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開催概要
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■開催期間
2019年8月1日（木）～2019年8月5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130社（約1200ブース）

■入場者数
595,000人 ※前年比106％

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

2019 135,000 人 90,000 人 165,000 人 150,000 人 55,000 人 595,000 人

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

 20周年ということでゲームやWebサービスといったコミック、アニメ以外のエリアが
拡充したこともあり、前年比約106％と来場者数は好調だった。

 限定品目当てに、初日と土曜の動員が特に盛り上がった一方、後半の日程にかけては
動員が伸びなかった。



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

27
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ①

▲ Production I.G 「後藤隆幸」様 トークショー＆サイン会

▲THE IDOLM@STER 
「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」スペシャルトークショー
※トークショーご出演「稲川英里」様「坂上陽三」様「狭間和歌子」様

 「アイドルマスター ミリオンライブ！シアターデイズ」は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント様より配信中のコンテンツです。

▲ ピクシブ様 pixivクイズ大会

©Kubooka Toshiyuki ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Kubooka Toshiyuki ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Kubooka Toshiyuki ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ②

▲TEAM SHACHI 様 ▲ばってん少女隊 様▲たこやきレインボー 様

▲いぎなり東北産 様
▲スターダストプロモーション様
三組登壇の様子

▲佐武宇綺（9nine） 様
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ICHIBAN JAPAN STAGEの様子 ③

▲ハニースパイスRe. 様

▲はっぴっぴ 様▲Nina Pelea 様

▲ミライスカート 様 ▲ぷにたん 様

▲その他ステージ企画の様子
※アイドルサイン入りの
マスコットぬいぐるみプレゼント
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展

ICHIBAN JAPAN
AREA

ブース・パネル出展者数

6
▲日本館事務局 ブース▲サンレモン様 パネルご出展
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ①

※狭間プロデューサーによるファンとの名刺交換会

▲バンダイナムコエンターテインメント 様
※ 「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ」ブース
 「アイドルマスターミリオンライブ！シアターデイズ」は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント様より

配信中のコンテンツです。

▲スタジオ地図様／ピクシブ様
※「スタジオ地図&pixiv」
サマーウォーズ10週年コラボ企画

※メッセージボード
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ICHIBAN JAPAN AREA ご出展の様子 ②

▲アイドル物販・特典会ブース ※アイドルプロモーション

▲その他Vtuberコミュニケーション

▲東放学園 様ブース ※学校紹介

▲その他日本館ブースエリアの様子



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。

主なバス
停

主な駅 商業施設

台北駅をはじめ、台北/新北市內の
MRT27駅、バス停65駅、映画館や
モールなどで公式PVを放映。

師大
附中

主要バス停MRT駅

南港展
覧館站

商業施設

三創
生活

板橋站

新埔站

頂溪站

淡水站

古亭站

中正
記念堂站

信義威秀

大安站

7/27~8/5に、以下の主要駅で約5,400回放映しております。

大安 民權西路 淡水
台北101
世貿

國父紀念館 新埔 府中 南港展覽館 板橋

松山 公館 古亭 中正紀念堂 台電大樓

松山空港 港墘 西湖 中山國中 六張犁 科技大樓

頂溪 大橋頭 徐匯中學 輔大 三重 永安市場 景安

台北
車站

永安市
場站

輔大站

民權西
路站

信義
安和

松山
機場站

中山
國中站

松山站

台北101
世貿

会場

國父紀
念館

徐匯
中學站

三重站

大橋頭
站

松江
南京
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台北市内での日本館プロモーション②
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台北市内での日本館プロモーション③
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日本館 報道の様子紹介URL 開幕前

媒体名 URL

新浪新聞 https://news.sina.com.tw/article/20190711/31927378.html

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=182448

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=182773

青年日報 https://www.ydn.com.tw/News/345754

PCHOME新聞
http://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190711/index-
56280456392336250009.html

