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創造産業とは
‘芸術、文化、ビジネス、

そして技術が交差点で出会うもの’

- 国際連合開発会議(UNCTAD)

展示会概要

展示会特徴

展示館構成

2015 ACE Fair成果

参加企業の特典

参加方法案内

交通情報



名　    称

会　    期

会　    場

展示品目

展示構成

主　    催

主　    管

スポンサー

光州 ACE Fair 2016  

2016. 9. 22(木) - 25(日)/4日間

金大中コンベンションセンター

放送/映像/アニメーション/キャラクター/ゲーム/

展示会/1:1の輸出相談会/国際学術行事/特別・付帯行事

文化体育観光部、光州広域市

金大中コンベンションセンター/大韓貿易投資振興公社(KOTRA)/

未来創造科学部/産業通商資源部/放送通信委員会/

認　　　証 2009-現在　:　国際展示協会(UFI)の国際展示会認証

エデュテインメントなど、文化コンテンツライセンシングの品目

韓国コンテンツ振興院 (KOCCA)/光州情報文化産業振興院

(GITCT)/光州デザインセンター/ 韓国ケーブルTV放送協会

韓国電波振興協会 / 光州広域市教育庁

2010-2015　:　産業通商資源部から6年連続国際展示会認証

2012-2015　:　産業通商資源部から4年連続有望展示会認証

韓国国内の文化コンテンツ展示会の中で唯一に三つの認証を取得

国際展示協会(UFI)から国際展示会の認証を獲得(2009-Present)

産業通商資源部(MOTIE)から国際展示会の認証を獲得 (2010 – 2015)

産業通商資源部(MOTIE)から5年連続有望展示会に選定

韓国国内で最大の文化コンテンツ見本市

国内や海外からバイヤーを招待し、ACE Fair参加者と1:1の

B2B : 1日目-2日目

B2C : 3日目-4日目

B2BとB2CのDAYを分離して運営

国際フォーラムとセミナー

新しい文化トレンドに関する様々な学術フォーラムやセミナー

来場客のための色々なイベント

青少年放送コンテンツ制作大会、コスプレ、ボードゲーム体験、

ビジネスミーティングを進行(2015年、1886件を達成)

キャラクターパレード&フォトゾーン、VR体験ゾーンなど

展示会概要 ACE Fairの特徴



展示館の構成

ケーブルTVコンテンツ館

アニメーションコンテンツ館

キャラクターライセンシング館

エデュテインメント館

モバイルゲーム・IT館

韓国コンテンツ振興院文化技術(CT, Culture Technology)共同館

Wearable & IoT(Internet of things)館  

文化コンテンツライセンシング輸出相談会

国際学術行事

特別・付帯行事

上記は事務局の事情により、キャンセル及び変更する可能背があります。

参加企業の特典

海外バイヤーの招待

予め参加社に相談したいバイヤーを調査し招待

1:1のビジネスミーティング

約400名の国内・海外バイヤーが参加

事前にバイヤーと参加社に１対１ビジネスマッチングサービスを提供

通訳サービス

１対１ビジネスミーティングのための通訳サービス提供

文化コンテンツに関連するシンポジウム

自由的に参加できる文化コンテンツ関連団体が主催する

新しいトレンドに関するシンポジウム

国内や海外への広報支援
公式ホームページやSNSに会社情報アップロード

文化コンテンツの従事者であるプロバイダーとバイヤーを招待

記者会見やプレスルームを運営



出 展 ガ イ ド
** 今、申し込みは光州ACE Fairのホームページに登録!(www.acefair.or.kr)

独立ブース
ブースの底のみ提供9㎡(3m*3m)、参加社が直接ブースをデザインし施工する方式

参加社は基本提供備品を含む必要な備品をレンタル

ブースの高さは4m以下で施工、また独立ブースは2ブース以上申込み可能（US 1,500)

一般ブース

出展企業に基本家具を含める基本ブース又はプレミアムブースを提供

基本ブース

プレミアムブースA(トラス)

