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1. 漫画博覧会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
2017年8月10日（木）～2017年8月14日（月） 5日間
台北市世界貿易センター第一号館にて開催

■主催企業
中華動漫出版同業協進会

■指導単位
中華民国文化部

■出展企業数
70社 （総ブース数：620ブース）

■入場者数 ： 521,000人 ※1日あたりの入場者数前年比：113.9％

 開催日が1日少ないものの、各日前年以上の盛況となりました。

年 1日目（木） 2日目（金） 3日目（土） 4日目（日） 5日目（月） 6日目（火） 合計

2017 110,000 76,000 135,000 130,000 70,000 開催無し 521,000 

2016 104,000 75,000 135,000 120,000 70,000 50,000 554,000 



漫画博 会場の様子①
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▲開場前の来場者

▲▼開場後の来場者

今年度に差し替え



漫画博 会場の様子②
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▲▼会場内様子
開場と同時にブースへ駆け込む来場者や、入場制限がかかるブースが多
く見受けられた。

▲漫画博覧会会場図。日系企業を含め様々なコンテンツが出展した。
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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
⇒ 19

 アーティスト・アイドル・キャ
ラクター・ゲームといった、
様々なジャンルにより、ステー
ジは大盛況となりました。

▲開園待ちの来場者



8

日本館の様子 STAGE AREA①

▲コスコスプレプレ ケンドーコバヤシ 様 X 矢尾一樹 様 × 加藤里保菜 様 × 乾たつみ 様

▲堤 幸彥 様 X 上野パンダ島ビキニーズ 様
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日本館の様子 STAGE AREA②

▲AKIRA 様

▲DEAD LIFT LOLITA 様▲虹のコンキスタドール 様
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日本館の様子 STAGE AREA③

▲sora tob sakana 様

▲WAKUWAKU JAPAN 鯨井康介 様 ▲WAKUWAKU JAPAN ガチャピン・ムック 様
▲西村ひよこちゃん 様
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日本館の様子 STAGE AREA④

▲黒騎士と白の魔王 様 × 虹のコンキスタドール 様

▲柊りお 様 ▲アニパフォ 様

▲京都造形芸術大学 様



日本館の様子 STAGE AREA⑤
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出展者様同士のコラボレーションや、台湾のタレントを起用したパフォーマンス
等、来場者を一層賑わせる試みが見受けられました。

▲「レディ・ビアード」と台湾人レスラーのプロレスショー。
▼「ガチャピン・ムック」と台湾ダンスチームによるダンス対決。

▲コスコスプレプレステージでは、台湾のコスプレイヤーたちも参加
▼台湾でも人気のアイドル「虹のコンキスタドール」が「黒騎士と白の魔
王」ステージに参加。
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日本館の様子 各ブース紹介①

▲Cygames 様ブース ▲MOSHI MOSHI NIPPON 様ブース
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日本館の様子 各ブース紹介②

▲KLab 様ブース

▲Animate 様ブース
▲WAKUWAKU JAPAN 様ブース
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日本館の様子 各ブース紹介③

▲角川国際動漫教育 様ブース

▲京都造形芸術大学 様ブース ▲豊島区 様パネル ▲東京タワー 様パネル

▲黒騎士と白の魔王 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

今回会場

今回会場
今回会場

今回会場今回会場

1 台北駅
2 デパート

3 台北101 4 シネコン

台北市内の商業施設計4箇所と、市内の
バス停・地下鉄駅構内にて、平面ディス
プレイを使ったICHIBAN JAPANのプロ
モーションを実施しました。
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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. 三創生活（デパート）
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台北市内での日本館プロモーション②

3. 台北101 4. 信義威秀（シネコン）
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台北市内での日本館プロモーション②

5. 台北市内の駅構内

6. 市内のバス停
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共同リリース 一部紹介①
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▲7月22日▲7月25日