ET TODAY 遊
戲雲

https://game.ettoday.net/article/1488802.htm

遊戲基地 https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99210188/

Qoo APP https://news.qoo-app.com/post/171065/

迷迷音 https://memeon-music.com/2019/07/18/ichiban-japan-14/

創夢 https://dream.feiyan.tw/03_news/02_detail.php?id=93

青年日報 https://www.ydn.com.tw/News/345754

萌朧動漫 https://www.moelong.com/article_detail.php?no=4304

※上記は一部です。

https://news.sina.com.tw/article/20190711/31927378.html
https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=182448
https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=182773
https://www.ydn.com.tw/News/345754
http://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190711/index-56280456392336250009.html
https://game.ettoday.net/article/1488802.htm
https://news.qoo-app.com/post/171065/
https://memeon-music.com/2019/07/18/ichiban-japan-14/
https://dream.feiyan.tw/03_news/02_detail.php?id=93
https://www.ydn.com.tw/News/345754
https://www.moelong.com/article_detail.php?no=4304
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媒体名 URL

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=183581

巴哈姆特 https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=183697

奇摩新聞

https://tw.news.yahoo.com/%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E7%99%BB
%E5%A0%B4-
%E7%B2%89%E7%B5%B2%E8%B6%85%E5%97%A8-
160000438.html

PCHOME新聞
http://news.pchome.com.tw/living/greatnews/20190803/index-
56483648215411209009.html

PCHOME新聞
https://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190805/index-
56500977968925250009.html

大華網路報 http://www.cntimes.info/docDetail.jsp?coluid=112&docid=104862341

大華網路報 http://www.cntimes.info/docDetail.jsp?coluid=112&docid=104863984

新浪新聞 https://news.sina.com.tw/article/20190805/32209048.html

LINE TODAY https://today.line.me/TW/pc/article/55El9R?utm_source=lineshare

迷迷音 https://memeon-music.com/2019/08/06/the-idolmster/

自由時報 https://market.ltn.com.tw/article/6568

遊戲基地
https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99218845/?utm_source=li
ne&utm_medium=rss&utm_

NOW 電玩 https://game.nownews.com/news/20190803/3231604/

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/detail.php?sn=183581
https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=183697
https://tw.news.yahoo.com/%E6%BC%AB%E5%8D%9A%E7%99%BB%E5%A0%B4-%E7%B2%89%E7%B5%B2%E8%B6%85%E5%97%A8-160000438.html
http://news.pchome.com.tw/living/greatnews/20190803/index-56483648215411209009.html
https://news.pchome.com.tw/living/cdnews/20190805/index-56500977968925250009.html
http://www.cntimes.info/docDetail.jsp?coluid=112&docid=104862341
http://www.cntimes.info/docDetail.jsp?coluid=112&docid=104863984
https://news.sina.com.tw/article/20190805/32209048.html
https://today.line.me/TW/pc/article/55El9R?utm_source=lineshare
https://memeon-music.com/2019/08/06/the-idolmster/
https://market.ltn.com.tw/article/6568
https://www.gamebase.com.tw/news/topic/99218845/?utm_source=line&utm_medium=rss&utm_
https://game.nownews.com/news/20190803/3231604/


総括
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• ステージエリアについては、クリエイター、声優、ゲームプロデューサー、
アイドル、コスプレイヤーといった幅広い出演が行われた。

• 日本館公式FacebookでのLive配信など、来場者以外でも幅広くステージ
プログラムを楽しめる施策を実施した。

• アイドルステージでは、外部イベントと連動した取り組みを実施すること
で、より幅広い現地客層に訴求した。

• クリエイター、声優、プロデューサーによるトークショーは、現地のファ
ンが普段行えない交流の場となり、大いに盛り上がった。

• ブースエリアについては、ゲーム、アニメ、アイドルといったポップカル
チャー全般や、近年話題のＶtuberといった幅広いコンテンツの出展をい
ただいた。

 漫画博20周年の来場者数増に伴い、日本館も昨年比約178.0％の
来場者となった。
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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 菅沼洋臣
【E-mail：HIR01_SUGANUMA@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


