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韓国のコンテンツ産業の振興を総括する機関である韓国コンテンツ振興院は、
漫画ストーリー、放送コンテンツ、ゲーム、音楽、ファッション、アニメーション、
イマーシブコンテンツなど、韓国のコンテンツ産業全般にわたって幅広く支援を
行っています。また、コンテンツの制作支援・企画・創作、流通・海外進出、企業
・人材の育成、政策金融支援や政策研究に取り組んでいます。 

特に、あらゆるコンテンツの創作の元となる「良質なIP」を発掘し制作すること
に、持続的に取り組んでいます。こうした取り組みの結果として、<太陽の末裔>
や<グッド・ドクター>など、韓国を越えて日本、アメリカ、中国など世界中で愛さ
れている人気コンテンツが誕生しました。

韓国コンテンツ振興院は、引き続き韓国の良質なコンテンツや企業を皆様にご
紹介し、韓国との間におけるさらなるビジネス交流や協力のために、より一層努
力してまいります。

KOCCAのご紹介

韓国コンテンツ振興院

韓国コンテンツ振興院日本ビジネスセンター

35 Gyoyuk gil, Naju-si 58217, Jeollanam-do, Korea 

Tel. +82–1566-1114      Homepage. www.kocca.kr

KOCCA Japan Office, Korea Center B/D 7F, 4-4-10, Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Japan

Tel. +81-3-5363-4511      E-mail. koccatokyo@kocca.kr
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06 ASTORY
 不思議な弁護士ウ・ヨンウ

26 SBS
 ランニングマン (Running Man)

10 Gozknock Entertainment
 だれも顧みない

30 JTBC Studios
 Crime Scene(クライム シ-ン)

14 JIN Yueli
 アビガイルのスケッチブック

34 Happy Dog TV
 ハッピードッグTVオリジナルコン 
        テンツ(遊び＋癒し)

18 Retrobot
 Poten Dogs(ポテン·ドッグ)

22 SMC
 黄金の木の森

08 C&C Revolution
 ヒラン国恋歌(未定)

28 JTBC Studios 
 一人だけ

12 Jaedam Media

 期間限定のお姫様
32 Yoon&Company
 バブルアップ(Bubble Up)

16 - N style
	 -Any love(その、ある愛)

36 Playoncast
 未来の街、チェルノブイリ
 (Future City, Chernobyl)

20 Safe House
 ニューソウルパーク・ゼリー売り 
 大虐殺

40 Playoncast
 NutJob2(ナッツジョブ2)

38 Playoncast
 クラシック年代記―ピアノフォルテ
 (Classic Lineage-Piano Forte)

42 Iconix
 キッズポップ(Kids Pop)

24 Ultra Media
 ザ・ボクサー (the Boxer)

TV SHOW
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作品ジャンル ヒューマン法廷ドラマ

ログライン アスペルガー症候群を持つ大手法律事務所の弁護士のものがたり

ストーリー 27歳のウ・ヨンウは特別な存在だ。
IQ164。一度読んだすべての本をすらすら暗記してしまうほどの天才でありながら、自閉スペク
トラム症を患っているからだ。そんなヨンウの夢は、弁護士になること。ソウル大学のロースク
ールを首席で卒業し、司法試験にも合格したヨンウ。ついに夢を叶えたヨンウは、韓国で業界
第2位の法律事務所「ハンバダ」のインターン弁護士になる。
こうして「ハンバダ」に初出社するヨンウ。しかし、「自閉症の弁護士」を見つめる人々の目は冷
たかった。インターン弁護士の教育を担当することになったアソシエイト弁護士のミョンソク
は、ヨンウのぎこちない姿に信頼が持てず、まずは行政事件を任せてヨンウの実力を試そうと
する。はたしてヨンウは自分の実力を証明し、「本物の弁護士」になれるだろうか？

ASTORY

不思議な弁護士ウ・ヨンウ

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

不思議な弁護士
ウ・ヨンウ

アスペルガー症候群を持つ

大手法律事務所の弁護士のものがたり

会社紹介 株式会社ASTORYは、2004年に脚本家の才能を最大限に引き出すことができる共同創作シス
テムによって、より安定した骨のあるストーリーをもとに、面白さと感動以上のドラマを制作す
ることを目標に掲げて設立されました。こうした取り組みの結果として、ASTORYはクリエイタ
ーを中心に様々な脚本を開発し、それを通じて短い期間に『智異山』(放送中)、Netflix『キング
ダム』、Netflix『初恋は初めてなので』、『私たちが出会った奇跡』、『100日の郎君様』、『シ
グナル』、『シンデレラのお姉さん』など、視聴者から愛されるドラマを制作してきました。
今後もASTORYは、今までの成果をもとに、より効率的な脚本家・制作システムを構築し、多
彩な題材開発と斬新な企画、そして先進的な制作管理により、新たな飛躍を準備してまいりま
す。一つのドラマが誰かの人生を変えることができるという信念のもと、面白さと感動以上の
ドラマを制作すべく最善を尽くしてまいります。

ホームページ	 http://astory.co.kr/en/
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会社紹介 「CNCレボリューション(株)は2001年に設立された創作漫画&ウェブトゥーン専門企画会社で
す。
競争力のある作品を企画・制作しながら、国内市場だけでなく海外市場まで領域を拡大し、
「文化強国コンテンツコリア」の実現に向け取り組んでいます。「IP Boutique」をモットーにグ
ローバル市場においてプラットフォームを拡張しており、2017年からは海外で先に作品を披露
する(連載する)大胆な市場アプローチ戦略を展開しています。
漫画コンテンツを中心にキャラクター、アニメ、ゲームなどの事業に進出しており、One Source 
Multi-Use戦略により企画から漫画の制作、流通、さらにグローバル市場での競争に向けてオ
フライン出版、2次著作物に至るまで事業領域を広げています。
代表作としては「ハニーブラッド」(イ・ナレ)、「イミテーション」(パク・ギョンラン)、「化粧を落
としてくれる男子」(イ・ヨン）、「お父さん、私、この結婚イヤです！」などがあります。

