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旅奇総合マーケティングは1988年に成立、台湾地域の旅行市場における宣伝・推進の活動に

30年以上取り組んでおり、業務内容はインターネットや雑誌媒体、マーケティングまで拡大しました。

また、「国際マーケティング部・日本チーム 」は10年以上の実務の経験を持っています。旅行業界

における最高のマーケティング戦略パートナーになろうと目指しています。

最強なビジネスパート

最大なプロモーション効果

日本旅行好き、日本語堪能なネーティブスタッフを集め、台湾人目線でトラベル関連商品

の企画から、広告設計、メディア宣伝、市場での推進まで、最高のアイディアとマーケティング方法

を提供し、最大のプロモーション効果を図ることをお手伝いします。

最高なモチベーション

数年来様々な旅行関連推進活動を支援しつづけ、台湾における外国の旅行推進機構や、航

空会社、旅行会社とよい関係を保っています。

旅奇総合マーケティング「国際マーケティング部・日本チーム 」は「日本旅行大好き！」な気持ち

を持ち続け、日本の地方の魅力をアピールします。

経営理念・会社概要ABOUT US



SERVICE 各種取扱サービス

日本プロモーションチーム業務内

容

CONTENTS

ウェブサイト • ホームページコンテンツ執筆・設置・運営

• ネットリサーチ （インターネット調査）

• Web広告出稿

• SNS情報発信

• ドメイン取得

デザイン制作 • Webデザイン（サイト、バナー、イラストなど）

• ノベルティの製作

• パンフレットなどの紙媒体のデザイン・製作

• PR動画や映像などの制作・企画

• 記者会見・一般人観光客向けセミナーの企画・実行

• 旅博やフェアなどのブースに出展協力

• 着ぐるみスタッフの派遣

• PRイベント・催事等に関するプロデュース・

ディレクション

催事・イベント

• 屋外広告（街頭ビジョン・車体広告など）

• 駅看板・駅映像媒体・電飾看板など

• 電車広告（電車中吊り広告・ステッカー広告・ラッピン

グ（車体・車両）広告など）

• バス広告・タクシー広告など

OOH

• 総合マーケティング企画

• WEBに関するプロモーション企画

• 企業のイメージ包装・ブランドの定位

• KOL ・インフルエンサー・メディアの招請

• 各媒体を活用したPRプラン企画

• メディアキャラバン

• 大手ネット媒体・新聞誌・雑誌の記事広告代理

その他

ヒアリング・分析・ニーズ把握1 企画のご提案・お見積2 プロジェクト実施3 実施結果のご報告・解析・改善のご提案4

WORK FLOW  業務のフロー

• 自治体、事業者向け観光レップ事業/觀光業務代理

• 観光説明会・商談会などの開催

• 出張同行・セールス訪問

• ファムツアー

旅行会社向け



旅行業界専門雑誌「旅奇週刊誌」、旅行専門ニュースサイト「旅遊傳媒」、及びFacebook「日本旅行情報局」

などのメディア媒体を立ち上げ、多様なプロモーションサービスを提供します。

Travel Rich Weekly 《旅奇週刊誌》
B2B

毎週月曜日発行、毎週発行部数約8万部。

台湾と中国を中心に、旅遊局、航空会社、旅行会社、ホテ

ル、地方政府、ショッピングセンターなど旅行業界関係者の人

に読まれています。旬の話題から、観光の未来像まで、様々

な観光にまつわる話題を読者に紹介していきます。日本コラム

も毎週掲載されています。

毎週8万部発行！台湾三大旅行業界専門紙の一つ

B2C
旅行専門ニュースサイト「旅奇伝媒」

プロな旅行情報メディア及びニュースコンテンツプロバイダーです。

掲載されるニュースは、Line Today(台湾の（ラインニュースサー

ビス）、Hinet News、Chinatimesなどにも同時に流されます。

2021年最新立ち上げの総合旅行情報メディア

B2C

Facebookページフォロワー数は27万人超えます。台湾人目線

で、日本に関する情報を発信しています。ターゲットは日本旅

行好き、土産、雑貨などに興味を持っている方々です。

検索しやすいウェブサイトは、観光スポットや宿泊施設、グルメ

などに関する詳しい文章を掲載しています。

Webメディア「日本旅行情報局」

フォロワー数27万人超！最新の旅行情報や取材リポート毎日発信

自社媒体概要MEIDA LIST

ホームページ

ホームページ

Facebookページ

ウェブサイト

誌面の掲載内容は「旅奇週刊誌 」ホームページからもデジタル版を閲覧可能

https://www.facebook.com/lovejapantrip/
