテンツのキャラクター展開
怪盗グルーシリーズ
ミニオンズ

自社が持つ国内外の番組販売、商品化ネット

ペット

ワークを駆使し、海外企業との共同製作事業・事

TM & Ⓒ UNI

業投資、キャラクター事業の拡張に向け、EC を

TM & Ⓒ Universal Studios

含む物販事業や、新たなスキーム構築を主に取

り組みます。自社が長年取り組んできた権利許諾
SING

TM & Ⓒ UNI

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

事業とは異なる、バリューチェーン組成に挑戦し

ています。
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■ アニメーション作品の企画・制作

小学館・集英社の漫画原作を中心とした数多く

のアニメーション作品の企画・制作を行っていま

す。これまではキッズ・ファミリー向け作品を得

意としてきましたが、今後は大人のアニメファン
向け作品も含め幅広い層のお客様に楽しんでい

ただける様々なアニメーション企画を予定してお

りますのでご期待ください！

̶

■ 過去の主な制作作品

・
『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』シリーズ
・
『デュエル・マスターズ』シリーズ
TM and Ⓒ2022, Wizards of the Coast,
Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO

Ⓒ小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

Ⓒ田中靖規／集英社・サマータイムレンダ製作委員会

・
『わがまま☆フェアリー ミルモでポン！』
シリーズ
・
『きらりん☆レボリューション』シリーズ
・
『メジャー』シリーズ
・
『団地ともお』
・
『バクマン。
』
・
『境界のRINNE』
・
『斉木楠雄のΨ難』
・
『MIX』
・
『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズ

Ⓒオダトモヒト・小学館／私立伊旦高校

Ⓒ2022 おにぱん！製作委員会

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

Ⓒ新井隆広・青山剛昌／
小学館・「名探偵コナン ゼロの日常」製作委員会
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『ポケットモンスター』
縮めて
“ポケモン”！
1996 年に発売されたゲームボーイ専用ソフト

『ポケットモンスター 赤・緑』の大ヒットを皮切り
に、
『ポケモンカードゲーム』、テレビアニメ、映

画、近年ではアプリなど幅広いコンテンツが展開

されています。そんな大ヒットコンテンツ『ポケッ

トモンスター』のビジネスにおいて、当事業部は

【映像制作】と【マーチャンダイジング管理窓口】
を行っています。

̶

■ 映像制作事業

1997 年に放送開始したテレビアニメ、その翌年

に公開した映画『劇場版ポケットモンスター』、ポ

ケモン最新情報をおもしろおかしくお届けしてい

るバラエティ番組に至るまで、幅広くポケモンに

関する映像の制作・プロデュースを行っています。
̶

■ マーチャンダイジング事業

日本国内の商品化の管理窓口業務も行っていま
す。ベビーから親御さんまであまねくすべての

方々に愛され続ける数々のポケモングッズを、
様々なメーカー企業様にお取組み頂き、多種多
様な売場で皆さんに手に取って頂けるよう、幅広

いビジネス展開を担っています。

ⒸTV Tokyo・Pokémon・ShoPro ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
ⒸPokémon Ⓒ2020 ピカチュウプロジェクト

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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■ ドラえもんのライセンス事業

ドラえもん事業部は、日本国内及び海外を含めた

全世界における「ドラえもん」の商品化ライセンス
窓口業務全般を担っています。

1969 年に小学館の学年誌で連載開始した「ド

ラえもん」は、日本を代表するキャラクターとして

年齢・性別・国内外を問わず幅広いファンに愛さ

れ続け、
2020 年に50 周年を迎えました。

近年では、子ども向け商品だけでなく、大人向け

のデザイン雑貨や、３世代キャラクターとしてベ

ビー商品などの展開も活発に行い、新たなキャラ
クターブランディングを進めています。

また、2019年12月1日には世界初の公式ショッ

プ「ドラえもん未来デパート」もオープンして話題

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

になりました。

これからも、幅広い商品企画で世界のドラえもん
ファンを魅了し続けます。

ドラえもん わくわくスカイパーク

ドラえもん未来デパート

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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■ 名探偵コナンのライセンス事業