プレミアムブースB(ブロック)

上記のブースイメージは変更される可能性もあります。

単価：US$ 2,000
面積：9㎡(3mX3m)
施設：壁(パネル)、カーペット、照明、看板、電気コンセント

(220V、1kW、2口)、案内デスク、テーブル、椅子3

単価：US$ 2,300（2ブース以上申込み可能)
面積：9㎡(3mX3m)
施設：プレミアム壁(トラス)、カーペット、照明、看板、

電気コンセント(220V、1kW、2口)、案内デスク、
テーブル、椅子3

特典：E-Newsletter広告1回
特典2：ディレクトリー広告(内紙面)無料

単価：US$ 2,500（4ブース以上申込み可能)
面積：9㎡(3mX3m)
施設：プレミアム壁(ブロック)、カーペット、照明、看板、

電気コンセント(220V、1kW、2口)、案内デスク、
テーブル、椅子3

特典：E-Newsletter広告2回
特典2：ディレクトリー広告(内紙面)無料

ブース施設使用料金
区分 申請規格 使用料金

昼間

電気

24時間

単相220V
三相220V
三相380V
単相220V
三相220V
三相380V

US$60/kW

US$70/kW

国内
国外

電話 US$100/台
US$150/台
US$90/台
US$200/台
US$200/台
US$200/台

ディレクトリー広告

インターネットライン
排水
圧縮空気
顧客管理システム

後表面：US$3,000/面
前面~20ページ以内：US$1,500/2面
後面~１0ページ以内：US$1,000/面
B、C以外の内紙：US$500/２面

インチョン国際空港
ソウル

光州(クァンジュ) プサン

光州高速バスターミナル

光州駅(クァンジュ駅)
(クァンジュソンジョン駅)

光州松汀駅

光州空港 金大中コンベンションセンター

交　通　情　報

金浦(キンポ)空港
光州(クァンジュ)空港

55分

光州(クァンジュ)空港

金大中
コンベンションセンター

タクシー：10分
バス：1000番バス
地下鉄：
金大中コンベンションセンター駅で下車

ヨンサン駅(KTX)

光州松汀駅
1時間30分

光州松汀駅 タクシー：10分
バス：518番バス

金大中
コンベンションセンター

地下鉄：
金大中コンベンションセンター駅で下車

ソウル（セマウル、ITX)

光州
3時間55分

金大中
コンベンションセンター

光州駅 タクシー：20分

バス：Songjeon19番バス

インチョン空港

光州
4時間30分

光州高速
バスターミナル

金大中
コンベンションセンター

タクシー：15分

バス：Sunhwan01番、Sangmu64番、
518番、1000番

Website(詳しい情報は公式サイトで)
インチョン(ICN)国際空港：www.airport.kr/eng
キンポ国際空港：www.airport.co.kr/mbs/gimpoeng

高速バス(KOBUS)：www.airport.co.kr/mbs/gimpoeng
Korea Railroad (KORAIL) : www.korail.com/en



ACE Fair 2015 成果

海外参加企業数

輸出相談額

海外バイヤー

来場客

73,491名
89,242名

97,327名

45,348名
51,227名

172名
191名

223名 221名 198名

23,600
万ドル

25,300
26,400

28,100
29,200

万ドル
万ドル

万ドル
万ドル

展示参加の目的

展示参加の満足度

参加者の展示分野

国内 海外

新規バイヤー及び流通ネットワークの開拓
既存ビジネス関係維持及び輸出契約締結
同種産業の最新情報収集
企業のイメージ構築
市場の情報収集
その他

国内 海外

普通
満足

非常に満足
不満足

国内 海外

放送・映像 ゲーム キャラクター
アニメーション 3D・その他



光州女性開発センター

5.18自由公園

金大中コンベンションセンター

セジョンアウトレット

ウンチョン貯水地

尙武(サンム)駅

金大中コンベンションセンター駅

光
州
空
港
/光
州
松
汀
駅

ACE Fair 事務局