https://www.lovejapantrip.tw/index.aspx
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/
https://www.tromnimedia.com/
https://www.tromnimedia.com/
https://www.facebook.com/lovejapantrip/
https://www.facebook.com/lovejapantrip/
https://www.lovejapantrip.tw/index.aspx
https://www.lovejapantrip.tw/index.aspx
https://www.facebook.com/lovejapantrip/
https://www.lovejapantrip.tw/index.aspx


観光レップ事業EVENT・EXHIBITION・SEMINAR実績一覧EXPERIENCES

2017年～2022年 愛媛県のレップ事業

2021-2022年 長崎県のレップ事業

SUBJECT

WORKS CONTENT

旅行社セールス／商品造成の協力／現地旅行博のやイベントの

開催・運営／プロモーション活動の企画・実行/ノベルティの制作

旅行社セールス・リリース配信 ・ 旅行博や商談会の開催
商談会の開催・OOHの掲載・一般人向けの観光セミナー・メディアでの露出・旅行社セールス等々

旅行博のブース運営・OOHの掲載・一般人向けの観光セミナー・メディアでの露出・SNSの管理運営・オンラインキャンバスの実施・旅行社セールス・市場調査・情報収集等々

https://www.facebook.com/lovejapantrip/posts/4941336015919232


イベント開催・出展協力EVENT・EXHIBITION・SEMINAR実績一覧EXPERIENCES

2016年～2019年 日本旅館100選説明会及び商談会 運営支援

《日本100選温泉旅館》繁体字版を再編集・翻訳し、商談ツールとして現場配布。

2020年 佐賀県台湾ランタンフェスティバル出展

ランタン師とコーディネートし、佐賀県ランタンを製作・展示します。PRブースでアンケート調査・ノベルティ配布などをします。

SUBJECT

WORKS CONTENT

会場とのコーディネート／講者との交渉／プレゼン資料の整理／事

前宣伝／参加者を募集／メインビジュアル・製作物のデザイン／イ

ベント備品と装飾品の用意／イベント用品の輸入通関手続き／

国内輸送の手配の代行／MC・通訳スタッフの派遣

一般人向けイベント ・ 出展協力 ・ 旅行博や商談会の開催



2013年 弊社のアドバイズで、阪急阪神パスが台湾初「ITF台湾国際旅行展」で

チケットの現地販売を実施し、絶好調でした。今でも販売し続けます。

2018年 愛媛県台中フローラ世界博覧会出展

ブースのデザイン・制作・施工・運営を行われます。愛媛県から台中まで「さくらひめ」を運び（展示期間14日間の状態管理）、飾りました。

SUBJECT

WORKS CONTENT

会場とのコーディネート／講者との交渉／プレゼン資料の整理／事

前宣伝／参加者を募集／メインビジュアル・製作物のデザイン／イ

ベント備品と装飾品の用意／イベント用品の輸入通関手続き／

国内輸送の手配の代行／MC・通訳スタッフの派遣

一般人向けイベント ・ 出展協力 ・ 旅行博や商談会の開催

イベント開催・出展協力EVENT・EXHIBITION・SEMINAR実績一覧EXPERIENCES



2009年～2019年 JR北海道一般人向け観光セミナー 台湾で10年連続開催

2016年 東京ディズニーリゾート「ジェラトーニワゴン」台北に展示2018年 千葉県が台湾「2018桃園農業博覧会」へ参加 URL

SUBJECT

WORKS CONTENT

会場とのコーディネート／講者との交渉／プレゼン資料の整理／事

前宣伝／参加者を募集／メインビジュアル・製作物のデザイン／イ

ベント備品と装飾品の用意／イベント用品の輸入通関手続き／

国内輸送の手配の代行／MC・通訳スタッフの派遣

一般人向けイベント ・ 出展協力 ・ 旅行博や商談会の開催

イベント開催・出展協力EVENT・EXHIBITION・SEMINAR実績一覧EXPERIENCES

https://www.pref.chiba.lg.jp/nousui/press/2018/2018touenkekka.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/nousui/press/2018/2018touenkekka.html


