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漫画博覧会 概要
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■開催期間 ：
2016年8月11日（木）～2016年8月16日（火） 6日間

■主催企業 ： ■会場：
中華動漫出版同業協進会 世界貿易センター第一号館

■指導単位 ：
中華民国文化部

■出展企業数 ： 80社 ■総ブース数 ： 615ブース

■入場者数 ： 554,000人

8/11（木） 8/12（金） 8/13（土） 8/14（日） 8/15（月） 8/16（火）

104,000人 75,000人 135,000人 120,000人 70,000人 50,000人

※入場者人数、前年比：113.0％となりました。



漫画博覧会 会場の様子（待機列）
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▲開場を待つ来場者（会場メイン入口前）

▲▼待機列 内外 ２日前から待機する方も



漫画博覧会 会場の様子（会場内）
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▲▼会場内様子 人数が多く歩行が困難な状況 サイン会も大盛況となった

▲漫画博覧会会場図。直接出展している日本企業も数社見られた。



日本館（ICHIBAN JAPAN AREA）について



漫画博覧会 ICHIBAN JAPAN AREA 概要
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■ICHIBAN JAPAN 名前の意味について・・・

2016年7月、台湾にて行われた「最も好きな国はどこですか？」というアンケート調査では、
日本は1位に選ばれました。
56％の台湾の方々が「日本」と答えていただいた結果です。
2位の国（6％）を大きく引き離す、突出した1位となって日本人にとっては非常に嬉しい結果となりました。

そんな台湾は、実はとても複雑な歴史を歩んできており、
台湾の街を見渡すと、その複雑さが色々なところで見えてきます。

言葉もその一つ。
台湾で聞く言葉は、たくさんの言語が入り混じって聞こえてきます。

今回の「ICHIBAN JAPAN」の「ICHIBAN」ですが、
日本では「一番（イチバン）」という言葉、
台湾では「一級棒（イーチーバン）」という言葉で広く認識されています。（凄い！という意味）

日本と台湾で共通しているこの「ICHIBAN 」を用いて、このオールジャパンコンテンツエリアを
「ICHIBAN JAPAN」という名前に決定いたしました。
台湾の方々が、このエリア自体に親しみを持つことが出来るよう、
多くの台湾の方々から意見を聞き、このネーミングを作成いたしました。



ICHIBAN JAPAN日本館 スケジュール
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日程 項目 内容 備考

４月～ 募集 募集開始

４月２８日 募集 台湾漫画博覧会 説明会実施

５月３１日 募集 出展募集 締切

６月１７日 申請関連 ステージ使用申請 提出締切

６月２０日 申請関連 宣伝素材、使用備品等 申し込み締切

６月２４日 リリース 第一回目共同リリース発信（アニメ・キャラクター関連）

７月１５日 リリース 第二回目共同リリース発信（猫関連）

７月２２日 リリース 第三回目共同リリース発信（アーティスト・アイドル関連）

８月１日 リリース 第四回目共同リリース発信（対女性向け関連）

８月１日～ 広告宣伝 雑誌BANGにて共同宣伝

８月１日～ 広告宣伝 台湾全土の7-11に設置されているi-channelにて映像配信 ８月１４日まで

８月８日 リリース ステージ関連 直前情報リリース

８月１１日～ 広告宣伝 会期中、ステージ後方大画面にて宣伝動画の放映

全体スケジュールの関係上、各社様にご協力いただく部分が多くありました。ありがとうございました。



ICHIBAN JAPAN日本館 共同リリースと報道①
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▲6月24日 中央日報

▲6月28日 YAHOO

▲7月28日 自由時報 ▲6月29日 三立新聞
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▲7月26日 ETtoday

▲7月28日 TVBS

▲7月15日 新浪新聞

▲7月15日 中央日報

ICHIBAN JAPAN日本館 共同リリースと報道②
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▲7月22日 産経新聞

▲7月22日 中国時報

▲7月23日 NOWnews

▼7月22日 sina全球新聞（簡体字版）

ICHIBAN JAPAN日本館 共同リリースと報道③
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▲8月1日 次元角落

▲7月22日 中国時報

▲8月1日 中央日報

▲8月1日 新浪新聞

ICHIBAN JAPAN日本館 共同リリースと報道④
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漫画博覧会 日本館 報道 URL 開幕前

媒体名 URL

中央日報 http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=121&docid=103731964

YAHOO奇摩 https://tw.gamedb.games.yahoo.net/2012_gamedb/gamenews.php?id=75188

自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1777576

三立新聞網 http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=159878&PageGroupID=15

新浪新聞 http://news.sina.com.tw/article/20160715/17902971.html

TVBS新聞 http://news.tvbs.com.tw/life/666159

中央日報 http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=121&docid=103759378

ETtoday http://www.ettoday.net/dalemon/post/18644?from=fb_ohantw

中国時報 http://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20160722005095-260404