名探偵コナン事業部は、日本を代表するキャラ

クター「名探偵コナン」のキャラクター版権管理
業務を行っています。

毎年春に公開される劇場版作品は多くのファン

の方々に支持を頂き、大きな話題となっていま

す。商品化権をお預かりする窓口として、商品化

や販促使用などを多くの企業様にライセンスアウ

トさせていただいています。

同時にイベントやカフェ展開なども含めてトータル

でキャラクターの戦略立案と実行をしています。

そして商品等の企画やデザイン、原型等の監修

業務のみならず、ファンの方々に喜んで頂けるこ

とを念頭において商品開発に携わるよう心がけ
ています。

国内でのキャラクター商品や事業を、アジアを中
心にした全世界へ拡げる展開をグローバル事業
部と連携しています。

教育関連部署との連携も積極的に行っています。

２０２１年４月からサービスを開始した通信教育

サービス「名探偵コナンゼミ」については、
「コナ

ン 教育」の分野でも子供たちに良質のサービ
スをお届けしていきます。

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
Ⓒ2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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■ キャラクターイベントなどの企画運営

小学館や集英社の作品、それに留まらない、国内
外の様々なキャラクターたちのイベントなどの企
画・制作・運営を行なっています。

大規模な会場で実施するキャラクターの展示系

イベントから、映画タイアップイベント、全国各地

で巡回可能な着ぐるみグリーティング・ショー・
撮影会・ラリーなどの小規模なものまで、種類は
多岐に渡ります。

また漫画や雑誌など書籍関連の原画展・読者

サービスイベント・販促イベント、各企業の玩具や

ゲームの商品販促プロモーションイベントなども
行います。

中でも、日本最大級のゲームとホビーの祭典「次

▲次世代ワールドホビーフェア

世代ワールドホビーフェア」は 1994 年から始ま

り2020 年 2月まで毎年 2 回開催し、これまで累

計約 900 万人を動員しています。2021 年 1 月

には初のオンライン開催も実施し、多くの方に視
聴頂きました。

キャラクターやキッズ向けのイベント以外では、
▲ちゃおフェスLIVEオンライン

▲刀剣乱舞-本丸博-2020
Ⓒ2015-2020 DMM GAMES/Nitroplus

▲DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展
〜銀幕の回顧録（メモワール）
〜

Ⓒ1997-2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

▲石田スイ展
［東京喰種 ▶ JACKJEANNE］
ⒸSui Ishida／SHUEISHA ⒸSui Ishida／BROCCOLI

大人向けの講座や文化講演会、飲食関連の出展

イベントも実施しています。

更にリアルイベントだけではなく、展示会・ステー

ジ配信・講演会などのオンラインイベントにも積
極的に取り組んでいます。

▲ShoPro VR
おはスタ＆ガル学。
バーチャルスタジオ

ⒸShoPro ・TV TOKYO

▲全国小学生プログラミング大会
「ゼロワン
グランドスラム」決勝大会
（オンライン実施）

▲ジャパニーズウイスキーシンポジウム

Ⓒ一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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■ 書籍・カレンダーの制作・販売事業

出版企画事業部では、書籍・カレンダーの企画・
制作・販売を行っています。

書籍では、
「ShoPro Books」のレーベル名で、
海外コミックス、ノンフィクション、ビジュアルブッ

ク、ビジネス書など多岐にわたる出版事業を展開

『名探偵コナンカレンダー2022』

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

しています。

特に海外コミックスは、
「バットマン」や「スパイ

『ドラえもんカレンダー2022』

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

『ポケットモンスターカレンダー2022』

『ドラマで韓国語』

ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・
TV Tokyo・ShoPro・JRKikaku ⒸPokémon