紙媒体制作PRINT MEDIA

2019年 滋賀県長浜市・米原市・彦根市（びわ湖・近江路観光圏活性化協議会）観光冊子
SUBJECT

WORKS CONTENT

紙媒体の企画・制作

冊子／パンフレット／ リーフレット／チラシ

／ポスターなど

コンテンツ執筆 ・ 翻訳 ・ デザイン

デジタル版URL

2019年 長崎県リフレット2019年 立山黒部繁体字ポスター URL 2019年 佐賀県観光冊子（データを毎年定期的に更新）デジタル版URL

実績一覧EXPERIENCES

https://www.promotions.com.tw/biwako/images/biwako-2019.pdf
https://www.promotions.com.tw/biwako/images/biwako-2019.pdf
http://www.nagasaki-tabinet.com.tw/images/about/pdf/12Nagasaki-Fun-Travel.pdf
http://www.nagasaki-tabinet.com.tw/images/about/pdf/12Nagasaki-Fun-Travel.pdf
https://www.lovejapantrip.tw/BPicture/Download_file/Download_file_000005.pdf
https://www.lovejapantrip.tw/BPicture/Download_file/Download_file_000005.pdf


SNS運用代行SNS OPERATION SERVICES

投稿代行／コメントとメッセージの対応／最新情報更新／画

像編集／ターゲット層の分析／コンテンツの企画・制作／アクセ

ス解析

SUBJECT

繁体字Facebook・公式サイト等の運用代行

WORKS CONTENT

岩手県

繁体字Facebookページ

大阪観光局

繁体字Facebookページ

繁体字Facebookページ繁体字Facebookページ

英語Facebookページ

簡体字微博

繁体字公式サイト

佐賀県観光連盟 長崎県観光連盟

繁体字Facebookページ

繁体字公式サイト

JR北海道

実績一覧EXPERIENCES

https://www.facebook.com/japaniwate.tw/
https://www.facebook.com/japaniwate.tw/
https://www.facebook.com/loveosaka/
https://www.facebook.com/loveosaka/
https://www.facebook.com/asobosaga.tw/
https://www.facebook.com/asobosaga.tw/
https://www.facebook.com/hokkaidotrip/
https://www.facebook.com/hokkaidotrip/
https://www.facebook.com/hokkaidotravel/
https://www.facebook.com/hokkaidotravel/
https://www.weibo.com/hokkaidotrip
https://www.weibo.com/hokkaidotrip
https://www.asobo-saga.tw/
https://www.asobo-saga.tw/
https://www.facebook.com/Nagasaki.tw/
https://www.facebook.com/Nagasaki.tw/
http://www.nagasaki-tabinet.com.tw/
http://www.nagasaki-tabinet.com.tw/


ホームページ作成WEBSITE DESIGN

東北海道釧路・帯広・網走三市 滋賀県長浜市・米原市・彦根市

山陰山陽PRタイガーエア台湾佐賀－台北線PR

内容の編集／画面設計／システムの組み込み／ RWDサイト

(スマホ対応) ／SNSとの連携 (SNSのタイラインを埋め込む) ／

情報アップデート／アクセス解析

SUBJECT

ホームページ作成 ・ 管理 ・ 集計

WORKS CONTENT

北東北PR

実績一覧EXPERIENCES

宮城県

https://www.easternhokkaido-rail-travel.tw/
https://www.easternhokkaido-rail-travel.tw/
https://www.easternhokkaido-rail-travel.tw/
https://www.promotions.com.tw/biwako/
https://www.promotions.com.tw/biwako/
https://www.promotions.com.tw/saninsanyo/
https://www.promotions.com.tw/saninsanyo/
https://www.promotions.com.tw/saninsanyo/
https://www.promotions.com.tw/biwako/
https://www.promotions.com.tw/biwako/
http://campaign.tigerairtw.com/2019saga
http://campaign.tigerairtw.com/2019saga/
http://campaign.tigerairtw.com/2019saga
https://www.promotions.com.tw/kita-tohoku/
https://www.promotions.com.tw/kita-tohoku/
https://www.promotions.com.tw/miyagi2018/
https://www.promotions.com.tw/miyagi2018/