作品ジャンル ロマンス、東洋ファンタジー

ログライン 誰にも愛されなかった鬼姫の秘められた恋物語

ストーリー 少し怖くても、痛くても大丈夫。 少しでも光を差してくれるなら…私はずっと我慢
できるわ。
ソルは妖怪を惹きつける力を持ったため、子供の頃から周りの人々が次々と死んでいった。
結局、幽閉され死んだように生きてきたソル。
だが、夫のジャヒョンに妖怪を退ける力があるということを知り、
彼に、ただそばにいさせてほしいと哀願する。
そのそして代わりに人を治せる自分の血を差し出す。
以降、血を取られながらも、ソルは自分を受け入れてくれたジャヒョンに感謝する。
しかし、時間が経つにつれ、次第に欲が出てくる。
ジャヒョンにもっと近づきたくなり、より多くのことを望むようになる。

「あんな変な女なんか… 受け入れるものか」
ジャヒョンはすぐれた武力で英雄として崇められる。
美しい姫のカランを与えるという王の約束を信じて、敵国名将の首をもってくる。
しかし、王の欺きにより妖怪に憑かれたソル姫と結婚することになる。
親友であるビリョンの説得により、口に入れると病気が治るというソルの血を利用して貴族を
取り込み、勢力を拡大していく。

C&C Revolution

ヒラン国恋歌(未定)

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

ホームページ	 http://www.cncrevolution.co.kr
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作品ジャンル スリラー

ログライン 孤児である天才少女と前科のある母親代行、彼らの胸に響く連帯が始まる。

ストーリー 私の保護者になってください。月に280万ウォン
仮釈放で出所したばかりのヨギョンは、小児糖尿病を患っている９歳の少女ヘナの不埒な提
案を受け、母親代行の契約を結び、保護者としての役割を果たすようになる。理由は分からな
いが冬が終わる前に必ず韓国を離れなければならないというヘナを助けるうちに、ふたりの
間には切ない想いが生まれ始める。しかし、なぜかふたりはお互いについて質問をする代わり
に、ただ黙々と自分の役割を誠実に果たすだけだ。

繰り返される10分の沈黙、そして母の死
出所直後から非通知設定でかかってくる電話は、いつも10分の沈黙の後、切れる。そんなある
日、ヨギョンは母親の死に関連したメッセージを受け取り、非通知設定で電話をかけてくる相
手の正体を追跡する途中、自分とヘナがつながっていることに気付く。12歳だったヨギョンを
捨て、家を出た後、一回も会うことがなかった母親。そして9年前、高級ホテルにて薬物中毒で
死んだ母親の過去と、突然目の前に現れた9歳のヘナ。私をお母さん、おばさん、お姉さんと
呼ぶこの子の正体は何だろう？

捨てられないために誰の子どもにもならないと決めた少女
生まれたばかりのヘナは中華料理と共に養護施設に配達された。ひどかった２度の養子離縁
を経て３度目の養子縁組で味わった夢のような幸せも束の間、愛されるためにもがくヘナをよ
そに、養父母はヘナのそばから去っていく。
また捨てられるのが怖かったヘナは、養父母の死と屋敷に隠された秘密をしっかりと「冬の
中」に隠すが、そんな思いもむなしく春の訪れが近づいていた。 ヘナはヨギョンの助けで急い
で韓国を発とうとするのだが…。.

Gozknock Entertainment

だれも顧みない

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 Gozknock Entertainmentはスリラー、ロマンス、ファクション、ハードSFなどあらゆるジャンル
を網羅する国内唯一のジャンル小説専門制作会社である。Gozknock Entertainmentは斬新
な素材と企画力を持った新進作家の発掘と養成を主導しており、原作小説の開発とIPエージ
ェントシステムを備えている。さらに、全作品に対して版権契約と輸出が自由なIPビジネスの
権利を確保している。
現在、CJE&M、JTBC、NEW、Toyou’s Dream、ジェダムなど、70以上の制作会社とネットワーク
を構築している。多数の作品が映画、ドラマ、ウェブトゥーン、ミュージカル、アニメーションな
どに制作され、米国、中国、日本、ヨーロッパ及び東南アジアなどの海外輸出も活発に進んで
おり、グローバルコンテンツとしての力量を誇示している。
「シスター」(Barunson映画契約)、「現場検証」(NEW映画契約)、「痴情」(KIDARIENTウェブト
ゥーン発売)、「清渓山荘の契約」(米国ユニバーサルTVオプション契約)、「幸福バトル」(HBエ
ンターテインメントドラマ契約)など、多数のIP映像化契約および輸出成果を誇っている。

ホームページ	 www.gozknock.com
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作品ジャンル ラブファンタジ

ログライン 平凡なOLの姫野 あかり、悪役の皇女シェイリアになり運命に立ち向かう！

ストーリー 平凡なOLの姫野 あかり。
運悪くひき逃げ事故にあったその日、二度目の人生を迎えることになる。しかし...どこか見覚
えのあるこの場所、ひっとして妹のまどかが書いた小説「イソニアのバラ」の中⁈

しかも、よりによって悪女の中の悪女、偽皇女のシェイリアの体に憑依してしまった！ このま
までは男性主人公であり、自分の婚約者でもあるテスリックと関わって殺されることは明らか
だ。数奇な運命を繰り返すのは嫌！自分の２度目の人生の運命を変えるため、あかりは直ちに
婚約破棄を宣言する。

残すは、真の皇女であるイクレットと関わらないことだけ。
しかし、泣いているイクレットをどうしても放っておくことができなかったシェイリアは、もう一
度運命に立ち向かうことを決心する。そう、私がイクレットを皇帝にするわ！

そして出会うことになる自分の手によって死ぬ運命にある少年。
本来なら名前すらないエキストラである彼に名前をつけてあげ、そばで運命の変化を見守るこ
とにするが... 次第に近くなる二人の関係は果たして⁈

Jaedam Media

期間限定のお姫様

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 ジェダムメディアは、「世の中のあらゆる面白さ(韓国語：ジェミ)を盛り込む(韓国語：ダムアネ
ダ／タマネダ)」というモットーで設立された漫画コンテンツの専門企業であり、急変するデジ
タル漫画市場において体系的な企画、制作、サービス、マネジメント、グローバルBizシステムを
通して作家のみなさんとともにデジタル漫画市場を先導しています。

特に、ジェダムメディアは、2013年の設立当時からグローバル事業の重要性を認識し「グロー
バル事業チーム」を設け、積極的に海外事業を展開しています。

主なビジネス分野
:CGI

Contents 漫画/ウェブトゥ―ン／ウェブ小説のコンテンツを企画・制作・流通
 - ウェブトゥーンタイトル400本以上、単行本タイトル180本以上
 - 週刊連載50作あまり/コラボ作家320人あまり
 ⇨韓国 No.1の作家＆作品を保有

