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2018年Comic Exhibition
第19回台湾漫画博覧会

ICHIBAN JAPAN AREA（日本館）

ー実施報告書ー



開催概要
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■開催期間
2018年8月16日（木）～2018年8月20日（月） 5日間
台北世界貿易センター（Taipei World Trade Center）

■主催企業
中華動漫出版同業協進会

■出展企業数
約120社（総ブース数：1000ブース）

■入場者数
560,000人 ※前年比107％

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

2018 120,000 人 80,000 人 150,000 人 150,000 人 60,000 人 560,000 人

2017 110,000 人 76,000 人 135,000 人 130,000 人 70,000 人 521,000 人

 20歳以下が約35％、25歳以下まで含めると
約63％になるなど、学生から20代前半の
比較的若い層が来場していた。

 一方で、30歳以上は約20％に留まるなど、
例年とおり、全体をとおして若年層が多く
集まった。

■来場者の内訳
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台湾漫画博覧会 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。
漫画博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。

▲漫画博会場図。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

31
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ①

▲細田守 監督

▲THE IDOLM@STER 
「アイドルマスター シンデレラガールズ」「アイドルマスター ミリオンライブ！」による
パフォーマンス映像のチアリング上映

▲ツキウタ。
輝山立 様 ／ 土井一海 様 ／
佐藤友咲 様
▲ S.Q.S
瀬戸啓太 様 ／ 田中稔彦 様 ／
山中健太 様 ／ 山中翔太 様
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ②

▲ 9nine 様

▲バーチャルYouTuber キズナアイ 様

▲ばってん少女隊 様
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ③

▲ONEPIXCEL 様

▲Task have Fun 様▲sora tob sakana 様
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ④

▲CROWN POP 様

▲ミライスカート 様 ▲東京flavor 様
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ⑤

▲西村ひよこちゃん 様

▲京都造形芸術大学 様

▲協賛広告放映の様子
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展

ICHIBAN JAPAN
AREA

ブース出展者数
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▲日本館ゲスト ブース ※ガチャガチャでPS4をゲットする来場者
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ①

▲未来のミライ 細田守の世界 展示ブース

※開幕式後、ブースにいらっしゃった細田守監督

▲株式会社バンダイナムコエンターテインメント 様
ブース

※好きなキャラクターを撮影して
Facebookに投稿することで
限定ショッパープレゼント
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ②

▲アイドル特典ブース／取材ブース
※台湾メディアから取材を受ける様子

▲ Activ8株式会社 様ブース
※キズナアイさん新コステュームの

プリントTシャツを日本に先駆けて販売

▲株式会社ムービック 様ブース

※抱かれたい男1位に脅されています。
商品販売

※月歌屋 商品販売
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ③

▲LINE Book Distribution株式会社 様
ブース

※LINE Mangaアプリダウンロードで
特製ショッパープレゼント

▲株式会社ピンポイント 様ブース
※実際のバンドメンバー様による演奏実演

プロモーション

▲株式会社フェリシモ 様ブース

※ 「猫部」商品や「YOU+MORE!」商品を販売
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ④

▲京都造形芸術大学 様ブース

▲学校法人東放学園 様ブース

※生徒による似顔絵描き

※昨年日本館にも出演された堤監督を含む
卒業生に絡めた学校のご紹介

※コンタクト使用方法診断
女性コスプレイヤーによる
イケメン壁ドンパフォーマンス有り

▲ SHO-BI株式会社 様ブース



14

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、
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
紀念堂

中正
記念堂

龍山寺

迪化街

故宮
博物館

主なバス
停

主な駅

南港
展覧場

台北駅

商業施設

三創生活
（デパート）

会場

板橋駅

新埔駅

松江
南京駅

頂溪駅

淡水駅

古亭駅

中正
記念堂駅

信義威秀
（シネコン）

大安駅

台北駅をはじめ、8/11~8/20までの間に約1,900回のPV放映

頂埔 府中 板橋 新埔 國父紀念館 南港展覽館

台北101/世貿 大安 中正紀念堂 民權西路 雙連 淡水

公館 台電大樓 古亭 松江南京 松山 景安

永安市場 頂溪 大橋頭 三重 輔大 徐匯中學

動物園 六張犁 科技大樓 中山國中 松山機場

台北101/
世貿駅
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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

