
2021 台北国際ゲームショウ Taipei Game Show 

B2C 一般公開出展のご案内 

一、出展日時：2021 / 1 / 28（木）- 1 / 31（日） 

二、出展対象：B2C 一般公開 

三、出展カテゴリ：PC ゲーム、オンラインゲーム、モバイルゲーム、 

デジタル、家庭用ゲーム機、テーブルゲーム、 

e スポーツ&ゲーム周辺機器、キャラクターグッズ、 

ゲームスクール、デジタルデザインカリキュラム、VR(仮想現実)。 

四、会場：台北南港展覧館第一ホール（台北市南港区經貿二路 1 号） 

五、主催：台北市コンピュータ協会(TCA)（http://www.tca.org.tw） 

六、公式サイト：http://tgs.tca.org.tw 

七、出展料金： 

【說明】 

 価格(税込) 内容 

通常料金 USD$2,200 

普通小間の面積は 9 平方メートル（3ｍ×3ｍ）、小間料

金及び 500W の基本電気料金となります。基礎小間、

壁、装飾、ADSL/WIFI などは含まれません。 

保証金 USD$400 
出展期間に違反などがなかった場合、会期終了後に保証

金を無利息で返金します 

 

【ご注意】下記の場合で小間料金(税込)が異なります： 

 条件 追加料金 

1 小間は柱で面積が狭くなった場合 
- USD$400 

(一小間) 

2 小間は 6 メートル以上の通路側に隣接する場合 
+ USD$200 

(一小間) 

現場費用（例：二階建てのブース、４メートルを超えるブース、残業の費用など、現

場の使用状況により計算させていただきます。 

※上記の料金増加の部分は保証金より直接差し引かせていただきます。なお、柱などで

面積が縮まった場合、保証金の返金時に料金をお返しいたします。 

  

http://www.tca.org.tw/
http://tgs.tca.org.tw/


 

八、 申込手続き 

 

(一) 申込手続きの開始 

2020/8/3 より受付開始し、予定数に達した場合には受付を終了します。 

(二) 申込方法 

公式サイト（http://tgs.tca.org.tw/）経由で出展申込表に記入、署名と捺印後カラーキ

ャンして、emma_wang@mail.tca.org.tw に電子メールで送信します。書類は主催者事

務局「台北市 105608 松山區八德路三段 2 號 3 樓 台北市電腦公會／台北國際電玩展收」

までご郵送ください。小間料金と保証金を支払い、主催者が全額で受け取った日は申請完

了日となります。 

(三) 受付登録資料 

項目 說明 

申込み表& 

出展契約規約 

公式サイトよりダウンロードし、記入、署名、捺印後、主催者事務局までご

郵送ください。 

小間料金 出展申込と同時に出展小間料金全額を振り込んでください。 

保証金 
一小間につき保証金は USD$400 となります。出展期間に違反などがなかっ

た場合、会期終了後に保証金を無利息で返金します。 

【說明】 

1. 主催者は展覧テーマに合わないもの、或いは展覧イメージを損なうものに対し、展示中止を 

   求める権限を持っています。 

2. 振込み口座 

Beneficiary Name:  TAIPEI COMPUTER ASSOCIATION 

Beneficiary Bank :  FIRST  COMMERCIAL BANK 

Branch of Bank :   PATEH  BRANCH 

A/C No.       :  148-40-001581 

BANK SWIFT   :   FCBKTWTP 

Bank Address :  NO,111 SEC. 1 TUN HWA S. ROAD TAIPEI TAIWAN R.O.C 

3. 以上の費用は振込手数料が含まれていませんので、小間料金と保証金は全額で届けるようにお支払

いください。 

オンライン申込表を

ダウンロード 

記入完成の申込表

をカラースキャン、

メールで送る 

出展料金支払い、

署名と捺印した

申込表を郵送 

申込み完成 
2020年11月(予定) 

出展社説明会 

(2 週間以内) 



 