Global	 コンテンツの海外輸出入、漫画翻訳及びコンバ―ティング事業を展開
 - 計12カ国、280作品を輸出

IPBusiness IPビジネス及びライセンス、コンテンツ提携など著作権関連事業を展開
 -付加版権事業25件(映像化19件、ゲーム/アニメ/グッズ5件、その他3件など)

ホームページ	 www.jaedam.com
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作品ジャンル 現代ファンタジー

ログライン 足長おじさんからスケッチブックをプレゼントされたアビガイルがAI機能を搭載した小鹿を描
いたことから始まる現代ファンタジー。

ストーリー 絵を描くことが好きなアビガイルだが、偶然、足長おじさんからタブレットPCとは比べ物にな
らないほど機能が優れたスケッチブックとマジックペンをプレゼントされ、心を奪われる。
しかし、楽天的なアビガイルにも人に言えない悩みがあった。それは他でもなく言語障害のあ
る自閉症を患う弟ダニエルが生まれてから両親の関心と愛情が彼に集中し、自分は冷遇され
ているような気がして、気分が悪いということだ。
「うちの家族はみんな、私にまったく関心がないの！」
ある日、晩ご飯を前にぽつんと一人で座っていたアビガイルは、ダニエルがソファーに座ってゲ
ームをしているのを見て、わけもなく腹を立て、iPadを取り上げて彼に言いがかりをつける。
「おばあちゃんの家にでも行って、住もうかしら…」
腹を立てて家を飛び出し、あてもなく走り始めたアビガイル。息切れしたのか立ち止まって
は、壁画に面して階段に座り込み、あごに手をあててしばらくぼうっとしていたが、急に立ち上
がる。
「なんてことなの！夢で見た『魔法の壁画』と同じ絵が壁に描かれているじゃない！」
それ以降、ここはアビガイルがつらいことがある度に足長おじさんを訪ねては愚痴を言う秘密
の場所となる。
後に、アビガイルと友人たちは自閉症のダニエルを助けて「青少年建築ゲーム大会」に挑戦
し、優勝を手にするようになるが、これを機にダニエルは自閉症という殻を破り、一歩前に踏
む出すようになる。アビガイルのスケッチブックはコミック成長ストーリーだ。

JIN Yueli

アビガイルのスケッチブック

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 昨今、われわれは氾濫するメディア情報の中でもがきながら、本質でないとんちんかんなこと
に心を奪われ続けている。しかも、子どもたちのインターネットとスマートフォンに対する依存
度が高くなり、いじめがますます深刻化するにつれ、弱者である子どもたちが放置されている
状況にある。
かつて、中国の青島に位置する「エリム」という自閉症訓練センターで教師たちを指導したこと
があるが、当時、私は「神聖な使命感」を覚え、心にあることを誓った。それは「いつか必ず自
閉症の子どもたちとその家庭に希望をもたらす文章を書く」ということだった。私自身も心で
産んだダウン症の息子を持つ母親のひとりであるため、息子のような社会的弱者が世間から
放置される惨憺たる現実をただ傍観するわけにはいかなかった。
教師指導という働きを辞めた2011年からシナリオ作家の道に進み、ついに2014年、子どもた
ちの心に想像力と夢の種を蒔き、弱者に対して共感・配慮し、他人の成功に笑顔で大きな拍
手を送り、小さな痛みをも分かち合い、助けの手を差し伸べることのできる、この時代の幼い
英雄の話を描いた「アビガイルのスケッチブック」を誕生させた。
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作品ジャンル 古典的ラブロマンス

ログライン 30年間待ち続けた...30日間の愛

ストーリー 奪われてしまった30年…そうして51歳になった。
親が誰かも知らないまま養護施設で育ったチョンレは、20歳になった年にかつら工場に就職
する。愛された経験はないが、その感じたことのない愛を人々に示したチョンレ。いつも明るく
人々を思いやるチョンレは...周りの人々にとって「エンドルフィン」のような存在となる。そんな
チョンレと幼い頃から一緒に育ち、やがて恋人関係に発展したジンウ。活発なチョンレと違っ
て内気な性格のジンウは、なかなかチョンレにプロポーズをすることができない。ついに勇気
を出してプロポーズしようと決めた瞬間...ジンウの前から姿を消したチョンレ。工場のエレベー
ターで性的暴行を受けたチョンレは、社長に妊娠の事実を伝える。しかし一瞬の過ちだったと
いう言葉とともに封筒を差し出し、お腹の子を堕ろすように迫る社長。理性を失ったチョンレ
は..．泥酔した社長をおびき出し、橋の下の川に力ずくで突き落としてしまう。法廷に立ったチ
ョンレだが、社長の性的暴行罪が認められず、殺人罪で懲役15年の判決が言い渡される。さ
らに、持続的に北朝鮮の指令を受けてきたスパイという濡れ衣まで着せらせ、15年の刑が追
加される。濡れ衣を晴らす方法を探そうにも…何もないチョンレにはなすすべがなかった。こ
うして30年という長い服役生活を終え、社会に復帰した51歳のチョンレ。チョンレは、古いつ
きあいの修道女の助けで出所後の生活を支援するカトリック教会を訪れる。慎重な面持ちで
到着した教会の事務室のドアを開けると...そこには、そんなチョンレを見つめるジンウが立って
いた。

-N Style

-Any love
(その、ある愛)

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 長編シナリオ形式の電子書籍とオーディオブックを制作するひとり出版社-エヌ・スタイルで
す。セルフパブリッシング出版社の「エヌ・スタイル」はここ11年間に執筆した7編の長編シナリ
オをもとに電子書籍（Text）-オーディオブック（Audio）-ウェブトゥーン（Webtoon）-映像化
(Movie)の順に商用化を進めています。

2021出版文化産業振興院が主催する出版著作権オンライン輸出商談会にて韓国参加社とし
て選定 (- N style )

2021出版文化産業振興院が推進する電子出版海外進出支援事業の参加者に選定(- N style )

2021出版文化産業振興院が推進する2次オーディオブック制作支援事業に選定(-Toher)

2021韓国コンテンツ振興院のアイデア融合ファクトリーラボ12期に選定(- N style )

2020韓国コンテンツ振興院のSTORYUM1次推薦作に選定(-Lostmist)

2019韓国コンテンツ振興院Story to bookに選定(-Nest)