屋外広告・交通広告OUT-OF-HOME ADVERTISING

SUBJECT

WORKS CONTENT

屋外広告 ・ 街頭ビジョン ・ 車体広告

駅看板／駅映像媒体／電飾看板／電車広告／電車

中吊り広告・ステッカー広告・ラッピング（車体・車両）

広告／バス広告・タクシー広告など

2019年 JR東日本PR 動く看板広告

2017年 JR東日本PR

台北MRT駅 改札口ステッカー広告

2019年 長崎県チャーター便PR

台北MRT 車内ステッカー広告

2016年 東京ディズニーシー15周年PR

台北市府ターミナル大型看板広告+電飾看板
2020年 京阪電車

台北MRT駅 壁面広告

実績一覧EXPERIENCES



SUBJECT

CLIENT

WORKS CONTENT

撮影クルーの手配・PR動画の制作＋ ウェブ広告、屋外大型サイネージで掲出＋ Web動画広告の作成・運用

Facebook広告や ディスプレイ広告の運用➡ バナーなど広告素材のデザイン ・ 製作＋広告の掲載

台北MRTステッカー広告＋電飾看板＋空港MRTホームドアシート広告

- PR動画制作

- Web広告

- 屋外広告

- 交通広告

- メディア・KOLの招請

- 記者会見の開催

- 旅フェアの協力

- イベントの出展協力

近年の宣伝事業

株式会社オリエンタルランド様

総合プロモーションCASE STUDY ①実績一覧実績一覧EXPERIENCES



- PR動画制作

- Web広告

- 屋外広告

- 交通広告

- メディア・KOLの招請

- 記者会見の開催

- 旅フェアの協力

- イベントの出展協力

SUBJECT

CLIENT

WORKS CONTENT

『 Niusnews 』 が製作した特設PRページ ＋ SNS宣伝

特設PRページ URL

台湾の旅番組 『 iWalker (愛玩客) 』 クルーを招聘、取材・撮影を実施

➡撮影前のコミュニケーション ＋航空券・ホテルの手配＋ ロケ中の通訳・協力＋台本の翻訳＋番組編集のコミュニケーション

株式会社オリエンタルランド様

台湾のインフルエンサーや人気の女性向けWebメディア 『 Niusnews 』の招請

➡

方前との交渉 ・ PRポイントの説明＋航空券・ホテルの手配＋取材

中の通訳・協力＋取材記事の整理 ・ 翻訳

URL

近年の宣伝事業

総合プロモーションCASE STUDY ①実績一覧実績一覧EXPERIENCES

https://www.niusnews.com/misstrip/project/tokyodisneyresort
https://www.niusnews.com/misstrip/project/tokyodisneyresort
https://www.youtube.com/watch?v=OrzGFqw0aDI
https://www.youtube.com/watch?v=OrzGFqw0aDI
https://www.youtube.com/watch?v=OrzGFqw0aDI


