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本報告書に関する問合せ先： 
  日本貿易振興機構（ジェトロ） 
  サービス産業部 
  クリエイティブ産業課 
  〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 
  TEL: 03-3582-1671 
  FAX: 03-5572-7044 
  E-mail: SIC@jetro.go.jp 

・ 本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロは、できるだけ正確な情報の提供を心掛け 
  ておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負い 
  かねますので、ご了承ください。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 
 
・ 文中の「批准」という語は、条約等に用いる日本語の「批准」とは異なり、公的な組織による許可・認可を示す中国語の「批准」という表記を 
  そのまま活かしたものです。 
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1. コンサート関連 
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1-1. 音楽興行（コンサート/ライブ）市場に関して 

音楽市場を支える柱に 
海外アーティストも中国公演に積極的 

中国各地で大型のコンサートから、ライブ、音楽イベントまで、国内外のアーティストが積極的に興行を行なっている。 
パッケージマーケットが右肩下がりの状況で、アーティストサイドは興行活動に積極的だ。 
 

上海の大型コンサートの入場チケット価格は100元代から1000元以上までと幅広い。 
人気アーティストであれば2000元近くするプレミアムチケットも発売されている。 
海外アーティストの中国公演も、北京、上海広州だけでなく、地方都市まで展開するケースも出てきている。 
 
日本アーティストの中国公演では、大型会場でのコンサートはここ数年減少の傾向にあるが、アニソンライブや 
声優イベントなどの人気が高まっている。 

 2013年音楽フェスティバルの公演収入は全体で3億元を突破 
   
  『中国商業演出票房報告』による（2014年6月6日北京商報－和訊：http://news.hexun.com/2014-06-06/165432290.html） 

2013年、中国の音楽コンサート産業市場規模は140億元。 
うちチケット興行収入が43.6億元。コンサート総ステージ数は1.65万回。 
 

2012年度（48.5億元）から比べてやや減少傾向にあるが、全体としては依然として良好な発展の勢いをキープしている。 
 
 『2014中国音楽産業発展報告』国家新聞出版広電総局の指導のもと、中国伝媒大学と国家音楽産業促進工作委員会が共同で発表。 

  中国経済網（2014年11月14日）http://www.ce.cn/culture/gd/201411/14/t20141114_3905292.shtml 
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1-2. 北京のコンサート市場データ（参考） 

2014年北京コンサート市場統計 
（北京市の主要商業性コンサート会場130箇所の統計データを北京演出行業協会がまとめた） 

捜狐娯楽ｌ 2015年1月19日： 
http://yule.sohu.com/20150119/n407896473.shtml 
 

2014年北京各種の商業性（営利性）のコンサート/ステージ公演回数は24,595回（前年比6.2％増）、 
来場者は1,012万人。興行収入は合計14.95億元（前年比3.7％増）。 
（うち音楽公演の回数は1,669回、来場者は238.2万人） 
 
チケット価格は・・・ 
--人民大会堂、首都体育館、工人体育館等の代表的な大型コンサート会場のチケット価格平均は578元、平均入場率85％。 
--国家大劇場、保利劇院、北展劇場などの代表的なマルチ総合劇場の公演チケット価格は平均325元、平均入場率86％。 

--各種コンサートの平均チケット価格は580元、平均入場率77.6％。 
--ミュージカル類の公演の平均チケット価格は213元、平均入場率79.7％。 
 

北京で2014年に年間200以上の公演を行った会場は47箇所。 
中央からの倹約令の影響もあり、2014年はクオリティの高い公演は少なくなかったが、大型スターが集うような 
華やかな公演は控えられる傾向にあった。 

参考 
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1-3. コンサートチケットの購入に関して 

コンサートやステージの公演チケットは、ネット購入が一般的。各会場窓口での販売もある。 

人気アーティストのコンサートでは、会場近くに多くのダフ屋が出ることもあり、偽物のチケットなどが問題になっている。 

チケット販売を行なっている主なサイト： 

 （公演情報も日々更新されている。 

  コンサートやステージだけでなく、スポーツ観戦や映画のチケットを購入できるサイトも多い。） 

 