2018韓国映画シナリオマーケット、月間推薦作（-Lostmist）
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作品ジャンル アクション/コメディ/ミュージカル

ログライン もしも犬たちが人間を越える能力を持っていたら？

ストーリー <もしも犬が人を越えた能力をもっていたら？進化した犬たちが人類を征服しようと立ち上が
る！>
今の世界には、特別な力を持つ犬たちが隠れて暮らしている。人間に匹敵する知能を持ち、
言葉を話し、超能力を使い、「半人半犬」の戦士に変身もする、彼らの名は「Poten Dogs」。彼
らは、犬が人間を支配する世界を夢見て、隠してきた牙を人類に向かってむき出す準備をして
いる「ゴールド・ファン」と、反対に人間と共存すべきだと主張する「Poten Dogs同志ネットワ
ーク」に分かれて活動している。ゴールド・ファンは人間からこころを傷つけられた犬たちが結
成した団体で、逆にPoten Dogs同志ネットワークは人間のペットとしての幸せな暮らしを夢見
たり、戦いよりは平和を重視する犬たちで構成されていて、両者の溝はますます深まるばかり
だ。
そんなある日、Poten Dogs同志ネットワークのエース「カイ」と、人よりも犬が好きないじめら
れっ子の少年「ウォンソク」が運命の出会いをする。親の反対で犬を飼うことができなかった
ウォンソクは、カイのゴールド・ファンを阻止する作戦を陰で助けることにし、秘密のペットが
できたことに喜ぶが、カイはPoten Dogs同志ネットワークのメンバーであるにもかかわらず、
人間に対する信頼や愛着がないので、そんなウォンソクを厄介に思い、利用することばかり考
えている。このように考えの違うふたりは、はたして一緒に力を合わせてゴールド・ファンの企
みを食い止め、犬と人間が幸せに暮らす世界にすることができるのだろうか？

Retrobot

Poten Dogs
(ポテン·ドッグ)

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 2008年に設立されて以来、独創的な企画力をもとに<変身自動車トボット>を制作し、0～3歳
児を対象とする乳幼児向け一辺倒だった韓国の創作アニメーション市場において初めて4歳
児以上を対象とするロボットアニメも成功できることを証明し、ロボットアニメのブームを巻き
起こしました。企画からポストプロダクションまで、3Dアニメーション制作の全工程に対応で
きるパイプラインを保有しています。

家族みんなで楽しめるアニメーションを追求しており、子ども向けの<変身自動車トボット>と
<バイクロンズ>は、大人のファンからも好評を得ています。
代表作の<変身自動車トボット>は、韓国で層の薄かったジャンルを開拓しただけでなく、世界
20ヵ国に輸出され、海外においても好評を得ています。韓国のアニメーション産業が成長する
ためには対象年齢を上に広げる必要があるという信念のもと、新作<Poten Dogs>により、8
歳以上の児童・青少年を対象とする作品に挑戦しています。

ホームページ	 www.potendogs.com
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作品ジャンル ホラー、スリラー

ログライン 暗い表情でニューソウルパークを訪れた人々に謎のゼリー売りが近寄る

ストーリー ep01. 迷子：ニューソウルパークで迷子になったユジは、迷子センターでジュアに出会う。自分
の親は姿を見せず、ジュアのお母さんだけがやってくると、ユジは嫉妬する。ジュアとお母さん
がトイレにいったすきに、ユジはゼリー売りにもらったゼリーを二人のジュースに入れる。トイ
レから戻ってきたジュアとお母さんはそのジュースを飲み、やがて恐ろしい出来事が起こる。
ep02. 生存者：サジュンとヨンドゥはニューソウルパークで着ぐるみのアルバイトをしている。
ヨンドゥに頼まれて一緒にニューソウルパークの捨てられた敷地に向かったサジュンは、「クァ
ンナンクリーン」の社長ユ・ヒョンギョンを見つける。ヨンドゥはヒョンギョンと小競り合いにな
り、ついにヒョンギョンの振り回した凶器によって殺されてしまう。突然殺人現場の目撃者に
なってしまったサジュン。ヒョンギョンは、サジュンがとうてい断れないような甘く、そして恐ろ
しい提案をする。
ep03. マスコット・キャット：ゼリーを配っていた男に頭をなでられた。気味が悪かった。人間
ではないと、本能的に感じた。男に向かってきばをむいた。男は言った。「これからおもしろい
ことが起こるぞ…」。
ep04. 今日から恋人同士：採用試験の勉強をしているときに出会い、今では教師と公務員にな
ったダエとジェユン。勉強をしていた頃に一緒に来ようと約束していたニューソウルパークで、
ジェユンはダエに別れようと言う。それまでの500日間にあったことが走馬灯のように頭をよぎ
ったそのとき、人々の悲鳴が聞こえてくる。ゼリーとなって溶けていく人々が見える。
ep05. リスの回し車200m：ジュアを一人で育ててきたシングルマザー。一日一日暮らしていく
ので精一杯。ニューソウルパークでジュアの手を放してしまった瞬間、自分の本心は何だった
のかと疑う。
ep06. サバス Sabbath：ユ・ヒョンギョンはネットのコミュニティで受信した[ジェリービーンズ]
のメールに怒りを覚える。人間のくせに、サバスを完成させるだって？ヒョンギョンは「かのお
方」の名を汚す[ジェリービーンズ]を消し去るために、ニューソウルパークに向かう。
ep07. 名もなき仲間たち：猫がゼリーを踏んづける。こうしてゼリーは目覚めた。何も覚えてい
ない。ゼリーは、ニューソウルパークを、あちこち冒険しながら記憶を一つひとつ思い出す。愛
する人、愛してくれる人、お母さん、ジュア。どうしてわたしのことをジュアって呼ぶの？  
ep08. ニューソウルパーク：ニューソウルパークのゼリー事件から6カ月。ニューソウルパークは
再オープンする。無料入場イベントとともに。
ep09. 迷子：事件の日の夜、ユジの家。ユジはゼリーを口に入れケンカしてお互いに背を向け
たまま寝そべるお母さんとお父さんの間に入る。

Safe House

ニューソウルパーク・ゼリー売り
大虐殺

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 IP事業化作品
映画 <ねじれた家> (韓国、映画、storywiz/TAKEONE)、<刑事3が死んだ> (韓国、映画、 
 HARDCUT)、<宇宙人ジョアン> (中国、映画、スバクサ)、<あの日、あの場所で>  
 (グローバル、映像、DEXTER)、<キャプテン・グランマ・オミジャ> (韓国、映画、 
 MEGABOX)

