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1. 動漫節の概要及び今年度の実績

2. ICHIBAN JAPAN（日本館）の様子

3. 台湾メディアでの取扱いまとめ（一部）

4. 総括
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開催概要
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■開催期間
2018年2月1日（木）～2018年2月5日（月） 5日間
台北南港展覧館（Taipei Nangang Exhibition Center）

■主催企業
中華動漫出版同業協進会

■出展企業数
約55社（総ブース数：500ブース）

■入場者数
400,000人 ※1日あたりの入場者数前年比：91.7％

 昨年と異なり旧正月前での実施となったため、お年玉（紅包）をまだもらっていない時期であること
が、動漫節全体の来場者数落ち込みの要因となった。

 大寒波が到来し、4日午前には、台湾気象局が台湾全土を対象に低温注意報を発令。加えて連日の雨風
など気象条件が悪いこともあり、来場者数落ち込みの要因となった。

 一方で、日本館は、有力なコンテンツによるステージが例年以上の盛り上がりとなり、最終的には昨
年比約152.0％の来場者となった。

年 1日目（木） 2日目（金） 3日目（土） 4日目（日） 5日目（月） 合計

2018 100,000人 80,000人 100,000人 90,000人 30,000人 400,000人

2017 101,000人 99,000人 102,000人 99,000人 35,000人 436,000人



動漫節 会場の様子
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◀限定商品購入のために早朝
から並ぶ来場者

▲会場のメイン通路は歩けないほど多くの人で賑わった。

▲動漫節会場図。日系企業を含め様々なコンテンツが出展した。

◀動漫節エリアの外にまで
伸びる、入場待ちの列



ICHIBAN JAPAN（日本館）の様子
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日本館 ステージゲスト

ICHIBAN JAPAN 
STAGE

ステージイベント数

40

 夏の漫画博から2倍以上のス
テージ数と拡大し、大変盛況
をいただきました。

 声優・俳優・アイドル・バン
ド・ゆるキャラ・DJといっ
た、多岐にわたるジャンルの
パフォーマンスが行われまし
た。
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日本館の様子 STAGE AREA①

▲ツキステ。 校條 拳太朗 様 竹中 凌平 様

▲THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 大坪 由佳 様 佳村 はるか 様 坂上 陽三 様
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日本館の様子 STAGE AREA②

▲ロッカジャポニカ 様

▲吉川友 様▲CROWN POP 様
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日本館の様子 STAGE AREA③

▲ Cupitron 様

▲サンドリオン 様 ▲柊木りお 様
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日本館の様子 STAGE AREA④

▲たけやま3.5 様

▲さんみゅ~ 様 ▲古城紋 様
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日本館の様子 STAGE AREA⑤

▲西村ひよこちゃん 様

▲劇情テノール 様

▲ゆるキャラコラボステージ
【しんじょう君・家康くん・とち介・ゆずがっぱ・
みっけちゃん・マンバオ（台湾）】



日本館の様子 コラボレーション
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今回はゆるキャラやビジュアル系バンドなど、これまでに無いジャンルのご出展
を頂くと同時に、出展者様同士の交流も生まれました。

▲ご出身地茨城県の玄関口でもある「茨城空港」様ブースの
プロモーションにご協力されていました。

▲DJ「西村ひよこちゃん」様が「劇情テノール」様の前にビジュアル系
バンドの選曲で場を温め、PRしました。

▼DJひよこちゃんステージに参加したゆるキャラ「ハッスル黄門」。
大盛況なステージを更に盛り上げ、話題となりました。

▼ゆるキャラグッズを他出展者様が被ってらっしゃるなど、出展
者様同士の交流も見受けられました。
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日本館の様子 各ブース紹介①

◎ Cygames 様ブース ◎バンダイナムコエンターテインメント 様ブース
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日本館の様子 各ブース紹介②

◎KLabGames 様ブース ◎アイドル特典ブース／取材ブース

▲アイドル取材ブースにて、台湾メディアから
取材を受ける様子
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日本館の様子 各ブース紹介③

◎月歌屋 様ブース ◎Animate Cafe 様ブース

◎After Animate Girls Festival 様ブース ◎角川国際動漫教育 様ブース
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日本館の様子 各ブース紹介④

◎茨城空港 様ブース ◎その他日本館の様子

▲ICHIBAN JAPANステージ観覧整理券目指して
開場と共に駆け足で目的地に向かう来場者

▲年々知名度と動員が上がっている
ICHIBAN JAPAN STAGE

◎ピンポイント 様ブース ◎Mango 様ブース
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台北市内での日本館プロモーション①

台北市内の台北駅を含む地下鉄25駅、
55カ所のバス停、商業施設など、
液晶ディスプレイを使ったICHIBAN JAPANの
プロモーションを実施しました。

台北
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台北市内での日本館プロモーション②

1. 台北駅 2. 台北市内の駅構内
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台北市内での日本館プロモーション③

3. 市内のバス停 4. 三創生活（デパート）



台湾メディアでの取扱いまとめ（一部）
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共同リリース（ステージ） 一部紹介①
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▲1月17日 ▲1月17日