【中国全国】（都市を選択して検索・購入できる） 

 ◆中国票務在線：http://www.piao.com.cn/  

 ◆永楽票務：http://www.228.com.cn/ 

 ◆大麦網：http://www.damai.cn/ 

 ◆中演票務通：http://www.t3.com.cn/ 

 ◆京東票務：http://piao.jd.com/ 

 

【北京メイン】 

 ◆首都票務網：http://www.piao88.com/ 

 

【上海メイン】 

 ◆東方票務：http://www.ticket2010.com/ 

 ◆51票務網：http://www.51piaozi.com/ 
 ◆上海票務網：http://www.sh-ticket.com/ 
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1-4. 北京の主なコンサート/ライブ会場 

北京の主なコンサート/ライブ会場 

会場名 住所 収容人数 概要 

北京首都体育館 海淀区西直門外白石橋5号 18,000 スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。 

北京工人体育場 
http://www.gongti.com.cn/ 

工人体育場北路 64,000 スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。 

万事達中心 

(元・五棵松体育館) 
http://www.mastercardcenter.com.cn/ 

海淀区復興69号 18,000 スポーツでは北京オリンピック会場や、ＮＢＡ中国戦等に使用され、
SUPER JUNIOR Avril、WESTLIFE等海外アーティストの公演も多い。 

中山公園音楽堂 
http://www.fcchbj.com/ 

西城区西長安街中山公園内 1,419 故宮・天安門に隣接。1942年建設のクラシックな音楽ホール。 

北京音楽庁 
http://www.bjconcerthall.cn/ 

西城区北新華街1号 1,024 クラシック音楽中心の荘厳なホール。1942建設。 

保利劇院 
http://www.polytheatre.com/ 

東城区東直門南大街14号 1,428 中国保利集団に属するボックスシート等もある高級な劇場。 

糖果TANGO 
http://weibo.com/clubtango 

和平西街79号 雍和宮橋路北50 座席なし スタンディング形式のライブハウス。 

MAO 
http://www.mao-music.com/ 

東城区鼓楼東大街111号 座席なし スタンディング形式のライブハウス。上海、昆明、重慶にもある。 

※大麦網に掲載されている北京のコンサート・ライブ会場、劇場の合計数は649。 
  http://venue.damai.cn/ 
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1-5. 上海の主なコンサート/ライブ会場 

上海の主なコンサート/ライブ会場 

会場名 住所 収容人数 概要 

上海体育場（八万人体育館） 徐匯区天鑰橋路666号 コンサート形式 

43,000 

スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。 

スポーツの試合では56,000人収容可能。 

上海大舞台 徐匯区漕溪北路1111号 12,000 八万人体育館の隣にある完全屋内のコンサート会場。 

嵐、安室奈美恵、濱崎あゆみ、w-inds等日本のアーティストがコ
ンサートを行なってきている。 

虹口足球場 虹口区東江湾路444号 35,000 スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。 

上海メルセデス・ベンツ文化中心 
http://www.mercedes-benzarena.com/ 

浦東新区世博大道1200号 18,000 上海万博の時に建設された大型コンサートホール。 

英語名：Mercedes-Benz Arena、別名：上海世博文化中心 

上海音楽庁 
http://www.shanghaiconcerthall.org/ 

黄浦区延安東路523号 1,122 1930年建設。クラシックコンサート中心の高級音楽ホール。 

上海東方芸術中心音楽庁 

http://cn.shoac.com.cn/ 

浦東新区丁香路425号 1，015 クラシック音楽中心のコンサートホール。少ホール（333席）もあり。 

MAO 

http://www.mao-music.com/ 

盧湾区重慶南路308号 座席なし スタンディング形式のライブハウス。北京、昆明、重慶にもある。 

浅水湾文化芸術中心 
http://t.qq.com/zark_ace 

普陀区宜昌路179号 Q-hall： 

立1000、座600 

小劇場： 

立500、座250 

日本のアーティストや声優もライブを行っている。 

育音堂 

http://www.yytlive.com/ 

長寧区凱旋路851号 座席なし スタンディング形式のライブハウス。小さめ。 

※大麦網に掲載されている上海のコンサート・ライブ会場、劇場の合計数は417。 
   http://venue.damai.cn/ 
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1-6. 2014下半期～中国で行われた日本アーティストのコンサート・ライブ 

