
2018 Comic Exhibition
第19回 漫画博覧会のご案内

平成30年4月9日
株式会社トーハン
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漫画博覧会とは？

漫画博覧会とは、開催５日間で最大来場者60万⼈集まる、台湾でも注目度の⾼い漫画の
イベントです。今年で１９年目となり、大型イベントとして台湾の恒例となっています。

▼開場前の様子

▲2015年は台風が直撃し、出勤・通学停⽌令が発令され、
来場者数に大きく影響しました。

▲2017年より開催日が6日から1日減り、5日間開催となりました。
⼀⽅で、１日あたり平均は前年⽐113.9％となりました。

▲夏休みの期間ではあるものの、週末の来場者も多い傾向がありました。

▼会場内の様子

◎動員推移
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台湾漫画博覧会 来場者属性

参照：漫画八社の会
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男⼥⽐は６：４。最近は⼥性が増加傾向にあります。
15歳〜24歳までで50％以上、15歳〜35歳までで9割近い来場者となります。
学生が45％と半分近く、会社員と合わせると、7割を越えています。上記年齢の⼀般的な⽅々が
主な来場者として考えられ、これらの層へのプロモーション効果がより⾒込めます。
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漫画博覧会に出展するメリット

漫画博覧会参加により
①台湾市場および中華圏（中国・香港・マカオ・シンガポール・マレーシア）への進出
②接触、露出の場を増やすことにより、費⽤を抑え、効率のプロモーションを

ご期待いただけます。

イベント参加以上のメリットを出す機会として、ご活用いただけます。

台湾だけではなく、香港、中国大陸その他アジア諸国からも注目されているイベント

•イベント自体の広告が早期より実施。

•イベント当日は数多くのメディアによる取材有り。多数メディアでの
露出効果が期待できる。

露出効果

•台湾および香港、中国大陸、その他アジア諸国からも集まるイベント
であるため、広い範囲の対象顧客に接触する可能性が⾼い。

接触・訴求効果

•コンテンツに関わる多くの企業が参加、および訪問するため、今後台
湾および香港、中国大陸へ進出を考える際のパートナー企業と接触す
ることが可能。

ローカライズ

▲非凡新聞

▲自由時報

▲NEXT TV
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第19回 漫画博覧会 紹介

■時間 ： 2018年8月16日（⽊）〜8月20日（月） 午前10：00〜午後18：00

■場所 ： 台北世貿展覧⼀館 （住所：台北市信義路五段5號）
※約23,450㎡

■主催者 ： 中華動漫出版同業協進會
台灣東販股份有限公司 ⽊綿花國際股份有限公司
台灣角川股份有限公司 尖端出版集團
東⽴出版社有限公司 ⻑鴻出版社股份有限公司
⻘⽂出版社股份有限公司 群英社國際股份有限公司

1995年から開始された漫画博覧会は、2018年で19回目を迎えます。
現在では台湾の夏休みを盛り上げる代表的なイベントとして認知されています。

■事前宣伝活動（昨年実績）
媒体宣伝 ：テレビニュース、ラジオ、新聞、インターネット、野外広告
直接宣伝 ：漫画博覧会顧客者、商品購入者へのダイレクトマーケティング
インターネット：主催企業各社HP、ブログ、漫画掲示板等
平面雑誌 ：HERE!、TaipeiWalker、夢夢月刊、週刊新少年快報、

週刊宝島少年、月刊龍少年、月刊星少⼥、月刊花漾、
HOBBY JAPAN正體中⽂版月刊、I-Fun動漫台網站、
MY KIDS TV、MY 101綜合台 等々
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オールジャパンコンテンツエリア「日本館」について

ブースとステージの2つから成るジャパンコンテンツエリアを、トーハンが運営いたします。
宣伝、運営、物流、物販管理、出展後のプロモーション等も含めて実施いたします。

▲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。

▲ブースエリアの様子

▲ステージエリアの様子 6



▲コスコスプレプレ
ケンドーコバヤシ 様 ／ 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

▲虹のコンキスタドール 様
▲DEAD LIFT LOLITA 様

▲AKIRA 様

▲WAKUWAKU JAPAN ガチャピン・ムック 様

昨年ステージの様子 ※一部

� 日本のアーティストのファンの⽅や、他ブースで商品を購入し終えた来場者など、
多くの⽅がステージに集まりパフォーマンスに注目します。 7



▲Cygames 様ブース ▲MOSHI MOSHI NIPPON 様ブース ▲KLab 様ブース

▲Animate 様ブース ▲WAKUWAKU JAPAN 様ブース ▲角川国際動漫教育 様ブース

昨年出展エリアの様子 ※一部

� 日本の幅広い出展が集中しているため、ステージと合わせて来場者の興味を惹き、
日本館全体での知名度の向上と共に、より効率的な集客を狙うことができます。8



今回会場今回会場

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。

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。

台北市内でのプロモーション

今回会場今回会場今回会場今回会場

1111 台北駅
2222 デパート

今回会場今回会場今回会場今回会場

3333 台北101101101101
4444 シネコン
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実施前のメディア露出※一部

▲7月20日 ▲7月20日

▲7月20日▲8月3日▲8月3日
▲8月7日
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実施後のメディア露出※一部

▲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
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日本館エリア お申込みについて②

出展貨物締切（予定）
7月6日(⾦） 荷物および貨物の明細をトーハン本社（新宿区）までお送りいただく締切日です。

宣伝用⽂章などのご確認締切（予定）
6月22日（⾦） 上記ご提出物を下に、宣伝⽤⽂章を作成し、お送りいたします。ご確認をお願いします。

施工 / DM / アルバイト / 通訳者 / その他プロモーション等お申込み締切
6月8日（⾦） お申し込み⽤紙をトーハン海外事業部にご提出いただきます。

出展者渡航・宿泊予約
5月23日（水） 航空券/宿泊施設のお申込み受付締切 事務局にて手配をご希望される場合。

ご出展 お申込み締切
4月27日（⾦） お申し込み⽤紙をトーハン海外事業部にご提出いただきます。

上記は変更の可能性もございます。詳細はトーハン海外事業部までお問い合わせください。
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以下トーハン経由でのお申込みが必要となります。

ご出展企業様

ご出展企業様

ご出展企業様

ご出展企業様

【お申込み】

日本館エリア お申込みについて③

2018
台湾漫画博覧会

2018
台湾漫画博覧会

宿泊 渡航

施工 制作 運営 広告 プレス
リリース 等

� 各種手配をトーハングループが窓口となってご対応させていただきます。

物流
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担当窓口 紹介

漫画博覧会に関するお問い合わせは、以下にお問い合わせください。

【ホームページ】
■ http://www.tohan.jp/works/oversea/event.html

【出展に関するお問い合わせ窓口】
■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） ※日本語対応可 トーハン本社勤務
【TEL ： 03-3266-9573】
【E-mail ： alnair_07@tohan.co.jp 】

【ステージ・コンテンツに関するお問い合わせ窓口】
■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
【TEL ： 03-3266-9573】
【E-mail ： hirofumi.tsurumoto@tohan.co.jp 】

■台灣東販股份有限公司
媒体事業部 部⻑ 兼子 祥平 ※日本語対応可 台湾東販勤務（台湾駐在）
【TEL ： +886-2-2577-8878♯111】
【E-mail ： kaneko@mail.tohan.com.tw 】

■総合イベントプロデューサー 外川明宏
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※「クリエイターを中⼼としたグローバルコンテンツエコシステム創出事業費補助⾦」の申請についても、
ご相談くださいませ。