 YouTubeのチャンネル登録者数が
2チャンネル計316万人（ ※8/30時点）の
人気バーチャルYouTuber「キズナアイ」さんに
日本館公式アンバサダーとして
日本館を宣伝していただきました。
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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

3. 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⑤

4. 信義威秀（シネコン） 5. 市内のバス停



共同リリース（ブース） 一部紹介

19

▲ 巴哈姆特 2018/7/26 ▲ 迷迷音 2018/7/27

▲ 漫画協進会 2018/7/26

▲ 遊戲基地 2018/7/26

▲ keedan 2018/8/16



共同リリース（ステージ） 一部紹介
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▲ 漫画協進会 2018/8/15

▲ 三立新聞網 2018/7/23

▲ LINE TODAY 2018/7/29 ▲萌朧動漫網 2018/8/10

▲ 東森新聞 2018/7/24

▲優仕網 2018/8/10
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日本館 報道の様子紹介URL 開幕前

媒体名 URL

遊戲基地 https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99057525/

優仕網 http://share.youthwant.com.tw/D92293733.html

Line Today

https://today.line.me/tw/pc/article/2018%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%97%A5%E6%9C%A
C%E9%A4%A8%E4%BE%86%E8%B3%93%E4%B8%8D%E9%96%93%E6%96%B7%EF%BC
%81%E3%80%8C%E7%B5%86%E6%84%9B%E3%80%8D%E8%BB%9F%E8%90%8C%E9%A
D%85%E5%8A%9B%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC+%E5%A5%B3%E5%9C%98%E7
%86%B1%E5%8A%9B%E6%8E%A5%E5%94%B1%E7%94%9C%E7%BF%BB%E5%85%A8%E
5%8F%B0-xvWOeG

萌朧動漫網 https://www.moelong.com/article_detail.php?no=3762

三立新聞網
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=407170&From=Search&Key=%E6%BC%AB%E5%8
D%9A

三立新聞網

https://tw.news.yahoo.com/2018%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9
%A4%A8-
%E5%A5%B3%E5%9C%98%E6%8E%A5%E5%94%B1%E7%94%9C%E7%BF%BB%E5%95%A
6-082016055.html

中央社 http://www.cnabc.com/news/aall/201807240146.aspx

東森新聞 https://news.ebc.net.tw/news.php?nid=122311

聯合新聞網 https://udn.com/news/story/7266/3269175

新頭殼 https://newtalk.tw/news/view/2018-07-24/132607

迷迷音 https://memeon-music.com/2018/07/29/ichiban-japan-5/

※上記は一部です。

https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99057525/
http://share.youthwant.com.tw/D92293733.html
https://www.moelong.com/article_detail.php?no=3762
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=407170&From=Search&Key=%E6%BC%AB%E5%8D%9A
https://tw.news.yahoo.com/2018%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A4%A8-%E5%A5%B3%E5%9C%98%E6%8E%A5%E5%94%B1%E7%94%9C%E7%BF%BB%E5%95%A6-082016055.html
http://www.cnabc.com/news/aall/201807240146.aspx
https://news.ebc.net.tw/news.php?nid=122311
https://udn.com/news/story/7266/3269175
https://newtalk.tw/news/view/2018-07-24/132607
https://memeon-music.com/2018/07/29/ichiban-japan-5/


日本館報道（ブース） 一部紹介

▲ 遊戲基地 2018/8/15▲ 巴哈姆特 2018/8/16

▲ QooApp 2018/8/18 ▲ ATC Taiwan 2018/8/16
▲ 星光娛樂流行網 2018/8/17



日本館報道（ステージ） 一部紹介

2323▲香港01 2018/8/29
▲ 大紀元 2018/8/29

▲ 巴哈姆特 2018/8/16 ▲ QooApp 2018/8/29

▲ATC Taiwan 2018/8/19

▲ Animen 2018/8/20
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媒体名 URL

三立新聞網
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=418168&From=Search&Key=%E6%BC%AB%E5%
8D%9A%E6%9C%83

