
 

2017年 5月 31日 

展示体感イベント開催のご案内 

台湾を代表するブランド 33 社 76 製品を一堂に展示 

「2017 TAIWAN EXCELLENCE in Tokyo」開催 
～台湾をもっと好きになる出会いがたくさん～ 

 
台湾貿易センター（TAITRA）は、2017年 6月 16日(金)から 18日（日）までの 3日間、台湾を代表するブラン

ド製品を一堂に集めた展示体感イベント「2017 TAIWAN EXCELLENCE in Tokyo」を丸の内の商業施設「ＫＩＴＴＥ」

にて開催します。 
 

本イベントは、2017年度に優れた台湾ブランド製品に贈られる賞「TAIWAN EXCELLENCE」※を受賞した製品

の中でも選りすぐりの台湾ブランドを展示、体験できるイベントとして毎年世界各国で開催されています。日本

では 2014年に福岡で開催を始めて以来、各分野で注目を集めており、今年で 4回目の開催を迎えます。 
 

第 4回となる本イベントでは、33社 76製品の「TAIWAN EXCELLENCE」受賞製品が展示されます。世界初の

VR対応バックパック PCや世界最薄のゲーミングノートなど最先端技術を駆使した IT機器をはじめ、世界シェ

ア 1/3 を占めるサックス、自転車、家電、産業用製品、日用品、玩具、スポーツウェアなどの衣料品に至るまで、

各分野の新製品や技術、意匠について知ることができます。さらに、実際に手にとって触れることができる体験

展示ブースのほか、台湾製サックスの演奏や台湾式獅子舞によるパフォーマンス、台湾旅行や受賞製品が当

たる○×クイズなどを実施し、様々な角度から「台湾ブランド」の新たな魅を発見できる場となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

＜期 間＞ 6月 16日（金）～18日（日）11：00～20：00 

＜会 場＞ ＪＰタワー商業施設 「ＫＩＴＴＥ」 1階 アトリウム（千代田区丸の内 2-7-2） 

＜料 金＞ 入場無料 

＜主 催＞ 中華民国経済部国際貿易局 

＜実 施＞ 台湾貿易センター 

＜内 容＞ ・「TAIWAN EXCELLENCE」受賞製品の展示・体験、出展社によるトークイベント 

・台湾で活躍する女優 田中千絵さんスペシャルトークショー 

・日本人サックスプレイヤーによる「TAIWAN EXCELLENC」受賞サックスの演奏（16日金曜日） 

・台湾式獅子舞パフォーマンス（17日土曜日、18日日曜日） 

・台湾にまつわる景品がもらえる○×クイズ大会 

＜出展社（予定）＞ 「TAIWAN EXCELLENCE」受賞製品 33社 76製品の展示 

ACER / ASUSJAPAN / ADATA Technology / BESV/ Cyberlink / Delta / MSI / TATUNG 

/Transcend / Pacific Cycles / TOKUYO など 

＜一般の問合せ＞ 台湾貿易センター 東京事務所 03‐3514‐4700 
 
 ※「TAIWAN EXCELLENCE」は、中華民国経済部（日本の経済産業省に相当）が優れた台湾ブランド製品に

贈る賞。過去に日本でも知られている自転車産業のジャイアント、メリダ、ストライダ、情報通信産業の Acer、

ASUS、HTCなどが「TAIWAN EXCELLENCE」賞を過去に受賞しています。 
 
※会期中には、開会式典を始めステージイベントを行います。そちらに関しては別途ご案内いたします。 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者様のお問合せ先＞ 
PR事務局（共同 PR 内） TEL：03-3571-5236 FAX：03-3574-9364 

MAIL：taitra-pr@kyodo-pr.co.jp  担当：木之内、高橋、伊藤 

〈2016 年 10 月開催模様〉 

mailto:aitra-pr@kyodo-pr.co.jp


 

■TAIWAN EXCELLENCE（台湾エクセレンス）について 

台湾エクセレンスのシンボルは、世界中のユーザーに素晴らしい価値を届ける最も

革新的な台湾の製品に付与されます。このシンボルが付された製品はすべて、研究

開発、設計、品質、マーケティング、製造におけるその卓越性に基づいて台湾エクセ

レンス賞に選出されています。1992 年に中華民国経済部（日本の経済産業省に相当）

によって始められた台湾エクセレンスのシンボルは、102 カ国で認知されています。 

また、「TAIWAN EXCELLENCE」展示体感イベントは、毎年世界各国で開催され、各

分野で注目を集めています。今年も世界 33都市で開催する予定です。 

  

■中華民国経済部国際貿易局 

中華民国経済部の国際貿易局（BOFT）は外国貿易と経済協力に関連する政策と規定の実施を担っていま

す。1969年 1 月に設立された BOFT の役割と位置づけは、変化し続ける世界の経済と貿易環境のニーズを満

たすべく定期的に調整されてきました。BOFT は国内外における数々の貿易関連プロモーションプロジェクト・イ

ベントにおいて中華民国対外貿易発展協会（日本での名称は台湾貿易センター、略称 TAITRA）を指導し、協

力しています。数十年にわたりTAITRAと緊密な連携を保っているBOFTは、ビジネス、貿易および投資に関連

する重要な政府プロジェクトを今後も引き続き TAITRA に委託し、あらゆる面から台湾の海外プロモーションを

行っていきます。 

 