▲1月12日

▲1月12日

▲1月12日



共同リリース（ステージ） 一部紹介②
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▲1月15日

▲1月15日

▲1月12日

▲1月12日

▲1月12日



共同リリース（ブース） 一部紹介①
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▲1月15日

▲1月15日

▲1月15日

▲1月15日▲1月15日



共同リリース（ブース） 一部紹介②
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▲1月15日
▲1月15日

▲1月15日

▲1月15日
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日本館 報道の様子紹介URL 開幕前

媒体名 URL

YAHOO奇摩

https://tw.news.yahoo.com/%E5%8B%95%E6%BC%AB%E7%AF%802%E6%9C%88%E7%99%BB%E5
%A0%B4-
%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A4%A8%E6%8E%A8%E8%BF%91%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E4%
BA%92%E5%8B%95-025512053.html

msn

https://www.msn.com/zh-
tw/entertainment/news/%E5%8B%95%E6%BC%AB%E7%AF%802%E6%9C%88%E7%99%BB%E5%A0
%B4-
%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A4%A8%E6%8E%A8%E8%BF%91%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E4%
BA%92%E5%8B%95/ar-AAuN7ob

漫画共進会 http://www.ccpa.org.tw/article.php?id=507&&block=0

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/3/157803.html

ETtoday https://game.ettoday.net/article/1091715.htm

Now news https://playnow.nownews.com/20180115-7956

新浪 http://m.news.sina.com.tw/article/20180115/25415508.html

聯合報 https://udn.com/news/story/7266/2934246

LINE TODAY

https://atctwn.com/2018/01/12/%E3%80%90%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%91%E5%81%B6%
E5%83%8F%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E4%BA%BA%E6%B0%A3%E8%81%B2%E5%84%AA-
%E6%9C%88%E6%AD%8C2-5%E6%AC%A1%E5%85%83%E6%88%90%E5%93%A1-
%E5%B0%87%E8%88%87%E7%B2%89/

ATC Taiwan
https://today.line.me/tw/pc/article/HIGH%E7%BF%BB%E5%8B%95%E6%BC%AB%E7%AF%80%EF%B
C%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%9C%98%E9%AB%94%E6%8E%A5
%E5%8A%9B%E7%86%B1%E5%94%B1-9XnlPE

迷迷音 https://memeon-music.com/2018/01/12/ichiban-japan-2/

※上記はあくまで一部です。



日本館報道 一部紹介①
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▲2月3日 ▲2月3日

▲2月3日▲2月3日



日本館報道 一部紹介②
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▲2月2日
▲2月2日

▲2月1日▲2月1日 ▲2月1日



日本館報道 一部紹介③
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▲2月3日

▲2月3日

▲2月3日 ▲2月1日

▲2月1日



日本館報道 一部紹介④

29

▲2月1日

▲2月1日

▲2月1日 ▲2月4日

▲2月3日
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媒体名 URL

YAHOO奇摩

https://tw.news.yahoo.com/%E5%8B%95%E6%BC%AB%E5%B1%95%E5%81%B6%E5%83%8F
%E5%8B%81%E6%AD%8C%E7%86%B1%E8%88%9E%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC-
vr%E9%81%8A%E6%88%B2%E9%AB%94%E9%A9%97%E5%90%B8%E4%BA%BA%E6%BD%
AE-053529016.html

新浪 http://news.sina.com.tw/article/20180204/25704866.html

三立 http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=345030

ETtoday https://game.ettoday.net/article/1108241.htm

pchome http://news.pchome.com.tw/public/nownews/20180203/index-51767108088118207016.html

hinet https://times.hinet.net/news/21403601

ATC Taiwan

https://atctwn.com/2018/02/01/%E3%80%90%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%912018%E5
%8B%95%E6%BC%AB%E7%AF%80-ichiban-
japan%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A4%A8%E7%94%A8%E7%86%B1%E5%8A%9B%E9%A9
%85%E9%80%80%E5%AF%92%E5%86%AC-%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%8B%81/

nownews https://times.hinet.net/news/21412754

animen https://www.animen.com.tw/animen_web/web/news_inside?news_id=20313

迷迷音 https://memeon-music.com/2018/02/03/ichiban-japan-4/

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/7/158737.html

中天 http://gotv.ctitv.com.tw/2018/02/833799.htm

聯合報 https://udn.com/news/story/7266/2962153

中央日報 http://www.cdnews.com.tw/docDetail.jsp?coluid=121&docid=104509362

蘋果日報 https://tw.news.appledaily.com/life/realtime/20180204/1291671/

日本館 報道の様子紹介URL 開幕後

※上記はあくまで一部です。
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この度は、動漫節にご参加いただきまして、
誠にありがとうございました。

報告書に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

■株式会社トーハン
海外事業部 アシスタントマネジャー 鶴本広記
【E-mail：HIR01_TSURUMOTO@tohan.co.jp 】

■台灣東販股份有限公司
メディア事業部 部長 兼子祥平
【E-mail：kaneko@mail.tohan.com.tw】

■総合プロデューサー 外川明宏

おわりに