- PR動画制作

- Web広告

- 屋外広告

- 交通広告

- メディア・KOLの招請

- 記者会見の開催

- 旅フェアの協力

- イベントの出展協力

SUBJECT

CLIENT

株式会社オリエンタルランド様

WORKS CONTENT

日本観光・文化エキスポ『 Touch The Japan 』の協力 ➡ ブースのデザイン・制作・施工・運営＋人力派遣＋印刷物の編集・制作

認知度を向上させるため、2019 『 台北ランタンフェスティバル 』の出展 ・ パレードに参加

➡市政府との交渉・企画コーディネート ＋ ブース運営＋ イベント宣伝：MRT広告 ・ Web広告＋ ニュースリリースの手配等

ニュースで放送

記者会見を開催 ➡ ホテルとのコーディネート ＋ プレゼン資料の翻訳＋参加者との連絡＋ MC・スタッフの派遣＋備品の用意

Web宣伝

近年の宣伝事業

総合プロモーションCASE STUDY ①実績一覧実績一覧EXPERIENCES



台湾における千葉県の認知度・イメージの更なる向上を図るため、チーバくんを利用し台湾で千葉の魅力をPRします。

SUBJECT

2012年－2019年

千葉県マスコットキャラクター

「チーバくん」

WORKS CONTENT

CLIENT

千葉県総合企画部報道広報課

2014年-2019年 マラソン参加 . 観戦 . 応援 ・ マスコット相撲大会 ・ 台湾ランタンフェスティバル ・

桃園農業博覧会 ・ 野球試合始球式などに参加＋ テレビ ・ SNSなどのメディアで情報発信

メディア発信

2019年-2020年 メディアキャラバン

新聞社やニュース社、出版社などに訪問し、チーバくんの紹介と千葉県観光情

報を提供します。また、メディアとの関係を構築します。

アポイントを取り・スケジュール管理

・着ぐるみスタッフの派遣・通訳➡

- メディアキャラバン

- イベント・出展協力

- SNS情報発信

- メディアの招請

- 製作物

実績一覧 総合プロモーションCASE STUDY ②実績一覧EXPERIENCES

チーバくん特設HP

https://www.promotions.com.tw/chibakun2017/
https://www.promotions.com.tw/chibakun2017/
https://www.promotions.com.tw/chibakun2017/


台湾における千葉県の認知度・イメージの更なる向上を図るため、チーバくんを利用し台湾で千葉の魅力をPRします。

SUBJECT

2012年－2019年

千葉県マスコットキャラクター

「チーバくん」

- メディアキャラバン

- イベント・出展協力

- SNS情報発信

- メディアの招請

- 製作物

WORKS CONTENT

CLIENT

千葉県総合企画部報道広報課
2019年-2020年一般旅行者向け千葉県観光講座の開催

『 Niusnews 』

千葉県特設PRページ
URL

2018年人気の女性向けWebメディア 『 Niusnews 』の招

請

➡

方前との交渉 ・ PRポイントの説明＋航空券・ホテルの手配

＋取材中の通訳・協力＋取材記事の整理 ・ 翻訳

チーバくん名刺 ・ ICカードステッカー ・ クリアファイル ・

荷物タグ・ スタッフなどノベルティのデザイン・製作

総合プロモーションCASE STUDY ②実績一覧EXPERIENCES

https://www.niusnews.com/misstrip/chiba
https://www.niusnews.com/misstrip/chiba


SUBJECT

2003年－2019年

立山黒部アルペンルートVJC事業

- イベントの開催

- 屋外広告

- ライブ配信

WORKS CONTENT

CLIENT

立山黒部貫光株式会社

イベントをはじめ、各媒体を使い、6年間で台湾の立山黒部の旅行人数が2万人から11万人超えのよい実績を作り出しまし

た。

2011年 台北駅周り目立つ屋外広告

2010年 立山の雪を台湾まで運び、デパート前の広場で展示し、屋外広告、物産展を同時に展開し、話題になりました。

2012年台北市内で「雪の大谷」を再現し、チャイナエアライン富山－台北定期便PR

。

総合プロモーションCASE STUDY ③実績一覧EXPERIENCES



イベントをはじめ、各媒体を使い、6年間で台湾の立山黒部の旅行人数が2万人から11万人超えのよい実績を作り出しまし

た。

2017年 Facebookライブ動画

立山黒部Q＆Aタイム開催

2013-14年 香港バス広告 2017年 桃園空港MRTラッピング車両 ＋車内広告

特設PRページURL

2018年～2019年 台北MRT駅壁面広告＋ Web宣伝同時展開

➡ 壁面広告の情報を特設HPで紹介、関連サイトへのリンクの掲載も入れ込み

SUBJECT

2003年－2019年

立山黒部アルペンルートVJC事業

- イベントの開催

- 屋外広告

- ライブ配信

WORKS CONTENT

CLIENT

立山黒部貫光株式会社

総合プロモーションCASE STUDY ③実績一覧EXPERIENCES

https://www.lovejapantrip.tw/tateyamakurobe/
https://www.lovejapantrip.tw/tateyamakurobe/


