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開催概要
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■主催企業
中華動漫出版同業協進会

年 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 合計

2019
（土） （日） （月） （火） （水）

105,000人 110,000人 80,000人 74,000人 41,000人 410,000人

2018
（木） （金） （土） （日） （月）

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

■開催期間
2019年1月19日（土）～2019年1月23日（水） 5日間
台北南港展覧館（Taipei Nangang Exhibition Center）

■出展企業数
約65社（総ブース数：500ブース）

■入場者数
410,000人 ※前年比103％

 今年は後日程での入場が前年よりも落ち込まず、前年比3％増の来場となった。
 日本館ステージでは、4日から5日へと開催を拡充し、ステージ数も前年比約10％増となった。

集客面では、AKB48 Team 8様の出演など、注目度を増したことで前年比約50％増となった。
また、出展者同士のコラボレーションステージも行われた。

 日本館ブースエリアでは、限定商品の販売やミニLiveステージ、クレーンゲームプレイなど、
前年以上に幅広い出展が行われた。



台湾動漫節覧会 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。
動漫節エリアの外にまで伸びる、入場待ちの列。

▲会場内は歩くのが難し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。
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ICHIBAN JAPAN STAGEゲスト

ICHIBAN JAPAN 
STAGE

ステージイベント数

43
※オープニングイベント他4ステージ含
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ICHIBAN JAPAN STAGE ご出演の様子 ①

▲ツキステ。「松田岳」様「上仁樹」様「鈴木翔音」様
S.Q.S 「日向野祥」様「中尾拳也」様 ※トークショー／サイン入りカードお渡し会

▲少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- ※トークショー
「相羽あいな」様「岩田陽葵」様 ▲妖の鬼狐 様 ※バンド演奏
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▲ 9nine 様

▲AKB48 Team 8 様

▲虹のコンキスタドール 様

ICHIBAN JAPAN STAGE ご出演の様子 ②
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▲Task have Fun 様

▲CROWN POP 様▲桜エビ~ず 様

ICHIBAN JAPAN STAGE ご出演の様子 ③



7

▲東京flavor 様

▲ぷにたん 様▲ミライスカート 様
▲洗足学園音楽大学

＆ 堀江美都子 様 ※アニメソング披露

▲たけやま3.5 様

ICHIBAN JAPAN STAGE ご出演の様子 ④
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▲忍者ベアー ※アニメーションPR＆けん玉パフォーマンス
けん玉師スクリュー × 虹のコンキスタドール 様／CROWN POP 様 コラボレーション
テレビ東京コミュニケーションズ 様 × クオン 様 トークショー

▲ウォンバットさん ＆ 漫宝
※オープニングのコラボダンスステージ

▲西村ひよこちゃん 様

ICHIBAN JAPAN STAGE ご出演の様子 ⑤
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ICHIBAN JAPAN AREA ブース

ブース・パネル
出展者数
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▲ブシロード様 パネル
※少女☆歌劇

レヴュースタァライト -Re LIVE-

▲サンレモン様 パネル
※ウォンバットさんたち

▲豊島区様 パネル
※豊島区マップ

▼アイドル特典会ブース
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ①

▲株式会社バンダイナムコエンターテインメント 様
※THE IDOLM@STER プロモーション

▲ムービック様 ブース
※TSUKIPRO SHOP

▲ピンポイント 様ブース
※妖の鬼狐プロモーション



11

ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ②

▲アイドル特典会／取材ブース

▲インペリアル・エンタープライズ株式会社 様
※PREMICOプロモーション／テスト販売

▲テレビ東京コミュニケーションズ様
※忍者ベアープロモーション／テスト販売

▲洗足学園音楽大学 様
※学校・授業内容紹介
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台北市内での日本館プロモーション①

台北市内の駅を含む地下鉄25駅、
65カ所のバス停、商業施設など、
大型ビジョンにICHIBAN JAPANの
プロモーションを放映しました。

国父
紀念館

龍山寺

迪化街

故宮
博物館

主なバス
停

主な駅

南港
展覧場

商業施設

三創生活
（デパート）

会場

府中駅

新埔駅

松山駅

頂溪駅

淡水駅

古亭駅

松山空
港駅

1/14~1/23までの間に下記の駅で約1,500回のPV放映

國父紀念館 新埔 府中 南港展覽館

雙連 東門 民權西路 淡水

松山空港 港墘 劍南 中山國中 六張犁

中山 公館 古亭 中正紀念堂 科技大樓 台電大樓 松山

頂溪 大橋頭 徐匯中學 輔大 三重 永安市場 景安

民權西路駅

永安市
場駅

大安駅

中山國
中駅

中正紀
念堂駅

國父紀
念館駅

中山駅

雙連駅

港墘駅

劍南駅

六張犁
駅

三重駅

輔大駅

台北駅

師大附中 信義安和
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台北市内での日本館プロモーション②

ブース
ご紹介

ステージ
ご紹介

※30秒の宣伝動画内容
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台北市内での日本館プロモーション③