ドラマ <宇宙人ジョアン> (韓国、ドラマ、SF8)、<拡張コンカクチ> (韓国、ドラマ、SF8)、
 <あの日、あの場所で> (グローバル、映像、DEXTER)、<サーフ・ビート> (韓国、ドラマ、 
 MEGABOX)、<サンシャインの完璧な死> (韓国、ドラマ、SLING SHOTスタジオ)  
 <可能性ゼロの恋愛> (韓国、ドラマ、SF8シーズン2)

ウェブトゥーン <インスタ・ガール>、<世界を終わらせるのに必要なジャンプの回数>、
 <選択の子>、<宇宙人ジョアン>、<拡張コンカクチ>、<あの日、あの場所で>、 
 <サーフ・ビート>

受賞歴 ⃝ 釜山国際映画祭2019ブック・トゥー・フィルムTORYCOMICSアワード、
      <世界を終わらせるのに必要なジャンプの回数>
 ⃝ SFアワード2020中短編部門優秀賞、<なくしたおにぎりを探して>
 ⃝ SFアワード2019中短編部門大賞、<世界を終わらせるのに必要なジャンプの回数>

主な成果(2021年8月現在)
 ⃝ 出版図書：26点 ⃝ 保有ストーリーIP：73件 ⃝ 二次版権事業化成果：18件
 ⃝ 協力作家(累積)：54人 ⃝ ストーリー公募展(累積)：17回 
 ⃝ 2020年の売上高3億ウォン

ホームページ	 https://safehouse.kr/
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作品ジャンル 童話

ログライン ツキノワグマの「ダルゴム」と森の仲間たちのドタバタ成長記
黄金の木の森の仲間たちと一緒に、流れ星を見ながら願いごとを唱えてみよう！

ストーリー 遠い昔、空のかなたから飛んできた流れ星が地に落ちて種のように潜り込み、黄金の木とな
る。黄金の木の森は動物の仲間たちの住みかであると同時に物語の中心でもある。黄金の木
の森の向こうにあるハンノキ森の木々は、風が吹くとその広い葉っぱを鴨の羽のようにひらひ
らさせ、さらに向こうにはとげだらけのハリゲヤキの木がある。動物の仲間たちは「忘却の世
界」がある森の外には決して出ない。
主人公のツキノワグマの「ダルゴム」は自分の胸にある三日月模様の月の輪をブーメランのよ
うに使ったりもするが、いまいち使い方がよく分からない。ある日、ダルゴムが月の輪で演奏を
始めると、その演奏に合わせて森の中の仲間たちは楽しく踊り始める。
緊急時にのみ、胸の月の輪が自然に落ちてダルゴムを危機から救ってくれるが、つかむことが
できず、いつも尻もちをつく。暗い夜、ハンノキの森で倒れたときには、胸の月の輪が自然と浮
び上がり、家に辿りつくまで道を明るく照らしてくれる。ダルゴムはたまに月の輪を使って演奏
することもあるが、仲間の「ブギ」の家に遊びに行ったときは、月の輪を枕のようにして寝たり
もする。
いつもダルゴムの後をついてまわる「ゴムゴムイ」はピンク色のクマだ。黄金の木の森のあち
こちを歩き回るダルゴムのせいで忙しいが、それ以上にダルゴムの注意を引こうと忙しく動き
回っている。芋畑に住んでいるピンクの豚「コチ」が自分のことを好きなのが気にいらないが、
彼らはいつも仲良く過ごしている。森の朝は、フクロウ「ブンイ」のニュースとともに始まる。し
かし、ブンイは夜間に起きた出来事しか知らない。ブンイは暗闇の中で仲間のいびきや木々
が育つ音まで聞くことができる。
まさに、このような背景のもとで黄金の木の森の話が繰り広げられる。森の仲間たちの独特
な性格は「元々そうだった」とでもいうかのように、補足説明をしない。友だちに話すように
進められ、誰でもこのような背景で話を作ることができるという気にさせる世界へと導いてい
く。

SMC

黄金の木の森

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 文の著作権：イ・ウン
韓国の小説家「イ・ウン」は1989年に短編小説「馬の火葬」で登壇し、短編小説をはじめ、長
編小説や童話を執筆している作家である。「黄金の木の森」は、イ・ウンが童話を完成させた
後、日本の有名な漫画家であり画家でもある「いがらしみきお」と会い、文と絵を書くための
交流を重ね、2020年に日本と韓国で出版されることになった。ふたりは、この2年間、韓国と日
本を行き来しながら両国の情緒やキャラクターの描写、登場する植物などについて意見交換
するために、植物園や山、野原などを訪れ、文と絵を完成させた。

絵の著作権：Igarashi Mikio(いがらしみきお)
私たちに広く知られている「ぼのぼの」の作家であり、日本の有名な漫画家であると同時に映
画の制作者でもある。「ぼのぼの」は1986年から現在まで日本の雑誌に連載されているばか
りか、各種出版物の刊行やアニメーション制作も活発に進められており、現在Tooniverseにて
高い視聴率で放映されている。

24

ホームページ	 www.smckorea.com
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作品ジャンル ストーリー、アクション

ログライン 才能あるボクサーを探していた伝説のコーチKは、不思議な少年に出会う。
少年の衝撃的な才能は、果たして祝福となるか、呪いとなるか？

ストーリー 一度も攻撃を食らったことのないボクシングのチャンピオンが誕生する。
ユウは、幼いころからひどい家庭内暴力に遭い、過度の不安を抱えて育った。
そのため、銃弾を目で追うことができるほどの究極の集中力を持つようになり、ユウの才能を
見抜いた伝説のコーチKにより、ボクサーになる。
トップに駆け上るユウの前に立ちはだかる、もう一人のベテランのボクサー。
ジェイは、生まれ持ったボクシングの才能はないけれど、そのずば抜けた執念は、ボクシング
を単なるスポーツではなく、一編のドラマにする。
一匹狼の天才ボクサーVS．執念のベテランボクサー。果たして、その試合の結末はいかに！？

Ultra Media

ザ・ボクサー
(the Boxer)

COMICS / STORY K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 株式会社ウルトラメディアは、単行本の翻訳出版および国内外のプラットフォーム向け電子サ
ービスをはじめ、現在では多彩なジャンルのウェブトゥーンの企画・制作を行っており、高い成
果を挙げています。
また、現在のトレンドに合わせて社内にスタジオを設立し、女性向け、男性向けを問わずあら
ゆるジャンルの作品を独自に企画・制作しており、体系的な作品制作システムを保有し、高品
質の結果物を発信できる企業です。
また、作品の知的財産を活用した映画・ドラマ・アニメーション・単行本の制作、ゲームや絵文
字の制作といった様々な二次事業化に大きな関心を持って取り組んでいるトランスメディア企
業です。

ホームページ	 https://blog.naver.com/ultramedi5
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作品ジャンル 芸能バラエティー

ログライン K-POPスターと一緒に韓国のランドマークを走れ、Running Man!

