
北京元一有料文化伝媒有限公司



北京元一有料文化伝媒有限公司(以下「元一有料」と略す)は、高品質の映像
コンテンツを企画・製作し、中国全土の地上波・ネットメディアとの多彩
なネットワークを通じ最適な伝播の場を提供する、高いプロフェッショナ
リティを誇る、メディア企画・製作会社です。 元一有料は、顧客ニーズに
鋭く焦点を当て伝播価値を高めることで、マーケティングー戦略-製作(創造
)-伝播までの一気通貫のサービスを提供し、多様な商業企画からビジュアル
アート製作、更には企業ブランド戦略に至るまでの多種多様なサービスを
提供いたします。卓越した専門人材を多数有し、顧客部門・計画部門・マ
ーケティング部門・設計部門・製作部門・メディア部門、管理部門、財務
部門の7つの組織からなり、高度なシステム、プロフェッショナルな人材、
先進的ハードウェア機器を有し、あらゆる面で高品質なサービスを保証し
ます。

イタリアの中国文化年の開会式及び関連プロジェクト並びに文化サミット
を、また、文化年の期間中、国、地方、市町村レベルでの大規模な文化交
流プロジェクトを手掛けました。元一有料は、卓越したプロフェッショナ
ルチームにより、《开讲啦》《青年中国说》《出彩中国人》《舞出我人生
》《国家品牌计划》《带你去见TA》《出发吧爱情》等の中国全土で有名な
地上波・ネット番組を製作しました。更に、サムソン電子やSOHO中国、
NOKIA等の著名企業と連携して専門コンテンツ・宣伝番組を制作、また、
オリジナル作品を多数製作しております。北京―ワルシャワ航空の“ワルシ
ャワ発見”や新疆ウイグル自治区政府の“西部旅行の達人”、青海省政府
の“美しい青海旅行天国”、インドネシア旅行局の”精彩インドネシア”
等、文化的特色を掘り起こし旅行産業の発展にも寄与しています。



田心寅

主要メンバー
中国マスコミ大学卒業(中国マスコミ教育の最高峰)。
中国中央テレビ入社。中国中央テレビ総合チャンネル
の元エグゼクティブプロデューサー。
豊富な番組制作経験を誇り、各界に多彩な人脈・ネッ
トワークを有する。

製作番組：
《开讲啦》《青年中国说》《一起聊聊》
《出彩中国人》《最美那首歌》《中美舞林对抗赛》
《舞出我人生》《国家品牌计划》

《开讲啦》 『Voice』
《青年中国说》 『Voice Of Youth』
《一起聊聊》 『Talk Together』
《出彩中国人》 『Brilliant Chinese』
《最美那首歌》 『The most Beautiful Song』
《中美舞林对抗赛》 『Dance Battle between China and US』
《舞出我人生》 『Step Up』
《国家品牌计划》 『National Brand Plan』



主要メンバー
イタリア-中国財団の元プロジェクトマネージャ
ーとして、イタリア-中国文化年の開会式や文化
サミットを含む多くの国家レベルのイベントを
手掛けた。
中国-英国映画祭の設立メンバーであり、秘書長
を務めた。中国-英国映画祭は、前身はロンドン
国際中国映画祭で、中国国家新聞出版広電総局
映画局、英国映画協会 (BFI)、英国文化協会
(BCF)、中国映画家協会及び北京電映学院が共同
サポートする海外で最も影響力を有する中国語
映画祭の一つ。
鸚鵡厨房(2016年インターネットで最大の影響
力を有するグルメ番組の一つで北京国際服務貿
易交易会で2017年北京10大貿易ブランドの一つ
に選ばれた。再生回数は100億回/年を超える)の
創始者/CEO/ディレクター/出品者。