2014年下半期～2015年2月、北京・上海で開催された 
日本アーティストのコンサート・ライブ（一部抜粋） 

タイトル/アーティスト 日程 場所 チケット金額（人民元） 備考 

KOTOKO 10周年記念ライブ 2014年7月27日 上海商城劇院 180、380、480、580、880 

逢坂良太ファンミーティング 2014年8月2日 浅水湾文化芸術中心 480、580（VIP） 

FMPO  cleanero  
アジアライブツアー上海公演 

2014年9月7日 浅水湾文化芸術中心 380、680（VIP） 

蛇足ワンマンライブ 2014年10月5日 浅水湾文化芸術中心 380、680 ニコ動で人気のアーティスト 

VoiceCollection03降臨  
野島健児と仲間たち 

2014年10月19日 浅水湾文化芸術中心 380、680 

日本鋼の魂超級機器人熱血演唱会 2014年10月25日 浅水湾文化芸術中心 580、1480 出演予定：福山芳樹、遠藤正明、米倉千尋、
笠原弘子、鮎川麻弥、添川智久、松澤由
美 

May’n 世界ツアー 

「dots and lines」 

2014年10月31日 上海商城劇院 380、580、680、880 11月2日に広州蓓蕾劇院で公演 

第1回 ANIMAO動漫文化節 2014年11月2日 

 

MAO LIVEHOUSE SHANGHAI 380（前売り）、 

450（当日）、580（VIP） 

川田麻美/黑崎真音/KOTOKO 

上原ひろみ・ジャズ三重奏音楽会 2014年11月20日 東方芸術中心 80、180、280、380、480、
680、880 

姫神2014 2014年11月29日 東方芸術中心 

2014赤西仁 上海コンサート 2014年12月20日 メルセデスベンツ・アリーナ 580、880、1280 

有里知花2014中国ツアー 2014年12月20日 浅水湾文化芸術中心 ２８０（前売り）、３５０（当日） 

Love Today—2015小野リサ 

上海バレンタインデー・コンサート 

2015年2月14日 上海大舞台（上海体育館） 180、280、380、580、880、
1280 

12月26日、広州星海音楽ホールで、 
1月1日、北京工人体育館で公演。 

※チケット販売情報を元に作成しているため、実際の公演の状況とは異なる場合もある。 
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1-7. 2014年下半期～中国で行われた韓国アーティストのコンサート・ライブ 

香港・台湾のトップアーティストは中国国内での人気が高く、大型のスタジアム等で公演が行われることが多い。 
欧米のアーティストたちも世界ツアーに中国公演を取り入れるケースが増えてきている。 
 

また、韓国アーティストも中国で積極的に音楽活動をしている。 
ファンミーティングやコンサートが行われれる会場は、ライブハウスから大型のスタジアムまで幅広い。 
同じレコード会社の所属アーティストが集結する大型コンサートなどは集客力も高い。 

タイトル/アーティスト 日程 場所 チケット金額（人民元） 備考 

IN SHANGHAI 2014年8月9日 浅水湾文化芸術中心 380、680、880、1280 もと神話メンバーの李珉宇。 

YG FAMILY 2014 GALAXY TOUR:POWER 
IN SHANGHA 

2014年8月30日 上海体育場 380、680、880、1280、
1780、2999 

10月19日に北京工人体育館で開催 
PSY、BIGBANG、2NE1、権志龍等 

 “2014 B1A4 Road Trip To Shanghai” 
世界ツアー上海公演 

2014年8月30日 上海国際体操中心 380、780、1080、1280 韓国の男性グループ（鄭真英、CNU（申
東佑）、燦多、BARO、攻灿） 

金賢重 2014コンサートツアー 北京公演 2014年9月19日 工人体育館 380、580、880、1280 広州体育館で8月30日開催 

2014張根碩（チャン・グンソク） 
中国ツアーファンコンサート 

2014年8月31日 上海大舞台 580、880、1280，1580 

SMTOWN LIVE WORLD TOUR IV IN 
SHANGHAI（韓国） 

2014年10月18日 上海体育場 580、780、980、1280 出演予定： 安七炫、BoA、東方神起、Super 
Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、张力
尹、Tasty、 Red Velvet 等 