ストーリー 韓国初の都市型リアルアクションバラエティである「ランニングマン」は、それぞれ個性的なキ
ャラクターの持ち主である7人のメンバーとゲストが様々な場所でミッションとゲームを遂行す
るサバイバル追撃戦だ。
毎回、すぐに興味をそそり、面白さ全開のストーリーテリング、スタジオから抜け出し直接現場
を駆け巡る緊張感、名札取りをはじめとする様々なゲームやミッション、スポーツスターから海
外の有名俳優まで、バラエティー番組でなかなか目にできない豪華ゲストの出演などを通じ、
国内はもとより、海外の視聴者まで虜にしている。
「ランニングマン」は、SBSを超え韓国を代表するバラエティ番組として発展した。バラエティ
番組としては珍しく、海外でもブームを巻き起こし「韓流ブーム」を牽引する主役として浮上し
た。そのため、中国をはじめ東南アジアのほとんどの国に「ランニングマン」の版権及びフォー
マットが輸出された。

SBS

ランニングマン
(Running Man)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 SBSメディアグループは差別化を図ったコンテンツ力と流通チャンネルの多様化を通じて、グロ
ーバル市場が認めるメディアグループとして跳躍しています。とりわけ、アメリカ、日本、中国を
中心に東南アジア、ヨーロッパ、アフリカ、中南米にまで影響力を拡大しており、単なるコンテ
ンツ販売にとどまらず、フォーマット販売、共同制作、事業提携によるノウハウの伝授および
現地化など、多様なグローバル戦略をもとに収益を最大化させています。

ホームページ	 https://programs.sbs.co.kr/special/sbscontentshub/main
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作品ジャンル ロマンス、コメディー

ログライン 「私たちはどうせ死ぬんだから、一人だけ、連れて行くのはどう？」

ストーリー 余命宣告を受けて死を目の前にした時、ずっとそばにいたいと思える「ひとり」に出会ってしま
った3人の女性たちの最後の旅路。女性専用ホスピス「朝の光」で出会ったインスク、ミド、セ
ヨンの３人は、ある日、家庭内暴力に苦しむ隣近所の子どもサンアを助けるため、サンアの父
親の後頭部をゴルフクラブで一撃する。
ここで予想もしていなかったことが起きる。なんと、ウチョンという目撃者が現れたのだ！とこ
ろが、その予想もしなかった目撃者が実は「救世主」だったのかも。ウチョンはインスクがサン
アの父親を殺害する姿に一目惚れしてしまい、CCTVの位置や遺体の処理方法などについた豊
富な知識でインスクを助ける。この事件をきっかけに、ウチョンは「朝の光」でボランティアを
始めることになる。そして、少しずつお互いの距離が近づいていく中で、ウチョンとインスクの
間には恋愛感情が芽生え始めるのだが…
一方、サンアの父親の遺体が発見されて、この事件を捜査する警察は唯一の容疑者であるウチ
ョンを追って「朝の光」にまでたどり着く。そんな警察たちの前で熱いキスを交わすウチョンと
インスク。果たして彼らは、互いにとって一番大切な「一人」になれるのだろうか。

JTBC Studios

一人だけ

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 JTBC Studiosは、コンテンツの製作から流通まで、コンテンツ事業のあらゆるバリューチェーン
を融合させた韓国初の完成型スタジオです。
JTBC Studiosは、韓国国内を代表するCreatorたちとともにプラットフォームやフォーマットに
とらわれず、ドラマ/映画/デジタルオリジナルコンテンツなど、 視聴率や話題性の高い作品を
製作してトレンドをリードしています。
尚、Netflix/iflix/viu/vikiなどグローバルOTTとの戦略的提携を通じて安定的なPipelineを確保
しており、A+E、Warner、BBCなどグローバルスタジオとの協業拡大を図っています。
更に、JTBC Studiosは自社が保有するIPをもとにOST音源/公演/MD/AR及びVRなど、事業多
角化を実現しています。

ホームページ	 www.jtbcstudios.com



30 31

作品ジャンル ミステリー、スリラー

ログライン 「まだ殺人事件は終わっていない！ 果たして犯人は誰か。」

ストーリー 「誰も信じるな！ 犯人はこの中にいる！」真実を突きとめるため、プレイヤーたちの熾烈な攻
防戦が繰り広げられる。ある場所で起きたミステリー殺人事件をもとに、事件の再現現場に
閉じ込められ容疑者となる出演者たち！自分にかけられた嫌疑を晴らさなければならない容
疑者たちの中で無実のふりをしている真犯人を探し出して賞金を獲得せよ！
毎回新しい登場人物と豪華なセット、緻密に計画されたシナリオと小道具、そして容疑者たち
の些細な行動から供述、尋問にいたるまで、まるで実際の殺人事件を暴くような緊張感をも
たらす頭脳プレーが広げられる。清廉潔白に見える人物の中で、果たして真の犯人は誰なの
か。

JTBC Studios

Crime Scene
(クライム シ-ン)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 JTBC Studiosは、コンテンツの製作から流通まで、コンテンツ事業のあらゆるバリューチェーン
を融合させた韓国初の完成型スタジオです。
JTBC Studiosは、韓国国内を代表するCreatorたちとともにプラットフォームやフォーマットに
とらわれず、ドラマ/映画/デジタルオリジナルコンテンツなど、 視聴率や話題性の高い作品を
製作してトレンドをリードしています。
尚、Netflix/iflix/viu/vikiなどグローバルOTTとの戦略的提携を通じて安定的なPipelineを確保
しており、A+E、Warner、BBCなどグローバルスタジオとの協業拡大を図っています。
更に、JTBC Studiosは自社が保有するIPをもとにOST音源/公演/MD/AR及びVRなど、事業多
角化を実現しています。

