Activities to promote Thailand in Japan in 2016
２０１６年

日本で行われるタイ関連行事

Date
Name of Event
29 April – 1 May Thai Fair at AEON
４月２９日～
イオンでのタイフェア
５月１日

1-15 May

Thailand travel week “Let’s eat Phadhai”

５月１日～
１５日

タイトラベルウィーク
“パッタイを食べよう”

Venue
AEON
Lake Town
mori store in
Saitama

Details of Event
There will be booths to sell Thai food and products as
well to provide travel information. During the Fair,
there will be mango PR campaign, Thai cooking
lessons, Thai cultural shows, Muay Thai demonstration
and many more.

埼玉県イオン
レイクタウン
mori

タイ料理、商品の販売ブースおよび観光紹介ブースを設
置。また、マンゴーのＰＲ，タイ料理教室、タイの伝統
的なパフォーマンスやムエタイデモンストレーションな
ども行う。

Selected Thai
restaurants in
Tokyo

A promotional campaign in collaboration with some
Thai restaurants in Tokyo. Customers who order
phadthai can take part in lucky draw to win a trip to
Thailand (offered by the Thai Airways International)

都内タイ料理
レストラン

東京にある協賛タイレストランとキャンペーンを開催、
パッタイを注文するとタイ行きのパッケージツアー（タ
イ国際航空提供）が当たる抽選に参加できる。

9-15 May
５月９日～１５日

Thailand travel week “Let’s go to Thailand”
タイトラベルウィーク
“タイに行こう”

---

A promotional campaign in collaboration with about 10
travel agencies in Tokyo. Thailand PR corner will be set
up in the agencies to promote Thailand. A ticket of BTS
one day pass in Bangkok will be given as a gift to
customers who buy package tour or book air tickets to
Thailand/ accommodation in Thailand.
東京の約 10 社の協賛旅行会社にタイを紹介するコーナー

を設置し、タイのパンフレットを配布する。期間内にタ
イのパッケージツアーを購入した方、タイ行きの航空券
あるいはタイ国内のホテルを予約した方に BTS の一日乗
車券を贈呈する。

15 - 30 May

Thailand travel week Thai film viewing

５月１５日～
３０日

タイトラベルウィーク タイ映画上映

Selected
cinemas in
Tokyo
都内の映画館

In cinemas in Tokyo showing “Kidtung Wittaya”, information

of the film’s shooting locations in Thailand will be
promoted through brochures and there will be a present
for those who come to the premiere.
映画「すれ違いのダイアリーズ」の都内上映館で、本作
のチラシにタイ国内ロケ地を記載して紹介するほか、ま
た初回上映を観覧した方に記念品を贈呈する。

14 - 15 May
５月１４日～
１５日

Thai Festival in Tokyo 2016: Discover
Thailand’s BEST

Yoyogi Park,
Tokyo

東京 タイフェスティバル２０１６

“Discover Thailand’s BEST”

東京都
代々木公園

- More than 180 booths of Thai food and beverage, Thai
fruits, Thai products and services.
タイ料理、ドリンク、果物、製品、サービスなど１８０
以上のブースが参加。

- “Thai Village” with the exhibitions of Thai Royal
Projects, Thai fashion and food products, Thai tourism
etc.
タイ王室プロジェクト、タイのファッション、食品、観
光情報の展示などを行う『タイビレッジ』の設置。

- Stage performance by top artists from Thailand and
Muay Thai, Thai traditional dance and music.
タイアーティスト、ムエタイ、伝統舞踊・音楽などのス
テージパフォーマンス。

21 - 22 May

Thai Festival in Osaka 2016

５月２１日～
２２日

大阪 タイフェスティバル２０１６

Taiyo No
Hiroba, Osaka
Castle, Osaka
大阪城公園
太陽の広場

- More than 80 booths of Thai food and beverage, Thai
fruits, Thai products and services.
タイ料理、ドリンク、果物、製品、サービスなど８０以
上のブースが参加。