温赫赫



主要メンバー
中国マスコミ大学 撮影学科卒業。

中国中央テレビ。新浪网(Sina)社。

ネット番組作品：

テンセント（QQ）《大牌驾到》《幸福三重奏》

《深水区》《局气》

新浪网(Sina)       《大国匠人》《知行》《爱豆抱抱》

咪咕视（Migu） 《毅言俩语》

优酷网（Youku） 《土豆最音乐》

地上波テレビ番組：
中国中央テレビ 《百科探秘》《星光大道》

《探索发现》
北京テレビ 《身边》《北京青年》《网络春晚》

その他主要作品：
《世界遗产在中国之非物质文化遗产》ディレクター
《中国石油北京分公司宣传片》総合プロデューサー
《SOHO中国之银河SOHO》水景篇

白兰凯

《大牌驾到》 『Big Brand Coming』

《幸福三重奏》 『Happy Trio』

《深水区》 『Deep Water Area』

《局气》 『Local Anger』

《大国匠人》 『Great Craftsman』

《知行》 『Knowing and Doing』

《爱豆抱抱》 『Love Bean Cuddle』

《毅言俩语》 『Two Words』

《土豆最音乐》 『Tudou Music』

《百科探秘》 『Encyclopedia Quest』

《星光大道》 『Avenue of Stars』

《探索发现》 『Discovery』

《身边》 『Side』

《北京青年》 『Beijing Youth』

《网络春晚》 『Internet Spring Festival Gala』

《世界遗产在中国之非物质文化遗产》

『Intangible Cultural Heritage of World Heritage』

《中国石油北京分公司宣传片》

『Propaganda film of PetroChina Beijing Branch』

《SOHO中国之银河SOHO》

『SOHO Galaxy of China』



赵江南

中国マスコミ大学卒業。
江蘇衛星テレビ。

地上波テレビ番組：
江蘇衛星テレビ 《非诚勿扰》《一站到底》《非常了得》

《人间》《金曲捞》《心跳水立方》
《全能星战》《最强大脑》《我们相爱吧》
《女婿上门》《原来是你》

中国版紅白歌合戦、春節カウントダウン番組等

导演团队
主要メンバー

《非诚勿扰》 『If you are the One』
《一站到底》 『Who’s still Standing』
《非常了得》 『Fei Da Will Watch』
《人间》 『Human Being』
《金曲捞》 『Golden thread fishing』
《心跳水立方》 『Star Diving Cube』
《全能星战》 『The Ultimate Entertainer』
《最强大脑》 『The Brain』
《我们相爱吧》 『Let’s Love Each Other』
《女婿上门》 『Son-in law』
《原来是你》 『Originally you』



刘璀玲

主要メンバー

インターネット番組：
テンセント(QQ) 《大牌驾到》 《尖叫吧路人》

《幸福三重奏》 《奇遇》
《王者荣耀》 《深水区》

优酷(Youku)       《大话世界杯》

中国マスコミ大学卒業。
北京衛生放送。 优酷(Youke)。 テンセント(QQ)。

地上波テレビ番組：
北京テレビ 《身边》 《北京青年》 《网络春晚》

《身边》 『Side』
《北京青年》 『Beijing Youth』
《网络春晚》 『Internet Spring Festival Gala』
《大牌驾到》 『Big Brand Coming』
《尖叫吧路人》 『Screat』
《幸福三重奏》 『Happy Trio』
《奇遇》 『Adventure』
《王者荣耀》 『Glory of the King』
《深水区》 『Deep Water Area』
《大话世界杯》 『Talk about the World Cup』



主要メンバー

ハバナ大学卒業 (キューバの国家奨学金)
スペイン フアン・カルロス王大学
映画メディア学修士

隋意

教育業界で、国際教育交流、留学前トレーニング、
留学生管理、講習会の経験を積む。
『鸚鵡厨房』で3年間の番組制作・宣伝・制作を経験
。豊富な芸能人の人脈を有し、動画番組制作経験も
豊富、大型メディアの動画プラットホームの窓口で
もあり、新メディアの運営フローに精通する。
映画会社でアーティストの2年間のプロモーション経
験、芸能人の育成計画策定にも携わり、プロモーシ
ョンポイントの策定、WeiboやTiktok等の大流行の
プラットフォームの運営経験あり、芸能人の育成・
プロモーションにも豊富な経験と資源を有する。



主要メンバー

万黛

カナダ トロント大学
金融・マスコミ 両学位取得

世界のトップ10大学の学士号を有する。
投資・資金調達・監査を含む金融業界での業務
経験豊富。 有名投資銀行のM＆Aおよび財務部で
プロジェクトマネージャー経験。
映画・テレビドラマへの投資・資金調達、映画
の制作・配信、ライブ放送プラットフォームの
構築、ライブeスポーツイベントプランニング、
オンラインビッグデータ分析など、メディア業
界での経験も豊富。



林健

中国マスコミ大学卒業。

中国中央テレビ入社(科学教育番組)。

国家環境保護部宣伝教育センター。

技術サポート：

CCTV10  《走进科学》 《探索发现》

CCTV1    《吉尼斯之夜》 《星光大道》 《正大综艺墙来了》

北京衛生テレビ 《身边》 《养生堂》

新華社 《环境》

インターネット番組：

テンセント 《大牌驾到》《尖叫吧路人》《全民大作战》

《93大阅兵直播》《带你去见TA》

Youke网 《阳光90后》

土豆网(Tudou) 《土豆最音乐》

爱奇艺(iQiYi)    《奇葩说》

主要メンバー

《走进科学》 『Approaching Science』

《探索发现》 『Discovery』

《吉尼斯之夜》 『Guinness Night』

《星光大道》 『Xingguang Avenue』

《正大综艺墙来了》 『Here comes Zhengda Variety Wall』

《身边》 『Side』

《养生堂》 『Health Hall』

《环境》 『Environment』

《大牌驾到》 『Big Brand Coming』

《尖叫吧路人》 『Scream』

《全民大作战》 『National Campaign』

《93大阅兵直播》 『93 military parade live』

《带你去见TA》 『Take you to TA』

《阳光90后》 『Brilliant post-90S』

《土豆最音乐》 『Tudou Music』

《奇葩说》 『Wonderful flower theory』



ビジネスパートナー



成功事例(一部)