九、ブースの位置決定について 

各社のブースの位置は事務局にて決定します。また、会場のレイアウト状況により小間数の増

減と位置の最終決定権利は事務局にあります。 

十、申込み解約について 

(一) 出展申し込み後に解約する場合、emma_wang@mail.tca.org.tw にてご連絡ください。 

解約文書の連絡がない場合は解約と出展料金は返金しませんので、ご注意ください。 

(二) 出展社説明会の 1 ヶ月前に解約する場合、保証金及び一部の小間料金の請求します。請求し

た保証金と一部小間料金は大会の宣伝費用となります。 

(三) 出展社説明会から 1 ヶ月以内、又は説明会後に解約する場合、小間位置をキャンセルし、事

務局により再分配します。すべての支払いおよび入金は返却されません。 

(四) 出展料金の入金締め切りまでに保証金及び小間料金の振込みがない場合は、権利放棄とみな

し、小間位置をキャンセルし、事務局により再分配します。 

十一、諸注意事項 

(一) 小間数の追加がございましたら、事務局までご連絡ください。「小間追加申込表」の記入と

小間料金の入金をお願いします。また、追加料金の入金された出展社の順によって小間確

保されますので、お早めにお申し込みください。 

(二) 出展社説明会は 2020 年 11 月 (予定)に行われます。その際に小間位置の確認、出展作

業の説明がございます。また、「展示マニュアル」も当日にお渡ししますので、必ずご参加

のほどお願い致します。 

(三) 出展社の小間装飾、施工及び展示は、すべて「台湾貿易センター展示会ブーズ施工作業に

関する規定最新版」に規定された作業に基づいて行いますよう、お願い致します。 

(四) 南港展覧館で行われるすべてのイベント、展示会で使用される BGM、MV、MTV は必ず著

作権侵害のないよう、ご注意ください。 

(五) 展示会期間中（準備、撤去）各小間内の出展物の保護については、出展社各自で行うもの

とします。盗難、紛失、火災、損傷等については、主催者は賠償の責任を負いません。出

展物の輸送および展示中の保護については、必要に応じて保険をかけるなどの対策をお取

りください。以上の規定に問題が生じた場合、主催者には修正の権利があります。TGS の

公式サイト(http://tgs.tca.org.tw)に広報しますので、ご参照ください。 

(六) 台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の

遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキなどの不可抗力が生じた場合、主催者は展示

会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会

期の短縮および会期日程や会場の変更をすることがあります。既に出展料をご入金されて

いる場合は全額延長、またはブース料金から２０％の手数料を引いた金額及び保証金を返

金いたします。出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害（装飾費用、人件

費用）を主催者に対して請求できないものとします。 

十二、展示会お問い合わせ先 

    台北市コンピュータ協会(TCA) 

    台北市松山區八德路三段 2 號 3 樓 

    電話番号 +886-2-25774249  FAX +886-2-25778095 

    内線番号 924 王怡方（Emma）emma_wang@mail.tca.org.tw 

内線番号 806 陳雅珊（Sunny）suuny_chen@mail.tca.org.tw

http://tgs.tca.org.tw/


 

2021 台北国際ゲームショウ Taipei Game Show 

B2C 一般公開出展の手引 

 

壹、小間装飾規定 

一. 出展概要 

 名称：2021 台北国際ゲームショウ Taipei Game Show 

 主催：台北市コンピュータ協会 (TCA) 

 公式サイト：http://tgs.tca.org.tw 

 入場時間 

※搬入期間：2021 年 1 月 26 日(火)～1 月 27 日(水) 

※出展期間：2021 年 1 月 28 日(木)～1 月 31 日(日)  

 搬出時間 

※展示搬出：2021 年 2 月 1 日(月) 