2014MBC韓国音楽波流行盛典コンサート 2014年10月25日 国家体育場―鳥巣 280、380、580、1280、
1680、2014 

16組の韓国のトップアーティストたちが
参加。2PM、EXD、B.A.P等 

2PM WORLD TOUR GO CRAZY  
IN BEIJING 

2014年11月1日 首都体育館 480、680、980、1280 

鄭俊英(JUNG JOONYOUNG)  
 DEMO LIVEツアー 北京公演 

2014年11月14日 北京展覧館劇場 280、380、580 

2014 T-ARA上海クリスマスコンサート 2014年12月27日 上海国際体育中心 380、680、980、1380 

GIRLS’ GENERATION 1st FAN PARTY
「Mr.Mr.」in SHANGHAI （少女時代） 

2015年1月3日 メルセデスベンツ・ 
アリーナ 

280、480、680、980 1月4日、広州国際体育演芸中心で開催 

BIGBANG太陽TAEYANGソロツアー  
上海公演 

2015年1月24日 上海大舞台 680、880，1280 

SUPER JUNIOR WORLD TOUR  
'SUPER SHOW 6' IN SHANGHAI 

2015年2月7日 メルセデスベンツ・ 
アリーナ 

580、980、1280  

2014年下半期~2015年2月 韓国アーティストの北京・上海公演（一部） ※チケット販売情報を元に作成しているため、 
実際の公演の状況とは異なる場合もある。 
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1-8. 音楽祭：一覧 

近年、中国で「音楽祭」が一種のブームに。 
 

従来のクラシックやジャズの音楽祭だけでなく、野外フェスなどの大型ロックフェスが増え、人気となっている。 

音楽祭 時期/開催地 内容 

北京国際音楽祭 
http://www.bmf.org.cn/ 

北京・秋 1998年に第1回が開始され、年1回北京で秋に開催されている。 
文化部、北京市委員会、市政府によって批准された大型国際音
楽イベント。クラシック音楽や伝統民族音楽中心。 

迷笛音楽祭（Midi Music Festival） 
http://www.midifestival.com/ 
 

北京/上海 
4月末～5月初 

深圳：14年末年越し 

2000年に北京でアンダーグラウンドロックの音楽フェスとしてス
タート。 
年々規模が大きくなり、海外アーティストも数多く参加。 
北京の他に、上海、深圳、長江、太湖で開催している。 

草苺音楽祭 
 
http://www.modernsky.com/index.php/News/info/id/1647.html 

2014年、北京/上海は 
4月末～5月初 

順次各年で開催 

「摩登天空音楽祭」から継承して2009年にスタートした屋外音楽
フェスティバル。2014年は北京、上海など12都市で開催され、
664組のアーティストが参加した。 

ジャズ上海フェスティバル 
http://www.jzfestival.com/ 

上海・10月 2005年からスタートしたジャズフェスティバル。上海の複数会場
で開催される。海外アーティストも数多く招聘しており、これまで
に小野リサ等が参加。2014年に第10回が開催された。 

熱波音楽祭 
http://www.myzmf.com/ 
http://www.myzmf.com/fqrb/ 

成都 
4月末～5月初 

2012年に成都で開催された野外ロックフェスティバル。 
2013年は成都、上海、深圳で、2014年は上海で開催。 
2014年の上海には韓国のSTARTLINEとFTISLANDが参加。 

張北草原音楽祭 
http://www.zbcyyyj.com/ 

河北省 
7月 

河北省の草原で夏に行われる野外フェス。10年の歴史を持つ。 
海外アーティストも参加。 
2014年度の公演スケジュール：http://www.tiannv.com/html/special/2014musicfestival/ 