SUBJECT

近年の宣伝事業

CLIENT

松山空港利用促進協議会様

WORKS CONTENT

説明会・商談会の開催

業界誌

《旅奇週刊誌》で

サービス掲載

デジタル版URL

一般旅行者向け愛媛観光講座

デジタル版URL

- イベントの開催

- 記事広告

- 交通広告

- 特設HP・Webキャンペーン

- Web広告・ Webニュース

- SNS情報発信

- ノベルティ制作

- イベントの出展協力

URL URL業界誌 《旅奇週刊誌》
旅行雑誌記事広告

台北MRT駅壁面広告＋ Web宣伝同時展開 URL

SNS宣伝

台北―松山線就航記念ノベルティ

総合プロモーションCASE STUDY ④実績一覧EXPERIENCES

https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30593
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30593
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30164
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30164
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=35&Subject_id=28942
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=35&Subject_id=28942
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30994
https://b2b.richmarcom.com.tw/newweb/news_into.aspx?Second_classification_id=24&Subject_id=30994
https://www.lovejapantrip.tw/ehime2019/
https://www.lovejapantrip.tw/ehime2019/


SUBJECT

佐賀県タイガーエア直行便

2019年台湾におけるPR

- インフルエンサー招請

- 特設HPの製作・運営

- イベントの開催

- 屋外広告

- Web広告

WORKS CONTENT

CLIENT

佐賀県観光連盟様 特設PRページコンテンツ執筆 ・ 設置 ・ 運営 特設PRページURL

台湾の文化・美術史の専門家兼旅行作家の謝哲青を佐賀県年間パーソナリティ

ーとして、その個人の魅力を売りでPRを展開します。

撮影クルー手配・PR動画制作

動画 URL ① ② ③ ④ ⑤

個人客向けの謝哲青が講師としての旅行セミナーを開催

佐賀県で謝哲青を使ったPRビデオを撮影します。

特設HPにビデオを入れ込み、YouTubeで同時公開します。
➡

プロモーションビデオを活かす広告➡ MRT台北駅構内壁面広告・台北市内バス停 ・ ショッピングモール内LEDビジョン広告

オンライン動画広告

総合プロモーションCASE STUDY ⑤実績一覧EXPERIENCES

http://campaign.tigerairtw.com/2019saga/
http://campaign.tigerairtw.com/2019saga/
https://www.youtube.com/watch?v=AlzWztw8gjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Lg_Y_Xt4ufY
https://www.youtube.com/watch?v=DWHflZLgQ48
https://www.youtube.com/watch?v=UldcxskXDBE
https://www.youtube.com/watch?v=1OrmPP1gIEo
https://www.youtube.com/watch?v=OrzGFqw0aDI


主要クライアントCLIENT

あ

か

さ

北東北観光協議会

北九州市

九州観光推進機構

熊本県

久留米市

愛知県豊橋市

愛知県蒲郡市

青森県

岩手県

茨城県笠間市

大阪観光局

愛媛県

オリックス野球クラブ株式会社

株式会社オリエンタルランド（東京ディズニーリゾート）

は
阪急阪神交通

北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道)

北海道帯広市

北海道網走市

北海道釧路市

ハウステンボス

富山県魚津市

富山県朝日町

東三河廣域連合

びわ湖・近江路観光圏活性化協議会（長浜市、米原市、彦根市）

福島県奥会津

福岡県

た
立山黒部貫光株式会社

千葉県

中国運輸局（山陰山陽）

な
名古屋鉄道

長野県千曲市

長崎県

日本富士之國靜岡縣駐台辦事處

静岡県南伊豆町

佐賀県

島原半島観光連盟

JR東日本

旬刊旅行新聞 – 株式会社旅行新聞新社

JTB東京/千葉/横浜/中国四国/佐賀/北海道

や
山口県

ま
宮城県

宮崎県



社名 旅奇広告有限会社

設立 1988年

代表者 社長 黃秀春

所在地 台湾台北市信義区基隆路一段159号4F

TEL +886-2-2747-9077

お問合わせ

旅奇広告有限会社国際マーケティング部・日本チーム

yawen@richmarcom.tw
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