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④

4. 三創生活（デパート）3. 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⑤

5. 市内のバス停



共同リリース（ブース） 一部紹介
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▲ 巴哈姆特 2018/12/24 ▲ ATC Taiwan 2018/12/24

▲ 朦朧動漫情報網 2018/12/25

▲ 台灣產經新聞網 2018/12/25

▲ 創夢 2018/12/24 ▲ 中華動漫出版同業協進會 2018/12/24



共同リリース（ステージ） 一部紹介
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▲ 遊戲基地 2018/12/17▲ 台灣產經新聞網 2018/12/17

▲ ATC Taiwan 2018/12/17

▲Ettoday 2019/1/17

▲ 新浪新聞 2019/1/14▲巴哈姆特 2018/12/18
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日本館 報道の様子紹介URL 開幕前

媒体名 URL

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/8/173078.html

ATC Taiwan https://atctwn.com/2018/12/24/27866/

台灣產經新聞網 https://goo.gl/tcGs46

朦朧動漫情報網 https://www.moelong.com/article_detail.php?no=3974

創夢 https://goo.gl/UFXbEp

中華動漫出版同業協進會 http://www.ccpa.org.tw/article.php?id=935&block=0

Ettoday https://game.ettoday.net/article/1358334.htm

台灣產經新聞網 https://goo.gl/a9o9Lq

遊戲基地 https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99130145/

ATC Taiwan https://atctwn.com/2018/12/17/27412/

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/8/172708.html

新浪新聞 https://news.sina.com.tw/article/20190114/29677452.html

蘋果日報 https://tw.lifestyle.appledaily.com/daily/20190114/38231455/

中時電子報 https://www.chinatimes.com/newspapers/20190111001003-260301

LINE TODAY https://goo.gl/T9iAsj

迷迷音 https://memeon-music.com/2018/12/17/ichiban-japan-8/

QooApp https://news.qoo-app.com/post/148983

青年日報 https://www.ydn.com.tw/News/318150

※上記は一部です。

https://goo.gl/T9iAsj


日本館報道（ブース） 一部紹介

▲ 遊戲基地 2019/1/19

▲ 新浪新聞 2019/1/21

▲ QooApp 2019/1/20

▲ Pchome新聞 2019/1/21

▲ 迷迷音 2019/1/20

▲ 巴哈姆特 2019/1/19
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日本館報道（ステージ） 一部紹介
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▲ 迷迷音 2019/1/23▲ Pchome新聞 2019/1/21

▲ 自由時報 2019/1/21▲ 巴哈姆特 2019/1/19

▲ATC Taiwan 2019/1/22

▲ ETtoday 2019/1/20
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媒体名 URL

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/1/174251.html

遊戲基地 https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99144736/

QooApp https://goo.gl/VNvT2v

迷迷音 https://memeon-music.com/2019/01/20/ichiban-japan-10/

新浪新聞 https://news.sina.com.tw/article/20190121/29784254.html

Pchome新聞 https://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190121/index-54808242522544250009.html

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/3/174283.html

ETtoday https://game.ettoday.net/article/1361167.htm

自由時報 http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2678756

ATC Taiwan https://atctwn.com/2019/01/22/29593/

Pchome新聞 http://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190121/index-54803536059559250009.html

迷迷音 https://memeon-music.com/2019/01/23/ichiban-japan-13/

蘋果日報 https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190119/1503483/

中時電子報 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190119003259-260405

中央社 https://www.cna.com.tw/news/acul/201901190123.aspx

日本館 報道の様子紹介URL 開幕後

※上記は一部です。

https://gnn.gamer.com.tw/1/174251.html
https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99144736/
https://goo.gl/VNvT2v
https://memeon-music.com/2019/01/20/ichiban-japan-10/
https://news.sina.com.tw/article/20190121/29784254.html
https://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190121/index-54808242522544250009.html
https://gnn.gamer.com.tw/3/174283.html
https://game.ettoday.net/article/1361167.htm
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2678756
https://atctwn.com/2019/01/22/29593/
http://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190121/index-54803536059559250009.html
https://memeon-music.com/2019/01/23/ichiban-japan-13/
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190119/1503483/
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190119003259-260405
https://www.cna.com.tw/news/acul/201901190123.aspx
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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
日本館事務局 肖艶 ※日本語可

【E-mail：alnair_07@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