中国における主な音楽祭 
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《営業性演出管理条例》（営利性コンサート管理条例） 2008年7月22日 国務院発布 
 中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=65285&cid=55 
 

海外及び香港・台湾と関連して行う営利コンサートの管理強化。 
 1. プロモーターの資質に関する査定強化 
 2. コンサート内容の査定強化 
 3. 海外及び香港・台湾の団体/個人アーティストの査定強化 
 4. 実施機関及び委託・投資機関の権利義務関係査定に対する強化 
 5. コンサートの巡回監督・管理に対する強化 
 6. コンサート活動の現場における監督・管理の強化 
 7. コンサート市場情報通報制度と信用記録表の制度 

1-9. コンサートに関する条例 

《営業性演出管理条例実施細則》（営利性コンサート管理条例実施細則）  
 2009年8月28日 文化部発布、2009年10月1日より施行 
 中華人民共和国中央人民政府： http://www.gov.cn/gzdt/2009-09/03/content_1408312.htm 

《文化部辨公庁関於貫徹《営業性演出管理条例実施細則》的通知》 
（文化部辨公庁による《営利性コンサート管理条例実施細則》貫徹に関する通知）  
 2009年11月6日 文化部発布   中華人民共和国中央人民政府： http://www.gov.cn/zwgk/2009-11/11/content_1461732.htm 

《文化部辨公庁関於印発《営業性演出審批規範》及《営業性演出申報審批相関文書格式（样本）》的通知》 
（文化部辨公庁による《営利性コンサート申請批准規範》及び《営利性コンサート申請審査関連書類フォーマット（見本）》に関する通知》  
 2011年9月5日 文化部発布    中華人民共和国中央人民政府： http://www.gov.cn/zwgk/2011-09/07/content_1942614.htm 

《文化部辨公庁関於開展《営業性演出管理条例》及其実施細則評估工作的通知》 
（文化部辨公庁による《営利性コンサート管理条例》及びその実施細則に対する評価作業の通知）  
 2011年11月29日 文化部発布     蒼溪県旅遊局： http://www.sdwht.gov.cn/html/2011/whsc_1219/1729.html 

《文化部関於加強演出市場有関問題管理的通知》（文化部によるコンサート市場に関する問題管理強化の通知） 
 2011年12月7日 文化部発布    中華人民共和国文化部：http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201112/t20111213_27585.html 

《文化部関於做好取消和下放営業性演出審批項目工作的通知》 
（文化部は営利性コンサート申請批准項目の取消及び委譲の実施に関する通知）  
 2013年6月6日 文化部発布    中華人民共和国中央人民政府： http://www.gov.cn/zwgk/2013-06/17/content_2427452.htm 
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2.アニメ/ゲームイベント 
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イベント名称 
開催地 