二. 装飾図面規定 

(一) 通路に接する連続的な壁面パネル９ｍまで限度となり、幅は通路の長さの1/2以下とします。

規定に違反した場合、改善を要求することできます。改善されない場合は、一回につき

TWD30,000 元の過料に処することがあります。 

(二) 連続２小間は(6 メートルスパン)は必ず垂直サポートを設置，違反する場合は出展を禁じさ

れ、小間を封鎖します。 

(三) 事故防止のため、壁面造作、小間内のステージ設置は規定に違反するかと、会場側では小間

図面の検証を行います。６小間以上の申込者は、小間の平面図および立面図を必ずご提出く

ださい。 

三.  小間内にステージおよび音響機材の設置 

(一) 通路安全のため、観覧席の設置は必ずステージ規模の 1/３の大きさとなります。なお、通路

面（小間に境界線）からステージの正面中心までの距離は２ｍ以上確保してください。違反

する場合は、罰金はステージ面積 X 小間代 X2 倍となります。 

(二) 小間内にステージまたは音響機材等を設置する場合、「小間内にステージおよび音響機材設置

申込書/契約書（攤位內設置舞台及音響設備申請書/切結書」を事務局へご提出ください。ス

テージ保証金 TWD100,000 が必要となります。 

四. 柱巻装飾 

(一) 小間内、隣接通路の柱巻装飾をご利用になる場合、指定時間において事務局へお申込みくだ

さい。造作物の外枠は柱から 30cm 未満で、高さは床高から 4m 以下とします。 

(二) 自社小間内での柱のみ装飾することができます。その他の柱は事務局に管理権利を有します。

消防設備、分電盤、吹出・込口、空気質センサー等の測定設備は、装飾資材で塞がないよう

にしてください。規定に違反し改善指示に従わない者に、一回につき TWD１0,000 元の過

料に処します。消防署等の機関から警告書の発行により不利益に対し、出展社は責任を負い

ます。 

(三) 柱巻装飾をご利用になる場合、「柱巻装飾申請書（包柱美化裝潢申請表）」をご提出ください。

承諾を得たうえ、施工作業ができます。なお、「TAITRA 展示会装飾作業一般規定（外貿協會



展覽場裝潢作業一般規定）」第三条の 17 を必ず守ってください。 

五. 大型装飾 

(一) 小間の高さは床面から 2.5ｍ以下に制限します。 (展示物、壁面造作を含む) 社名掲示と製

品ロゴを４m まで上げて、ただし隣接小間との境界線より 0.5m に設けます。４小間以上の

申込者のみ、大型装飾を施工できます。当該構造物の高さは６ｍ以下とし、外枠は通路より

１ｍに設置するものとします。他社と隣接する面は、境界線より１ｍに設置し、装飾の施工

をしてください。境界線より１ｍに設置されない場合、事前に隣接他社から文面での合意を

得てください。 

(二) 大型装飾の料金は平面図の面積に応じて計算するものとします。18ｍ２は 1 単位とし TWD10

万元となります。18ｍ２を超える場合、総面積を 18ｍ２で割った単位数に応じて精算します。18ｍ
２未満の場合は、料金は TWD10 万元となります。 

(三) 大型装飾を施工する場合は、台湾貿易センターによる承認が必要です。「大型装飾工事申請書

（搭建超高建築申請表）」、「大型装飾工事誓約書（搭建超高建築切結書）」、「大型装飾工事担

当業者誓約書（搭建超高建築建築技師切結書」、「公共事故および第三者責任保険証明書写し