Copyright Ⓒ2021 by Lee Miok

ダーマン」
「アベンジャーズ」など、近年映像化も
相次ぎ、世界中に多くのファンを持つアメリカン

コミックスの翻訳出版を 1994 年から継続して
行っています。

2021 年 1 月に米マーベル・コミックス社とマス

ター契約を締結し、現在は日本国内におけるマー

ベルのすべてのコミックスの邦訳出版を手がけて

いる他、
デジタル配信も行っています。

その他、児童向け書籍、自己啓発書、人気イラス

トレーターの作品集など、世の中のニーズに合わ
せた幅広い書籍を刊行しています。

カレンダーでは、
「ドラえもん」
「ポケットモンス

『COOKING WITH DEADPOOL
デッドプールのレシピブック』

『ねなしがみ もの久保作品集』

Ⓒ 2021 MARVEL

ⒸMonokubo 2021

『バットマン：インポスター』
TM & Ⓒ DC
（s22）

『ハウス・オブ・Ｘ／パワーズ・オブ・Ｘ』
Ⓒ 2022 MARVEL

ター」
「名探偵コナン」などの人気キャラクターの
カレンダーの企画・制作・販売を行っています。

2022 年にはカレンダーアプリ「名探偵コナンカ

レンダー＆ウィジェット」の配信も開始するなど、
新たなコンテンツの企画・開発にも積極的に取り
組んでいます。

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

© SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS ALL RIGHTS RESERVED.

小学館集英社プロダクション
a leading force in edutainment

事業概要 ｜ メディア事業本部 通販事業部

会社案内

メディア 事 業 本 部
ShoPro 会社案内 〉 事業概要 〉 メディア事業本部 〉 通販事業部

ShoPro メディア事業本部 通販事業部

■ 通販商品の企画・開発と販売
小学館の総合通販サイト『小学館 PAL SHOP』

ブランドで、小学館発行雑誌それぞれの特性を

生かした通販商品の企画と販売を行っています。

【関連雑誌】
「サライ」
・
「BE-PAL」
・
「DIME」
・
「和樂」
・
「少年サ

ンデー」
・
「サンデーGX」
・
「ガガガ文庫」
・
「コロコ

『BE-PAL』
『サライ』

『DIME』

ロコミック」
等

あわせて、
『小学館 PAL SHOP』の会員に向けた
通販カタログ「大人の逸品」
・
「佳人手帳」を年 6
回発行。一生モノの商品やここでしか買えない限
定品など、心に響き長く愛せるモノだけを厳選し
たカタログをご自宅にお届けして、多くの会員の
皆様にご利用いただいています。
また、ShoPro の独自EC サイトとして、アーティ
ストのプロデュース商品を企画・販売するものづ

小学館PAL SHOP

くりプロジェクトのサイト『kuuｍaA』
（クーマー）

『和楽』

『佳人手帳』

『大人の逸品』

や、漫画をラベルにしたオリジナルボトルのウィ
スキーを企画・販売するウィスキー専門サイト
『WHISKY MEW』
（ ウィスキ ーミュウ ）、
ShoPro の様々なコンテンツを利用したオリジナ
ル商品中心の公式サイト『ShoPro mall』を企
画運営しています。どのサイトもShoPro にしか
できない、希少性の高い EC サイトです。今後も

新しい画像なし

『kuumaA』

『 WHISKY MEW』

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

ShoPro がもつコンテンツを活かした通販展開
『ShoPro mall』

を広げていきます。
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協力団体

■ 権利侵害への対応

知的財産を保護し、侵害をなくすため、非正規商
品や、海賊版アニメなどのコンテンツについて、発
見・把握・差止などの対応を行っています。

近年インターネットの発達により世界中に違法

コンテンツが点在している状況となっています。
日本だけでなく関係諸国の法律を把握し、乱立
する違法コンテンツについて対応するため日々情
報を集めて対応しています。

例えば、当社が商品化を管理している作品「ドラ

えもん」について、実店舗だけでなく、インター
ネット通販、オークションサイトなどの見回り、税
関への登録手続き、警察からの真贋鑑定の受託

等をおこなうことで侵害品が市場に出回ることを
阻止しています。

知的財産関連情報

また、海賊版アニメについては、当社が制作して
いるアニメーション作品「ポケットモンスター」に

ついて、ポケモンの権利者の協力を得た上で、世

界各国の動画投稿サイトなどを監視、
内容に応じ

て差止対応を行っています。

もちろん、他の当社管理作品についても状況に応

じて対応しています。

" 著作者の利益を守ること"、"ファンの気持ちを

大事にすること" でコンテンツ文化の発展を支え

ています。

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
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