開催期 
説明 

中国国際動漫節 

http://www.cicaf.com 

杭州 

5月 

現在中国最大級のアニメ・漫画イベント。2005年が第1回目。年１回。 

主催：国家広播電影電視総局  浙江省人民政府 

実行：杭州市人民政府、浙江省广播電視局、浙江広播電視集団 

中国北京国際文化創意産
業博覧会（ “文博会”）

http://www.iccie.cn/ 

北京 
2015年10月29日

～11月1日 

2006年から開始し、2015年に第10回開催。国務院の批准により、文化クリエイティ
ブをテーマとした大型国際文化経済貿易交流会。 

主催：文化部、国家新聞出版広電総局、北京市政府 

実行：北京市貿促会 

中国国際動漫遊戯博覧会 

CCGエキスポ 

http://www.ccgexpo.cn/ 

上海 7月 

2005年が第1回。第10回は2014年7月10日～14日上海世博展覧館で開催された。 

主催：文化部 上海市人民政府 

実行：上海市文化広播影視管理局、上海東方伝媒集団有限公司（SMG）、 

   上海文化広播影視集団有限公司、（上海）国家動漫遊戯産業振興基地 

長春国際動漫芸術節 

http://www.dbdm.com.cn/ 

吉林 長春 

6月 

ChinaJoyコスプレコンテストの河東地区予選や、アニメ・漫画・ショートムービーの
コンテストなど。 

主催：中共吉林省委宣伝部、長春市人民政府、吉林省文化庁、ChinaJoy組委会 

共催：中共長春市委宣伝部、長春市文学芸術界聯合会、吉林動画学院、 

    吉林動漫集団 

雲南昆明動漫節 
雲南 昆明 

8月 

第7回2014年8月9日～14日開催。メインのコスプレコンテスト等。 

主催：雲南省文化産業発展領導小組弁公室、雲南省文化庁、 

    雲南省広播電視局、中共昆明市委宣伝部 

労働節や夏休みなどの休み時期に合わせた「アニメイベント」は各地で人気だ。 

国家機関が主催する大型イベントだけでなく、特定のアニメ作品ファンが集うようなコアなイベントや、コミケのような 

同人イベントも盛んになってきている。 
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イベント名称 
開催地 

開催期 
説明 

上海ComiCup魔都同人祭 

http://www.comicup.cn/ 

上海 

年2回 

同人誌イベント。日本のコミケに近いイベントで、コスプレも盛ん。 

年2回の大型イベント以外に、作品ごとの愛好家が集まる小規模イベントも開催。 

中国国際玩具展 

http://www.shcnlm.com/toys/ 
上海 10月 

2001年から開始したおもちゃ展。 

第14回の2015年は、おもちゃ展と合わせて教育設備の展示も行われる。 

主催：中国玩具和嬰童用品協会  実行：中工美国際展覧有限公司 

 2-2. アニメイベント：一覧 ② 

上記に限らず、大小様々なアニメ・漫画イベントが中国各地で開催されている。 
 

広州国際動漫周（3月）、福州動漫展（4月）、大連動漫展（5月末）、成都icomic同人祭（5月）、 
上海卡通総動員(SAF)、穗港澳ACG動漫展（2012年年末が最後）等。 

 
開催の有無や時期は年によって変わる場合がある。 
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イベント名称 
開催地 

開催期 
説明 

中国国際数碼互娯楽産品 

及技術応用博覧会 

（Ｃｈｉｎａ Jｏｙ） 

http://www.chinajoy.net/ 

上海 7月 

国内最大のゲームショー。第12回は2012年7月31日～8月3日に開催。 
国際規模のデジタルゲーム博覧会。内外のゲーム企業がブースを出展。 
ビジネスデーもあり。 
 
指導機関：新聞出版総署、商務部、科学技術部、工業和信息化部、 
    教育部、広電総局、体育総局、国家版権局、上海市人民政府 等 
主催機関：中国出版工作者協会遊戯工作委員会、上海市新聞出版局 
       北京漢威国際展覧公司 

中国ゲーム開発者大会 

（CGDC） 
http://www.chinagdc.com.cn 

上海  
2015年7月30日～31日 

China Joyと同時期に開催。ゲーム開発者の交流/研究会。 
2015年は中韓ゲーム開発者日や日中ゲーム開発者日が設定されている。 

中国国際網絡文化博覧会 
（China International Digital Content Expo.）
http://www.15666.com/special/digichina2014/ 

 

北京 10月 

国際インターネット文化博覧会。通称「網博会」。 

第12回が2014年10月17日～20日、北京展覧館で開催された。 

主催：文化部、科学技術部、工業和信息化部、国家新聞出版広電総局、 

 国務院新聞辨公室、中国共産主義青年団中央委員会、北京市人民政府 

 2-3. ゲーム関連イベント：一覧 

毎年ゲーム関連のイベントが中国国内でいくつか開催されるが、その中でも最大規模なのが「Ｃｈｉｎａ Jｏｙ」。 
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3. テレビ祭/映画祭一覧 
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1986年に「アジア最大のテレビ番組及機材交易市場」を目標に「上海国際友好城市電視節（第一回上海国際電視節）」が 
創設。現在中国最大のテレビ見本市「上海電視節（テレビ祭）」となっている。 