迷迷音 https://memeon-music.com/2018/08/18/ichiban-japan-7/

ATC Taiwan https://atctwn.com/2018/08/19/21829/

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/0/166910.html

新浪新聞 https://news.sina.com.tw/article/20180816/27866748.html

YAHOO-中央社 https://tw.news.yahoo.com/漫博會熱鬧起跑-細田守站台讚賞氣氛活潑-061916575.html

中央社

https://tw.news.yahoo.com/%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%9C%83%E7%86%B1%E9%AC
%A7%E8%B5%B7%E8%B7%91-
%E7%B4%B0%E7%94%B0%E5%AE%88%E7%AB%99%E5%8F%B0%E8%AE%9A%E8%B3%
9E%E6%B0%A3%E6%B0%9B%E6%B4%BB%E6%BD%91-061916575.html

ATC Taiwan https://atctwn.com/2018/08/16/21748/

三立新聞網 https://www.setn.com/e/news.aspx?newsid=417340

多維新聞網 http://news.dwnews.com/taiwan/big5/news/2018-08-16/60078048.html

keedan http://keedan.com/track/2018/08/16/2018-ichiban-japan/

Qoo App https://news.qoo-app.com/post/139786

工商時報 https://www.chinatimes.com/newspapers/20180817000292-260202

工商時報 https://m.ctee.com.tw/focus/xfsh/192141

星光娛樂流行網 https://www.estarlight.idv.tw/2018/08/2018-ichiban-japan.html

日本館 報道の様子紹介URL 開幕後

※上記は一部です。

https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=418168&From=Search&Key=%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%9C%83
https://memeon-music.com/2018/08/18/ichiban-japan-7/
https://atctwn.com/2018/08/19/21829/
https://gnn.gamer.com.tw/0/166910.html
https://news.sina.com.tw/article/20180816/27866748.html
https://tw.news.yahoo.com/漫博會熱鬧起跑-細田守站台讚賞氣氛活潑-061916575.html
https://tw.news.yahoo.com/%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E6%9C%83%E7%86%B1%E9%AC%A7%E8%B5%B7%E8%B7%91-%E7%B4%B0%E7%94%B0%E5%AE%88%E7%AB%99%E5%8F%B0%E8%AE%9A%E8%B3%9E%E6%B0%A3%E6%B0%9B%E6%B4%BB%E6%BD%91-061916575.html
https://atctwn.com/2018/08/16/21748/
https://www.setn.com/e/news.aspx?newsid=417340
http://news.dwnews.com/taiwan/big5/news/2018-08-16/60078048.html
http://keedan.com/track/2018/08/16/2018-ichiban-japan/
https://news.qoo-app.com/post/139786
https://www.chinatimes.com/newspapers/20180817000292-260202
https://m.ctee.com.tw/focus/xfsh/192141
https://www.estarlight.idv.tw/2018/08/2018-ichiban-japan.html


総括

25

• 「未来のミライ」が台湾での上映封切りを迎える細田守監督が
漫画博公式ゲストとして登場

• 大人気のバーチャルYouTuber「キズナアイ」が公式アンバサダーとして
市内広告で日本館コンテンツの紹介

 漫画博ならびに日本館への注目が例年以上に高まり、来場者は前年比約107％の56万人。

• ステージエリアについては、昨年の漫画博から約1.6倍以上のステージ数へ拡大。
• ステージエリアの集客は前年の約3倍と、盛況を博した。
• 日台間の生中継や、チアリング上映といった昨年には無い取り組みも好評を得た。
• アイドルパフォーマンス、2.5次元俳優のトークショー、学校による

パブリックドローイングといった、様々な種類の演出が行われた。
• 日本の人気のアイドルグループの登場で、現地のファンが大いに盛り上がった。

日本からのファンも駆けつけた。
• ステージの盛り上がりにより、日本内での認知度の向上に寄与した。

• ブースエリアについては、昨年の漫画博からブース出展者数を約1.3倍に拡大し、
ステージと合わせて来場者にアプローチした。

• 映画、ゲーム、アニメ、キャラクター、マンガといったコンテンツ関連や、
キャラクター雑貨、コスメ、学校といった幅広いご出展をいただいた。

 コンテンツの充実により、日本館は昨年比約210.0％の来場者となった。



26

この度は、漫画博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：hirofumi.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