（公共意外及第三人責任險保單影本）」、「施設構造設計図届（設計結構圖）」等の書類を事務

局へご提出ください。異常ない場合、大型装飾の建設を承認します。 

六. ２階建て装飾 

(一) ４小間以上の申込者のみ、２階建て構造物を設置できます。用途を商談室に限り、展示スペ

ース、ストックヤード等としての利用することができません。（床高 2.5m 以内とし、高さ

は 4m 以下とします。）施設の周囲に高さ 90～150cm のパラペットを設置する必要となり

ます。2 階部分の床面積は、付帯する階段やスロープの面積を含め小間床面積の 70％以下と

し、100ｍ２以上の場合は会場の監督を受けるという条件でなら施工可能です。費用は 2 階部分の

総面積に応じて、1 階部分の出展料金の 1/2 として計算します。 

(二) 2 階建施設を施工する場合は、台湾貿易センターによる承認が必要です。「2 階建施設工事申

請書（搭建二層樓攤位申請表）」、「2 階建施設工事誓約書（搭建二層樓攤位切結書）」、「2 階

建施設工事担当業者誓約書（搭建二層樓攤位建築師/土木/結構師切結書）」、「公共事故および

第三者責任保険証明書写し（公共意外及第三人責任險保單影本）」、「施設構造設計図届（設計

結構圖）」等の書類を事務局へご提出ください。異常ない場合、2 階建を承認します。 

七. バルーンの設置 

(一) バルーンはしっかり固定し、自社小間の敷地からはみ出さないように設置してください。大

型バルーンについては高さ 5m 以内とし、小型風船については高さ４m 以内とします。展示

会場の天井に接したバルーンなどの浮遊物および吊り線は撤去終了までに下げてください。

未撤去の場合、浮遊物１個につき TWD10,000 元、吊り線１本につき TWD10,000 元の罰

金を課することがあります。バルーン等浮遊物の設置により生じた事故に対して、出展社は

責任を負うものとします。 

(二) バルーン等の浮遊物を使用する場合は、「小間内バルーン設置申込書兼誓約書（攤位內懸升汽

球申請暨切結書）」を事務局までご提出ください、規定によりバルーンの保証金を納める必要

があります。問題がない場合のみバルーンの設置を承認します。 

八. トラスの設置について 

(一) トラスを設置する予定のある出展社様は、資格のあるエンジニアが署名した合格証明(設備リ

スト、ぶら下げポイント分布図、重量計算などを含む)を添付のうえ、申請書を提出し、外貿

協会の審査を得てから施工をしなければなりません。 



(二) トラスの設置はぶら下げポイントのある小間の範囲内に限定されます。使用費として

TWD10,000 元/ポイントとなります。また、「外貿協会台北南港展覽館 1 館トラス設置マニ

ュアル」に規定に沿って施工しなければなりません。 

九. 水道・電力供給 

(一) １小間あたり単相 110V/500W 容量までの工事は事務局が行い、供給限度を超える水道・電

力または 220V 電力を使用する場合、出展社の負担となります。未提出の場合、水道・電力

の供給ができません。 

(二) 220V 電力は搬入期間の最終日の午後から提供します。提供時間外に使用する場合は事前に

事務局へ申し込み、費用は出展社自身負担します。 

(三) 会期中、会場内への電気供給時間は午前 09:00 から午後 18:00 までとします。毎日出展終

了後の 30 分間以内に電源を切ります。ほかに特別な電源使用(UPS 無停電電源装置を含む)