テレビ祭名称 
開催地 

開催期 
説明 

上海電視節 

http://www.stvf.com/ 

上海  
2015年6月8日～

12日 

1986年に開始され、2015年で第21回目を迎える。 
主催：国家新聞出版広電総局、上海人民政府 
実行：上海市文化広播影視管理局/上海文化広播影視集団 
優秀番組に授与される「白玉蘭賞」や、番組交易のプラットフォーム、 
新メディア・機材見本市、専門フォーラムなど、国際的なテレビ祭となっている。 

四川視節 
http://www.sctvf.com/ 

四川 11月 

1991年に創設され、2015年に第13回開催。 
主催：国家新聞出版広電総局、四川省人民政府 
実行：四川省広播電影電視局、四川広播電視台 
国際的な映像番組交易マーケットの他、優秀番組に「金熊猫」賞を授与等。 

中国金鷹電視芸術節 
湖南・長沙 

5月 

金鷹賞は1983年に雲南昆明で開始。1997年第15回より「大衆電視金鷹賞」を 

「中国電視金鷹賞」として、中宣部批准による観客の投票で選ぶ全国で唯一の 

テレビ芸術賞となる。（近年では隔年で開催） 

2014年に第27回金鷹賞評選/第10回中国金鷹電視芸術祭を開催。 

http://www.hunantv.com/v/1/57007/ 

 3-1. テレビ祭：一覧  

その他、「中国大学生電視節」：主催・中国電視芸術家協会、中国伝媒大学。2014年に第5回が開催された。 
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映画祭名称 
開催地 

開催期 
説明 

上海国際電影節 

（Shanghai International Film Festival） 

http://www.stvf.com/ 

上海  
2015年 

6月13日～21日 

中国で唯一FIAPFから認可された国際A級映画祭。2012年第18回開催。 
主催：国家新聞出版広電総局、上海人民政府 
実行：上海市文化広播影視局、上海文化広播影視集団 
 
マーケットでは映画作品の交易だけでなく、映画プロジェクトの投資や合作の 
マッチングも行われている。 
 
◆毎年「上海国際映画祭」期間中に「日本映画ウィーク」が開催され、 
 日本映画の上映が行われている。 
 「2014上海・日本映画週間」（上映時間：2014年6月14日～22日） 

北京国際電影節 

（Beijing International Film Festival） 
http://www.bjiff.com/ 

北京  
2015年 

4月16～23日 

2011年4月に第1回目が開催され、2015年が第5回目。 
主催：国家新聞出版広電総局、北京人民政府 
実行：国家新聞出版広電総局、北京市新聞出版広電局（北京市版権局） 
 
国際的な映画の上映だけでなく、国際フォーラムや映画の交易も行われる。 

中国長春電影節 

（C.I.F.F） 
 

長春 8月 

1992年に創設され、隔年で開催。2014年に第12回。 
中国映画（作品、制作者、俳優）を表彰する映画祭で、「金鹿賞」を授与。 
主催：広播電影電視部、吉林省人民政府、長春市人民政府 
実行：長春市人民政府、広播電影電視部電影事業管理局、吉林省文化庁、 
    中国電影発行放映輸出輸入公司、中国電影合作制片公司、 
    長春電影制片廠 

 3-2. 映画祭：一覧  

その他に「北京大学生電影節」、「中国西部国際電影節」（http://www.xibudxsdyj.com/）等。 
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アンケート返送先: <FAX> 03-5572-7044 ／ <e-mail> SIC@jetro.go.jp 
日本貿易振興機構 サービス産業部 クリエイティブ産業課宛 

ジェトロでは、標記調査を実施しております。報告書をお読みになった感想について、是非アンケートにご協力をお願い致します。 
今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■ 質問１：今回、本報告書での内容について、どのように思われましたでしょうか？（○を一つ） 
         4:役に立った     3:まあ役に立った     2:あまり役に立たなかった     1:役に立たなかった 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

■ お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

※ ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/） に基づき、適正に管理運用させて 
   いただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップ 
   のために利用いたします。 
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