▲8月3日



共同リリース 一部紹介②
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▲8月7日

▲7月20日 ▲7月20日

▲7月20日
▲8月3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/akira%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%8A%8D%E9%81%93%E9%AC%8D%E9%AC%9A%E5%A5
%B3%E5%B0%87%E7%99%BB%E8%87%BAhigh%E7%BF%BB%E4%B8%96%E8%B2%BF-215006610--finance.html

msn
https://www.msn.com/zh-tw/news/other/%E6%9C%80%E6%A3%92%E7%9A%84%E5%A4%8F%E5%A4%A9-
%E5%A4%9A%E5%90%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%97%9D%E4%BA%BA%E4%BE%86%E5%8F%B0%E5%97%A8%
E7%BF%BB%E6%BC%AB%E5%8D%9A/ar-AAoNA4f

漫画共進会 http://www.ccpa.org.tw/news_detial.php?news_id=3210

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/6/150786.html

ETtoday http://game.ettoday.net/article/971797.htm

Now news https://www.nownews.com/news/20170725/2592773

TVBS http://news.tvbs.com.tw/travel/754952

新浪 http://news.sina.com.tw/article/20170725/23190640.html

中国時報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170803000782-260301

聯合報 https://udn.com/news/story/7266/2607323

中天 http://gotv.ctitv.com.tw/2017/08/619547.htm

工商日報 https://ctee.com.tw/news/content.aspx?id=826357&yyyymmdd=20170803

三立新聞 http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=278973

青年日報 http://www.ydn.com.tw/News/247180

※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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▲8月12日

▲8月12日

▲8月12日

▲8月12日

▲8月12日

▲8月12日
▲8月12日



日本館報道 一部紹介②
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▲8月14日

▲8月12日

▲8月12日

▲8月10日

▲8月14日



日本館報道 一部紹介③
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▲8月10日

▲8月14日

▲8月11日 ▲8月11日

▲8月12日

▲8月12日



日本館報道 一部紹介④
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▲8月16日

▲8月16日

▲8月16日



日本館報道 一部紹介⑤
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▲8月13日 ▲8月10日▲8月10日



日本館報道 一部紹介⑥
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▲8月12日

▲8月14日

▲8月12日

▲8月12日
▲8月12日

▲8月12日 ▲8月12日



日本館報道 一部紹介⑦
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▲8月16日 ▲8月11日

▲8月12日

▲8月16日
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媒体名 URL

YAHOO奇摩

https://tw.news.yahoo.com/%E7%8E%87%E6%98%8E%E6%97%A5%E4%B9%8B%E6%98%9F
%E7%99%BB%E5%A0%B4-
%E5%90%8D%E5%B0%8E%E5%A0%A4%E5%B9%B8%E5%BD%A5%E7%8F%BE%E8%BA%AB
%E6%BC%AB%E5%8D%9A-130810113.html

東森新聞 https://www.youtube.com/watch?v=AIibz8mbqe4&feature=youtu.be

中天新聞 https://www.youtube.com/watch?v=yL0dJZm2j_Y&feature=youtu.be

年代新聞 https://www.youtube.com/watch?v=ljScSzTJ-24

中央社 http://www.cna.com.tw/news/acul/201708130134-1.aspx

中央社 http://www.cna.com.tw/news/acul/201708120148-1.aspx

ETtoday http://game.ettoday.net/article/986489.htm

nownews https://www.nownews.com/news/20170812/2598773

自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2161903

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/7/150977.html

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/4/151094.html

中国時報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170816000772-260301

聯合報 https://udn.com/news/story/10222/2638830

TVBS https://www.youtube.com/watch?v=t65cHV7edNU

工商日報
https://ctee.com.tw/News/Content.aspx?id=829564&yyyymmdd=20170816&h=d181050911bb78
be98ec38bb98cc3f85

新唐人電視台

http://www.ntdtv.com.tw/b5/20170813/video/203067.html?%E5%A0%A4%E5%B9%B8%E5%BD
%A5%E7%8E%87%E5%B0%91%E5%A5%B3%E5%81%B6%E5%83%8F%E5%9C%98%E9%AB
%94%E7%99%BB%E5%8F%B0%20Coser%20%E7%86%B1%E6%83%85%E5%8F%83%E8%88
%87

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。



32

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。

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
媒体事業部 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

mailto:kaneko@mail.tohan.com.tw】