する場合は、事前に事務局へ申し込み、費用は出展社自身負担します。 

一〇. 消防規定 

(一) 台北市政府の火災予防指導により、最低でも消火器 2本、小間で見やすい場所に設置します。

ブースサイズに応じて、適切な本数を追加してください。本展示会における対人対物の安全

確保にご協力ください。 

(二) 本展示会における安全確保に努めて、事前に台湾貿易センターへイベント開催時における避

難マニュアルを提出する必要となります。30 小間以上の申込者、必ずブース内に避難通路

を設けてください。避難通路を表示する小間設計図面を事務局へご提出ください。 

一一. 損害賠償 

(一) 各小間内の出展物の保護、出展社およびその雇用者または関係者の安全確保については、出

展社各自で行うものとします。従って、会場への出展物搬入開始から撤去までの期間、事故

防止に努め、出展社および施工業者は必要に応じて、公共損害賠償責任保険、第三者賠償責

任保険等の損害保険にご加入ください。出展物の輸送および展示中の保護、資材の盗難、規

定の違反により発生した人、物品、本展示会の建築物、または設備の障害、損害等に対して、

それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。事務局は理由の如何を問わず、一切

の支払義務および責任を負いません。 

(二) 出展安全を確保するため、出展各社は必ず TGS 公式サイト「出展情報登録」ページから公共

損害賠償責任保険、第三者責任保険等の書類に保険会社および保険番号をご記入のうえ、ご

提出ください。 

一二. その他遵守事項 

(一) ブース造作は確実に固定してください。理由の如何を問わず転倒・落下が発生した場合、一

回につき TWD10,000 元の過料を保証金より差引します。事故による人および物品の障害、

損害等に対して、出展社は責任を負うものとします。 

(二) 作業ミス、従業員の故意または過失等により生じた、本展示会の建築物・設備の損害、また

は他社が部分あるいは小間を利用できなくなった場合、当該出展社は賠償責任を負うものと

します。 

(三) 装飾作業、演出内容等の行為は来場者の安全確保のうえ行ってください。事務局は、出展社

が小間を使用することによって発生した人および物品の障害、損害等に対して一切の責任を

負いません。 

(四) TAITRA の指導により、省エネ、地球温暖化対策等の環境に配慮した取り組みを推進し、小

間でエコ照明を使ってください。TAITRA が現場査察を実施し、違反行為を発見した際、改



善勧告を行います。発光部の発する熱による火災発生を防ぐため、照明器具は上向きにしな

いようにご注意ください。 

(五) 装飾・施工作業は、最新改訂版の「TAITRA 展示会装飾作業一般規定（外貿協會展覽場裝潢

作業一般規定）」に準じたものとします。TAITRA からの審査不可により発生した損害等に対

して、すべて当該出展社の負担となります。詳細については台北南港展覧館

https://www.tainex1.com.tw/zh-tw/をご参照ください。 

貳、 出展期間 

一. 出展社は必ず小間装飾の見やすいところに申し込んだ出展社名前を表示します。表示してい

ない場合は小間の転売と認定され、規定により保証金全額を返金しません。 

二. 音量制限 

音量は測定値 85 デシベル（dB）以下とします。（開場前 TAITRA 立会いのもと機材音量を

確認します）隣接小間と同時にステージ演出、音響機材の使用も禁止します。他の出展社か

らの苦情があった場合、事務局は過料に処し、ただちにステージなどの当該設備の使用停止

を命じます。規定を違反する場合は、「TAITRA 展示会装飾作業一般規定（外貿協會展覽裝潢

作業一般規定）」第七条に基づき、「警告書」「罰金(累計最高 TWD20,000 元)」、「電気供給

の停止」という三段階の対処をします。 

三. 展示・実演にかかわる全ての行為は自社小間内で行ってください。壁面・柱等の公共施設を

含む自社小間外での宣伝を行うことができません。待機列は各自の小間内に並んでください。

通路、進出入口付近等の共用空間の使用は固くお断りします。および他社小間、通路、進出

入口付近等の共用空間における印刷物の配布・宣伝等の行為は禁止します。周囲の小間に迷

惑をかけないようご注意ください。発生した場合、一回につき TWD10,000 元で罰金を課し

ます。 

四. 残業される場合、必ず当日午後 15:00 までに残業届を事務局お問い合わせセンターへご提出

ください。各エリアの費用は残業申込みの出展社から、小間規模と使用時間により負担する

ものとします。 

五. 倫理規定遵守 

(一) 出展ソフトは、すべて「ゲームソフトウェア分類管理手法」に準じておよび審査済みのもの

に限ります。出展社は自社小間で見やすい場所または宣伝物に年齢区分マークを表示してく

ださい。 

(二) 「限制級」と審査結果が出ている作品を出展する場合、その試遊台周囲を囲みスペースで区

分けすることとします。見やすい位置に 18 才以上のみ対象とマークを表示したうえに、必

ずスタッフによる年齢確認等の方法を実施してください。 

(三) ゲーム業界のイメージ向上に努めて、イベンドステージの演出内容やコンパニオンの服装は、

原則として爽やかで健康的なイメージで、「ゲームソフトウェア分類管理手法」に準じたもの

とします。公序良俗に反するものは一切出展・配布できません。 

六. 他社の知的財産権を尊重し、商標や音楽の不正取得・利用行為は固く禁止します。本展示会

において音楽を使用する場合、事前の使用許諾手続きが必要となります。未取得による不利

益に対して、出展者は責任を負うものとします。詳細について社団法人中華民国録音著作権

人協会（ARCO）http://www.arco.org.tw までお問い合わせください。 

七. 台北市税捐稽徴処の指導により、出展社は商売行為を行っている際、必ず統一発票または領

収書を発行する必要となります。事務局は現場査察を協力するため、出展社名簿を台北市税

捐稽徴処南港分処に提出しております。 

https://www.tainex1.com.tw/zh-tw/
http://www.arco.org.tw/


 

參、 その他遵守事項 

一. 会場秩序の保持を図るため、出展社は演出の宣伝等の理由により、事務局への登録がない共

同出展パートーナーを招く場合、必ず「出展パートーナー登録（合作夥伴登記表）」をご提出

ください。未提出の場合、会期中における宣伝等すべての活動は、一切固く禁止します。事

務局は規定に違反すると判断した際、各出展社の公平性を維持するため、当該出展パートー

ナーの活動を中止し、ご退場いただく権利を有するものとします。 

二. 出展パートーナーでも必ず出展規定を守ってください。規定に違反し改善勧告に従わない者

に、事務局は活動をご中止いただく権利を有するものとします。当該出展者が責任を負うも

のとします。二回目から改善勧告に従わない場合、一回につき TWD10,000 元の過料に処し、

連続して処分することがあります。 

三. 記載される過料の金額はすべて外税表記となります。 

 

 

※本手引きに特に記載のないものに関して、事務局による判断と解釈に準じます※ 