12



リンク： http://tv.cctv.com/lm/kjl/中国中央テレビ1チャンネル

『Voice』《开讲啦》：CCTV1チャンネルと唯衆伝媒が共同制作した、
中国初の青少年のためのテレビ公開講義番組。中国の青少年たちの憧れ
の人物をゲストに招き、ゲストと青少年たちが生活や生命への感覚を共
有しあう番組。

成功事例



リンク： https://v.qq.com/detail/5/55344.html江蘇衛星放送(江苏卫视)

『Lets’ Love Each Other』《我们相爱吧》は江蘇衛星放送(江苏卫视)が製作した真
実の恋愛を伝えるテレビ番組。毎回3組の芸能人カップルと2組の素人カップルが馴
初めから恋愛までを語り、視聴者が彼らの恋愛から真実と幸福を感じ取る番組。

成功事例



リンク：https://iask-media.com/iask-leaders/16452.html

テンセント(QQ)テレビ

艾问(iASK)は、時代や人物を記録するプラットフォー
ム。 創業者・投資家・企業家に焦点を当て、創意の精
神を伝え、蓄富の法則を探る番組。

成功事例



リンク：
https://v.qq.com/x/cover/aghfyy2o122kai8.htmlテンセント(QQ)テレビ

『Deep Water Area』《深水区》 は、
2014年「全国人民代表大会」・「全国
政治協商会議」期間中に各分野の中国
トップレベルの専門家達を招聘し改革
の重大トピックについて討論を行った
番組。

 

成功事例



山東衛星放送

『I‘m Going Sailing』《我要去航海》は、山東
衛星放送の大型青少年海洋競技のリアリティ番
組。山東衛星放送で2014年夏の最高視聴率番組。

リンク：
http://v.qq.com/page/b/e/j/b014420upej.html

成功事例



『 Brilliant post-90s 』《阳光90后》は、
Youkuが2015年製作した番組。多くの芸能
人が出演する大型バラエティー番組で2015
年でNo.1の視聴者数を誇った。

Youku

リンク：
http://www.soku.com/search_video/q_
阳光90后?f=1&kb=040200000000000__阳光90后

成功事例



合作事例 ： ポーランド発見
北京―ワルシャワ便、ポーランドの神秘的な謎
を紐解くために、大量の古典的な写真や動画
を撮影し、公式メディアで重点的な推薦を勝
ち取りました。Weiboのトピック”ワルシャ
ワ発見”4000万回ビューを超え、数十篇のポ
ーランドに関する記事や旅行ガイドを発布し
、ネット民をポーランド旅行へ駆り立てた。
また、伝統的なメディアへの転載や記事も多
く見られた。

成功事例



成功事例：

新疆の地に深く入り込み、聖域の遺跡を探
索した。新疆ウイグル自治区がWeiboの12
領域のKOLを招き、ネットで伝播活動を実
施した。彼らファンは1900万人を超え、”
西部旅行の達人”トピックの閲読量は5億回
を超え、同トピックでの討論は23万、これ
に関連するトピック”華夏捜索記”の閲読
量は13億、議論は49.4万。すべてのネット
プラットフォームでの閲読量は3億、うち
Weiboの閲読量は2.1億回。

合作事例 ： 西部旅行の達人

成功事例



成功事例：

2年継続しての青海省の観光資源に対するプロモーション。2019年、
青海省の青繍をテーマにプロモーションを実施し、人々を感動させる
刺繍職人を訪問し、彼らの物語を紡ぎ、Weiboでの3回の現地体験活
動の閲読量は9000万。

2019 #青海旅行天国#

成功事例



#精彩インドネシア#
インドネシア国家観光局の招きで、10機の飛行機で11月に
国内トップ20の旅行者をインドネシアに連れて行きました
。撮影した写真やコンテンツはインドネシア有史以来で最
大規模で、最高品質の機材を用い宣伝効果は最高でした。
2018年のメーデー期間中、インドネシアは中国の旅行先で5
位にランクされましたが、同イベント後の2019年の春節期
間は3位に上がりました。Weiboトピック“精彩インドネシ
ア”は2.9億回、Weibo以外の15のプラットフォームでの数
千万のビューがありました。

部分成功案例：成功事例



北京市政府菲物質文化遺産宣伝プロジェクト：《世界遺産在中国》

天安門広場の巨大スクリーン

リンク：
http://v.qq.com/page/n/o/9/n0144shino9.html

成功事例



ジャガー 《捷豹XE拥豹改变》
テンセント(QQ)

http://v.qq.com/page/v/v/o/v01546q76vo.html

リンク：

成功事例