台湾産経新聞網

http://news.taiwannet.com.tw/c-
1/40098/%E4%BA%BA%E6%B0%A3%E6%AD%8C%E5%A7%AC_may%E2%80%99n%E7%8E%87%E9%A0%98%E7%9C%BE
%E5%A4%9A%E5%A5%B3%E5%9C%98%E8%AE%93%E6%82%A8high%E7%BF%BB%E9%80%99%E5%80%8B%E5%A4%8F
%E5%A4%A9.html

NOWnews http://www.nownews.com/n/2016/07/23/2178840

新浪新聞 http://news.sina.com.tw/article/20160801/18102669.html

次元角落 http://www.spatialgate.com.tw/new/24-2191-1.html

上記はあくまで一部となります。
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漫画博覧会 日本館の様子

■ICHIBAN JAPAN日本館
会場での露出効果（予測値） ： 約20万人
メディア露出 ： テレビ、インターネット、新聞、雑誌等
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漫画博覧会 日本館ブース①

▲HOBBY JAPAN様ブース

▲アニパフォ様ブース ▲つくり様ブース ▲AGF様ブース
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漫画博覧会 日本館ブース②

▲MOSHI MOSHI NIPPON様ブース

▲Tokyo Girls Up Date様ブース▲静岡朝日放送様ブース▲ブレイクポイント様ブース
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漫画博覧会 日本館ブース③

▲PARCO様ブース

▲SHO-BI様ブース▲フェリシモ猫部様ブース▲京都造形芸術大学様ブース
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漫画博覧会 日本館ブース④

▲フジテレビラボ様ブース

その他、会場内では台湾政府による視察や、イベントでしか見られない企業コラボレーションの実施も。

▲PARCOARA× SHO-BI YELL君 ▲猫部× わーすた▲中華民国文化部 丁政務次長による視察
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漫画博覧会 日本館 STAGEと出演者①

■ICHIBAN JAPAN STAGE
・ステージイベント合計数：35（最終日に１イベント追加）
・参加アイドル・アーティスト合計数：19
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漫画博覧会 日本館 STAGEと出演者②

▲チームしゃちほこ ▲MOSHI MOSHI NIPPON ▲ユイガドクソン

▲SHO-BI Yell君 × ユイガドクソン ▲ORANGE PORT ▲京都造形芸術大学
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漫画博覧会 日本館 STAGEと出演者③

▲スタジオカラー10周年アニバーサリー ▲MyGirlfriends ▲民謡ガールズ

▲Honey L Days ▲アニメイト× 西武線 ▲CHERRSEE

Ⓒkhara
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漫画博覧会 日本館 STAGEと出演者④

▲May’n（入場制限実施）

▲虹のコンキスタドール ▲アニパフォ▲わーすた
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漫画博覧会 日本館 STAGEと出演者⑤

▲livetune+

▲Pink Babies

▲日台アイドル ゲーム対決
（日本：Le Lien × 台湾：ウェザーガールズ）

▲るぅ

▲Le Lien

▲夏代孝明・Eve
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漫画博覧会 日本館報道

▲中国時報

▲自由時報

▲旺報

▲Animen▲聯合報
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漫画博覧会 日本館報道

▲自由時報

▲動漫最前線

▲非凡新聞

▲聯合報
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媒体名 URL

中国時報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20160818000802-260302

聯合報 http://udn.com/news/story/9/1889202

YAHOO奇摩
https://tw.news.yahoo.com/%E5%8B%95%E6%BC%AB%E6%AD%8C%E5%A7%ACmay-n-
high%E7%BF%BB%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A4%A8-215005814--
finance.html

自由時報（TV） https://www.youtube.com/watch?v=y9-4TGlLjtU

聯合影音 https://video.udn.com/news/542381

動漫最前線 https://www.facebook.com/ANICFRONT/videos/1199982893377024/

ETtoday http://www.ettoday.net/dalemon/post/19130

Animen http://www.animen.com.tw/NewsArea/NewsItemDetail?NewsId=17919&categoryId=300&tagNa
me=none&keyword=%E6%BC%AB%E5%8D%9A2016&realCategoryId=6&subCategoryId=40

PC home http://news.pchome.com.tw/game/gamebase/20160814/index-14711627329919461104.html

工商時報 http://ctee.com.tw/mobile/NowNews.aspx?nid=20160814004270-260405&ch=ch

巴哈姆特 http://gnn.gamer.com.tw/9/135979.html

遊戯基本gamebase http://www.gamebase.com.tw/news/topic/98460211/

三立新聞 http://www.setn.com/E/News.aspx?NewsID=173003

漫画博覧会 日本館 報道 URL 開幕後

上記はあくまで一部となります。
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この度は、漫画博覧会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

こちら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
海外営業グループ 肖艶（ショウエン） / 小野寺謙
【TEL ： 03-3266-9573】
【E-mail ： alnair_07@tohan.co.jp 】

■台灣東販股份有限公司

媒体事業部 部長 鶴本広記 ※日本語対応可
【TEL ： +886-2-2577-8878♯111】
【E-mail ： tsurumoto@mail.tohan.com.tw 】

■総合イベントプロデューサー 外川明宏

mailto:alnair_07@tohan.co.jp
mailto:tsurumoto@mail.tohan.com.tw】