ホームページ	 www.jtbcstudios.com
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作品ジャンル ロマンチック・コメディー

ログライン 私は18歳、学業STOP！社会生活START？

ストーリー ハヨンは夢多き18歳の少女だ。大学に行かず就職して自分ならではの人生を生きてみようと
いう野心に満ちた計画を立てるが、現実は、これといったアピールポイントのない就活の道
は、遠く険しいばかりだ。
そんなある日、夢のように舞い降りてきた韓国最高のライブストリーミングプラットフォーム
「バブルTV」の面接チャンス！ 多少能力が足りなくても、誰よりも本気であるハヨンの思いを
理解してくれた面接官のおかげで、ハヨンはバブルTV「BJコミュニケーションチーム」の新入
社員として社会人の第一歩を踏み出すことになる。
しかし、ハヨンは入社当日から悪名高いチーム長の服にコーヒーを注いでしまい、彼にいじめ
られることになる。
ところが、天の恵みなのか。ハヨンは人気ストリーミングチャンネル「テミンTV」のクリエイタ
ー、セウンと運命的に出会い、彼と話を交わすようになる。コンテンツに対するハヨンの純粋な
情熱に惹かれたセウンは、テミンTVとバブルTVのコラボコンテンツ「バブルティーン」を提案
する。
ハヨンとセウン、コンテンツを制作するにあたって、ふたりは、これが初めてとは思えないほど
息がピッタリだ。順調に進んでいるかのように見えたバブルティーンプロジェクト。しかし、か
つてバブルTVから契約解除されたBJたちが恨みを抱いてセウンに近づき、彼をバブルTV、そし
てハヨンから引き離そうとするが…。
ハヨンとセウン、そしてバブルティーンのチームは、この危機をうまく乗り切ることができるだ
ろうか。

Yoon&Company

バブルアップ
(Bubble Up)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 (株)Yoon&Companyは、(株)エブリショーの元代表ユン・ジョンホが2016年9月に設立した会
社である。長い間コンテンツ業界に携わってきたユン・ジョンホ代表のネットワークとノウハウ
をもとに、制作・配給を手掛けている。配給にあたっては「ヒップホップ王」、「ネイルサロン・
パリス」などK-POPスターが主演を務めるドレンディドラマや「別巡検」のようなウェルメイド
なドラマをAmazonなどと協力して海外に公開している。
Yoon&Companyは2021年に公開予定の自主制作ウェブドラマ「バブルアップ」(「NATURE」の
ソヒ、「SF9」のヨンビン主演)を皮切りに制作事業にさらに拍車をかける予定だ。また、日本の
TBSドラマ「ラブシャッフル」の韓国版リメイク、韓国台湾合作メロドラマなど多様なコンテンツ
を準備している。
今後、大衆文化芸術企画業を通じて優秀なエンターテイナーの発掘・育成事業を推進すると
ともに、最終的にはトータルエンターテインメントビジネス会社として生まれ変わる予定だ。

ホームページ	 http://yoonncompany.com
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作品ジャンル ペット

ログライン 家にひとりで留守番中のペットのためのケアコンテンツ

ストーリー ① 遊びコンテンツ
動物行動学とリサーチにより開発された番組で、フリスビー、綱引き、風船割りなどで遊ぶ様
子を通じて犬や猫の好奇心を満たし、不安を解消するためのコンテンツです。
② 癒しコンテンツ
家にひとりでいる犬や猫の心理的安定と癒しのために開発されたコンテンツで、多彩な効果
音とテラピー音楽、安静高周波を結び付けて、お母さんに抱かれているような心地よさを感じ
させます。
※ハッピードッグミュージック＆字幕情報
「遊び」と「癒し」コンテンツは、子守り歌など心地よさを感じさせる多彩な音楽と、犬や猫の
聴覚を考慮して好奇心を刺激する効果音や世界の伝統楽器の演奏などとを結びつけ、差別化
されたハッピードッグミュージックに発展させました。字幕により、ペットに関する情報や常識
などを飼い主の方にも一緒に提供します。

対象別コンテンツ :
• 飼い主が外出中に犬や猫が寂しさや不安を感じないようにするお友達で、安心できるヘルパー

• 飼い主の方と一緒に観ると情緒的な絆を形成できるコンテンツ

• 実験で立証された「可愛さ力(The power of cute)」理論が採用された特別な映像で、人に無 
  害なかわいい犬や猫の映像を通じて、乳幼児・子どもの情緒的な安定・発達を助ける

• 高齢者の方の退屈しのぎと、いい思い出を連想させることで幸せ指数をアップ

• 忙しい会社員や主婦・主夫のストレス解消と癒し

Happy Dog TV

ハッピードッグTV
オリジナルコンテンツ

(遊び＋癒し)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 About Happy Dog TV :
ハッピードッグTVは、家にひとりでいるペットのこころの安定のための機能性専門チャンネル
です。
IPTV、ケーブルテレビ、衛星放送、スマートテレビ、モバイル、タブレット、Stick for TVなどの様
々なデジタルプラットフォームおよびデバイスを通じて、韓国、アメリカ、中国など世界中でサ
ービスを行っているグローバル専門チャンネルです。

About Happy Dog TV Ltd. :
ハッピードッグTV株式会社は、韓国のバイオ融合学・獣医学の博士号取得者らと共同で動物
行動学のR&D研究を行い、ペットと人のための機能性コンテンツの制作・流通を行う「デジタ
ルヘルスケア」専門企業です。
また、急成長するペット産業を様々な分野(Eコマース、世話・しつけサービス、旅行、文化、生
活家電など)と結びつけた、「ペット＆ヘルスケア専門プラットフォーム」へと成長しています。

ホームページ	 www.happydogtv.com
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作品ジャンル エデュテインメント・ドキュメンタリー

ログライン 世界で初めての4Kによるチェルノブイリの映像をアジアの監督の視点から扱った国際共同制
作作品

ストーリー チェルノブイリをテーマに制作されたドキュメンタリーやフィクション映画は数あります。その
ほとんどは、発生した出来事、人への被害などを重点的に扱ったり、チェルノブイリに関する
様々なうわさや信じられていることを活用しています。テレビゲームにもこうした傾向がみられ
ます。しかし、今日のチェルノブイリと立入制限区域内の暮らしを実際に扱った作品はありま
せんでした。制限区域内の安全を改善する活動をする現地のスタッフから始まり、ここを「家」
と呼ぶ住民の姿で終わるプレイオンキャストのプロジェクト4Kドキュメンタリー「未来の街、チ
ェルノブイリ」は、他の作品とは対照的に、制限区域内の本当の姿に光を当てます。プレイオン
キャストは、視聴者が何を観てどこに行くか選べる4Kと360°バーチャルリアリティ撮影技術
により、まったく新しいインタラクティブ性を実現しました。