- Team Thailand’s zone with booths of Team Thailand

in Osaka, an exhibition to celebrate the Auspicious
Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle
Birthday Anniversary on 12th August 2016, Thai
cooking demonstration, Thai fruits and vegetable
carving demonstration.
- 在大阪タイ関連機関のブース「チームタイランド」ゾ
ーン、2016 年 8 月 12 日シリキット王妃生誕 84 周年記念
展示、タイ料理クッキング・タイフルーツとベジタブル
カービングのデモンストレーションなど。

- Stage performances by top artists from Thailand, and
Thai cultural shows
- タイの人気アーティストによるコンサート、タイ文化
ショー、ライブ音楽によるステージパフォーマンス。

- Muay Thai arena and Sepaktakraw court.
-

25 - 31 May

Thai Fair at Mitsukoshi department store

５月２５日～
３１日

銀座三越でのタイフェア

Mitsukoshi,
Ginza
銀座三越

ムエタイエキシビジョンとセパタクローショー。

-Tasting corner for newly imported Mango “Kiao
Sawoey”.
輸入が解禁になったマンゴー『キオウサウェイ種』の試
食

- Sales of Thai products such as food, drink, fashion,
gift, and spa.
食品、飲料、ファッション雑貨、スパ用品などのタイ製
品の販売。

- Thai cuisine cooking workshop.
タイ料理ワークショップの開催。

- Thai cultural workshop of flower arrangement.
タイフラワーアレンジメントのワークショップ。

- Tourism promotion
観光プロモーション。

4 - 5 June
６月４～５日

Thai Festival in Nagoya 2016
名古屋 タイフェスティバル２０１６

Hisaya
Oodori,

- More than 60 booths of Thai food and beverage, Thai
fruits, Thai products and services.

Nagoya
名古屋
久屋大通公園

タイ料理、ドリンク、果物、製品、サービスなど６０以
上のブースが参加。

- Stage performance by famous artists from Thailand
and Thai traditional dance and music.
タイアーティスト、伝統舞踊・音楽などのステージパフ
ォーマンス。

11 - 12 June
６月１１～
１２日

Thai Festival in Sendai 2016
仙台 タイフェスティバル２０１６

Kotodai Park,
Sendai
仙台
勾当台公園

- More than 50 booths of Thai food and beverage, Thai
fruits, Thai products and services.
タイ料理、ドリンク、果物、製品、サービスなど５０以
上のブースが参加。

- Thai traditional performance on stage.
タイ伝統的なステージパフォーマンス。

16 – 30 June
６月１６～
３０日

Thai Fashion Brands’ Pop up Store

1 Laforet

タイファッションブランド
ポップアップストア

ラフォーレ

2 Shibuya
Parco
and etc.
渋谷パルコな
ど

27 - 28 August
８月２７日～
２８日

Thai Festival in Shizuoka 2016
静岡 タイフェスティバル２０１６

-Introducing and retailing 15 Thai fashion brands
including ladies’ and men’s wear and accessories such
as Issue, Munchu’s, Sureal Object, Iconic,
GREYHOUND, Painkiller, TIMO, LONDON BROWN
and etc at major department stores and selected shops
in Japan.
Issue, Munchu’s, Sureal Object, Iconic, GREYHOUND,
Painkiller, TIMO, LONDON BROWN など、タイの１５の
レディ―ス、メンズ、服飾雑貨ブランド製品をデパート
やセレクトショップで展開。

Aoba Symbol
Road,
Shizuoka
Station

- More than 40 booths of Thai food and beverage, Thai
fruits, Thai products and services.

静岡
青葉シンボル
ロード

- Thai traditional performance on stage.

タイ料理、ドリンク、果物、製品、サービスなど４０以
上のブースが参加。
タイ伝統的なステージパフォーマンス。

