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【Next Media Limited.グループについて】  

Next Media Limited.は、日刊紙「Apple Daily（蘋果日報）」や週刊誌「Next Magazine（壹週刊）」等、それぞれ 

トップクラスの部数の媒体を抱える香港最大手のメディアグループです。 

 

アジア最大規模を誇るゲーム、アニメーション制作・配信会社等、エンターテインメント、マーケティング関連

企業を有し、自社メディアを核とした良好なシナジーを形成しています。 

 

 

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】  

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社  

IR・企業広報課 一松 TEL：03-6895-1662                                     以 上  