Playoncast

未来の街、チェルノブイリ
(Future City, Chernobyl)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 株式会社プレイオンキャストは、4K|8K-VR-AR-MR_XR、UHD 4K-HDR、8KおよびHD番組など
多彩なコンテンツの企画・制作・世界中への配給・流通・セールス・マーケティングから、ソー
スストーリーの発掘、映像コンテンツの国際共同制作、公演・出版・イベントなどの幅広い領
域においてコンテンツ産業をリードしているメディア・コンテンツ専門企業です。

ホームページ	 www.playoncast.com
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作品ジャンル クラシック・ピアノ音楽ドキュメンタリー

ログライン 世界で初めての4Kによるクラシックピアノ音楽とショパンをアジアの監督の視点から扱った国
際共同制作作品

ストーリー クラシック・ピアノ音楽は、今や東洋と西洋という壁を越えた、普遍的なことばになりました。
クラシック・ピアノ音楽はまるで瞑想のように情緒を落ち着かせ、花さえもクラシック・ピアノ
の音楽を聴くと幸せになるということもよく知られています。クラシック・ピアノのメロディー
が持つ、東洋と西洋の情緒をひとつにしてくれる力は何なのでしょうか？クラシック・ピアノの
屈指の巨匠ショパンの音楽的な感覚、そして彼の音楽の中にあるクラシック・ピアノ音楽の神
髄の美しさに影響を受けたアジアのピアニストたちを理解するために、世界的なクラシックピ
アニストたちがその探求に乗り出します。

Playoncast

クラシック年代記 -ピアノフォルテ
(Classic Lineage-Piano Forte)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 株式会社プレイオンキャストは、4K|8K-VR-AR-MR_XR、UHD 4K-HDR、8KおよびHD番組など
多彩なコンテンツの企画・制作・世界中への配給・流通・セールス・マーケティングから、ソー
スストーリーの発掘、映像コンテンツの国際共同制作、公演・出版・イベントなどの幅広い領
域においてコンテンツ産業をリードしているメディア・コンテンツ専門企業です。

ホームページ	 www.playoncast.com
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作品ジャンル アニメーション映画

ログライン アドベンチャー・コメディファンの世界中のファミリー視聴者向けアニメーション

ストーリー リスのソリーと動物の中たちは、みんなのリバティーパークがオークトンの意地悪な市長の遊
園地建設計画により壊される危機に直面していることを知ります。動物たちの家である公園
を守るために、ソリー、アンディ、バーディーと仲間たちは、見た目はかわいいけれど実はカン
フーの実力者というねずみのミスター・ペンと力を合わせます。

Playoncast

NutJob2
(ナッツジョブ2)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 株式会社プレイオンキャストは、4K|8K-VR-AR-MR_XR、UHD 4K-HDR、8KおよびHD番組など
多彩なコンテンツの企画・制作・世界中への配給・流通・セールス・マーケティングから、ソー
スストーリーの発掘、映像コンテンツの国際共同制作、公演・出版・イベントなどの幅広い領
域においてコンテンツ産業をリードしているメディア・コンテンツ専門企業です。

ホームページ	 www.playoncast.com
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作品ジャンル キッズポップ

ログライン 9～12才向けのK-POPキッズポップ(Kidspop)は、アイコニックスが韓国で初めて試みたキャラ
クターとアイドルグループのコラボという新概念の音楽ジャンルです。

ストーリー バナナチャチャ
MOMOLANDとポロロの仲間たちと一緒に楽しくバナナチャチャ~みんな一緒にラララチャチャ！

ティキタカ（TIKI TAKA)
ポロロと仲間たちが、もう一度、楽しい曲を手にやって来ました。レトロディスコ風のティキタ
カの旋律に合わせてママ、パパ、子どもたちみんな集まって一緒に踊ってみましょう。~

スパデュパ（SUPADUPA）
ポロロ＆OH MY GIRLが一緒に歌う、希望と勇気の呪文！

スノーボール
クリスマスキャロルのアルバム「スノーボール」が届きました。ポロロ＆OH MY GIRLが歌うタイ
トル曲「スノーボール」をはじめ、様々なクリスマスソングを歌いながら楽しい年末を過ごしま
しょう。

ポグルポグル（BOGGLE BOGGLE）
ポロロとOH MY GIRLが戻ってきました！ ポマイガールのプロジェクト第２弾「BOGGLE 
BOGGLE」ラーメンがポグルポグル~。頭がポグルポグル~。ポロロとその仲間たちにいったい
何が起こったのでしょうか？

ヘイタヨ(HEY TAYO)
世界中の子どもたちにおなじみの原曲「HEYTAYO」が、ENHYPENのボーカルで新たに誕生し
ました。ブンブンブン~ビュービュービュー~ENHYPENのメンバーたちとタヨの歌を一緒に歌っ
てみましょう。

ビリーポコ(BILLY POCO)
重機キャラクターたちの整備士に変身したENHYPENとちびっこバス・タヨのコラボ！弾むリズ
ムと楽しい歌詞が耳に残る「ビリーポコタヨ」を、ENHYPENのボーカルでお楽しみください。

Iconix

キッズポップ
(Kids Pop)

TV SHOW K-CONTENT CONNECT DAY.

会社紹介 アイコニックスは設立以来、「ポンポン・ポロロ」をはじめ「ちびっこバス・タヨ」、「チビ列車テ
ィティポ」など国産創作アニメーションを制作し続けてきました。また、アニメーションキャラ
クターをもとに、出版、玩具、音楽、公演、テーマパーク、ライセンス、ニューメディアなど、様々
な国内キャラクタービジネスを展開し、キャラクター産業領域を拡大しております。さらに、世
界各国に優れた創作アニメーションを輸出し、韓国アニメーション産業の世界化を主導してい
ます。

ホームページ	 www.iconix.co.kr



44 45



46

CONNECT
DAY.

CONTENT

主催 主管 協力 後援