■台湾貿易センター（TAITRA）について： 

台湾貿易センター（TAITRA）は、1970 年に台湾の対外貿易推進を目的に、台湾政府と業界団体の支援によ

り設立された日本の日本貿易振興機構（JETRO）に相当する非営利公的貿易振興機構です。台北本部名称は

中華民国対外貿易発展協会といい、台湾国内 4 ケ所の事務所と世界各地にある約 60 の海外事務所をネット

ワークして、台湾企業・メーカーの国際競争力の強化、海外企業のビジネスマッチング、世界市場への進出、

外国企業の台湾調達、投資及び技術協力提携などサポートしています。 

 

■会場 KITTEについて： 

ＫＩＴＴＥは、東京駅丸の内南口目の前に位置する商業施設です。地下 1 階から地上 6 階には約 100 店舗の

ショップやレストランが軒を連ねるほか、「東京中央郵便局」や「ＪＰタワー ホール＆カンファレンス」、観光情報

センター「東京シティアイ」、学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」などが併設されていることも特徴

です。 

１階アトリウムは日中、自然光が差し込む、吹き抜けが印象的なスペースです。施設への来館者に加え、近

隣のオフィスワーカーや国内外からの旅行者など、毎日丸の内を楽しむ多くの方が行き交うことから、国内外

に広く発信される大々的なキャンペーンの拠点として、年間を通じて、様々なイベントが開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾エクセレンスマーク 



 

■注目製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名：微星科技  (英）Micro-Star INT'L CO, LTD. 

商品名：「VR One 7RE-002JP」 ブランド名：MSI 

VR向けバックパック型 PC「VR One」は、VR対応 HMDに装備されているケーブルを引

きずることなく、VR 体験が楽しめます。また、背中との間に空間をつくり熱が伝わりにく

い設計を採用するなど、快適に着用できるよう人間工学に基づき設計されています。

本製品は、CPU にインテル第 7 世代 Core i7-7820HK（2.9GHz）、メモリ 32GB

（DDR4-2400）、GPUは GeForce GTX 1070、ストレージに NVMe対応 SSD 512GBを搭

載しています。 

社名：張連昌薩克斯風有限公司  （英） Lien Cheng Saxophone Co, LTD 

商品名：「銀・白銅テナーサックス」 ブランド名：LC Sax 

およそ 60年以上にわたり培ってきたサックス製造のノウハウと技術によって、美しい音

色、正しいピッチ、高い操作性など、演奏者の要望に応えるサックスを提供していま

す。 

社名：太平洋自行車股份有限公司  （英） Pacific Cycles, Inc. 

商品名：「NEW HANDY」  ブランド名：Pacific Cycles 

2010 年から研究開発を重ね完成した新たな折りたたみ自転車で、最適なフィッテイン

グができるよう様々な調整を行えるようになっています。持運びも簡単にできるコンパ

クトサイズで、サスペンションも標準装備。電動パワーアシストもオプションにより設定

可能です。 

社名：華碩電腦股份有限公司  （英）ASUS JAPAN Inc. 

商品名：「ZenFOne AR」  ブランド名：ASUS 

世界初の AR+VR技術の両方に対応するスマートフォン（2017年 1月時点）。高音質音

源「ハイレゾ」によりパワフルな音を楽しめます。また、カメラ「TriCam（トライカム）シス

テム」も充実しており、AR（拡張現実）技術に対応した 2,300 万画素のメインカメラ

「ZenFone AR」のほか、場所や動きを感知する「モーショントラッキングカメラ」、対象物

の距離や奥行きを測るための「深度認識カメラ」の 3つを搭載。これにより、目で見てい

るかのように周りの環境を認識でき、リアルな AR体験を実現します。 



 

■ステージイベント 

【6月 16日（金）】 

・12：30～12：35 開幕式、台湾で撮影を行った田中千絵さんのムービー放映 

・12：35～12：45 田中千絵さんスペシャルトークショー 

・15:00～15：30 サックス奏者 寺地美穂さんによる「TAIWAN EXCELLENCE」受賞サックス演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【6月 17日（土）、18日（日）】 

・14:00～14：15 （両日） 台湾式獅子舞パフォーマンス 

サックス奏者 寺地美穂 

札幌出身、6 歳からクラシックピアノをはじめ、高校の吹奏楽部でアルト・サックスを

始める。ニューヨーク留学中にライヴ・ハウスなどで演奏活動を始め、帰国後もライ

ブ活動を積極的に行う。2011 年、伊坂幸太郎／原作、ラサール石井／演出の舞台

「オーデュボンの祈り」で女優デビュー。3 サックスユニット sax triplets(サックス・トリ

プレッツ)のメンバーとしてサックス専門誌「サックスワールド」で音源&譜面付き連載

を担当。2016 年メジャーデビューアルバム「Beautiful Magic」をリリース。米米 CLUB

のフラッシュ金子がプロデュースを担当し、世界的に活躍するドラマー、屋敷豪太ら

豪華ミュージシャンが参加するスムース・ジャズ・アルバムとして話題になる。 

女優 田中千絵 

1996 年日本でデビュー。言葉の重要さが今後女優業を続けていくうえで、とても大切な

要素のひとつであると考えるようになり、2006 年一念発起し、本格的に中国語を学ぶべ

く単身台湾へ留学。日本帰国を決めていた直前魏德聖監督からオファーがあり、『海角

七號』の中に日本語と中国語がしゃべれる“友子”役を演じることになった。台湾映画

『海角七號』は台湾映画史上の興業記録を達成し、大ヒットになった。田中千絵もこの映

画で台湾のアカデミー賞と言われる「金馬獎」最優秀新人賞をノミネートされた。その

後、田中千絵は自分への挑戦を続けて、台湾以外も中国のドラマや映画の撮影をし、

中華圏での発展を積極的に行っている。※アミューズ台湾所属 

 


