
Ⅴ．他国等の誘致手法 P.137

【海外】中国

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

travel aroun the world 会議

概要 2016年10⽉号

国 中国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

楽山市

2016年8⽉29⽇

【四川省楽山市プロモーションイベント記事】

四川省楽山市は、8⽉29⽇にバンコクで、約100社の主要な地元観光企業、タイ国家観光局、アジ
ア太平洋観光協会など多数の組織との観光促進会議を開催した。

タイでのPRについてバンコクの国家観光局（National Tourism Administration）駐在員事務局⻑
のZhang Xinhong氏は以下の様に述べている。

パンダの故郷である四川南部に位置する楽山は、魅⼒的な⾃然の景観と3000年以上の歴史を残し
た素晴らしい文化遺産を誇っている。また世界最大の座仏、楽山大仏、世界⾃然文化遺産の本拠地
でもある。

近年では楽山（Leshan）とタイ（Thailand）の交流と協⼒が活発になっている。

2013年には楽山とプラチュアップキリカーンが姉妹都市になり、2つは相互に観光ルートを促進
し、資源を共有してツアーグループを結成した。2015年7⽉、タイ国家観光局とタイ観光協会は、
四川省国際旅⾏博覧会に出席するために大規模な代表団を送った。

四川州楽山市



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.138

【海外】香港

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

travel aroun the world イベント

概要 2016年11⽉号

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

香港
香港全体

 2016 10⽉ 6－9⽇

【香港プロモーションイベント記事】

タイは、香港の主要観光客源市場の1つである。
香港政府観光局（HONG KONG TOURISM BOARD）は、タイの家族がさらに香港に興味を引くよ
うに、バンコクの⼀流の豪華ショッピングモールであるサイアムパラゴンで4⽇間の「香港・ライ
ブ・イン・バンコク」プロモーション
を開催した。

香港特別⾏政区司法⻑官Rimsky YuenとHKTBのPeter Lam博⼠が、タイの有名⼈2⼈Gubgib
Sumonthip Leungutai（⼥優・モデル）、JJ Kritsanapoom Pibulsonggram（俳優）と共に開会
式を⾏った。

香港政府観光局

Siam Paragon（サイアムエリアの高級ショッピングモール）



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.139

【海外】シンガポール

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 イベント

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

シンガポール
シンガポール全体

①2016年7⽉1⽇-3⽇／②2016年7⽉8⽇-10⽇

Singapore Travel Festival
シンガポールトラベルフェスティバル

シンガポール観光局による「シンガポールトラベルフェスティバル」をバンコク
以外の地域でプロモーションイベント実施。
セントラルグループのショッピングモール（２都市：ハートヤイ（タイ南部の群
とチェンマイ）で開催した。

SilkAir (Thailand)による航空券の販売の他、現地旅⾏会社がツアーパッケージを
販売。⼈気のリゾート セントーサ島のアトラクションの販売も⾏われた。

シンガポール政府観光局

①Central Festival Hatyai ／②Central Plaza Chiang Mai Airport



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.140

【海外】英国

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

GRUMET & CUISINE Promotion Event

概要 2016年12⽉号

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

英国
英国全体

2016年12⽉7⽇〜11⽇

【食情報誌での食フェアイベント記事】

イギリスの旧市街と美味ストリート

CDC（Crystal Design Center） は、英国スタイルのショッピング街「ブリティッシュ・オールド
タウン＆ヤミー・ストリート」を開催。
イギリスのショッピング街の雰囲気を味わうことができる。

イギリス経済産業省

CDC（Crystal Design Center）（バンコク郊外大型ショッピングセンター）



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.141

【海外】イラン

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

travel around the world

概要 2016年11⽉ Thai airways就航記念

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

イラン
テヘラン

2016年9⽉22⽇

【TGテヘラン路線就航記念パーティー記事】

2016年10⽉1⽇から始まるバンコク－テヘラン直⾏便就航を記念して、タイ航空が記念パー
ティーを催した。
⻑い歴史を持つ古代世界の文明やライフスタイルや様々な文化といったペルシャの魅⼒を体験でき
るルートとして期待されている。イランは20以上の世界観光遺産、部く強い建築、ペルシャカー
ペットなどの製品があり、世界最大のピスタチオ生産地の⼀つである。
タイ航空は「The Pride of Pesia」と題し、Royal Orchid Holidaysと⼀緒に、旅⾏者に向けたテ
ヘランへの旅を提案する。

タイ航空



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.142

【タイインバウンド】中国向け

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

中国広州への旅⾏プロモーション（広州市に向けたタイのインバウンドプロモー
ション）

タイのタイタンサナック副⾸相は、タイの観光事業者による中国の広東省の広州
市へのタイ観光プロモーションを実施した。
これはタイの観光局（TAT）、タイの旅⾏代理店協会（TTAA）、タイ中国の観
光協会（TCTA）によって共同開催された。
タイタンサナック副⾸相は、「タイの旅⾏ハイシーズンを前に、中国の旅⾏者や
旅⾏業界関係者に、中国⼈観光客が、より気軽にタイを訪問出来る様、また中国
⼈観光客に向けた訪泰への期待を高める為、新しいプロモーションを実施したい
と考えています。」と語った。

広州でのプロモーションは2016年12⽉21⽇に⾏われ、タイの観光関連商品や
サービス企業80社300⼈以上の広州周辺の旅⾏業者と⾯会した。広州の地元メ
ディアの80⼈以上も出席した。
イベントでは、観光の発展と業界がどのように中国とタイの経済を促進し、質の
高い持続可能な観光を促進するかについての議論が⾏われた。タイ政府による外
国⼈観光客へのビザ免除政策などが伝えられた。

新年と旧正⽉は、中国⼈観光客がタイ国を訪れる⼈気のある時期となり、 2017
年にはアジアからの観光客誘致を目的とした様々なイベントが予定されている。
具体的には2017年1⽉25⽇から29⽇まで、バンコクのルンピニー公園で⾏われ
るタイ観光フェスティバルなどが予定されている。また、 2⽉3⽇から5⽇まで、
タイ北部の都市でチェンマイフラワーフェスティバルが開催される。全国のソン
クラーン祭りは、中国⼈観光客にとっても大きな魅⼒であり、2017年4⽉12⽇か
ら15⽇まで開催される。

中国
広州

2016年12⽉21⽇
タイ国政府観光庁

中国広東州／広州市



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.143

【タイインバウンド】インド向け

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要
インドに向けた

タイのインバウンド

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

B2B Session & Networking Cocktail for Indian Wedding Planner Fam Trip
2016
インドのウェディングプランナーFam Trip 2016
BtoBセッション＆ネットワーキングカクテルパーティー
（インドに向けたタイのインバウンドプロモーション）
 
インドの結婚式プランナーは、タイ国を憧れの海外挙式先と考えている。タイ国
政府観光局（TAT）は、最近、インドの結婚式プランナーのFam Tripを⾏い、結
婚式の豊富なアトラクション、施設、サービスの紹介を⾏った。

2016年9⽉25⽇から30⽇にかけて、ニューデリー、チャンディーガル、ムンバ
イ、ハイデラバード、プネー、バンガロールの20名のウェディングプランナーが
タイに招待された。
彼らは2つのグループに分かれて視察を⾏った。最初のグループはカンチャナブ
リ・ホアヒンルートでのアトラクションと結婚式施設を直接体験し、2つ目のグ
ループは、プーケット・カオラックツアーを体験した。
最終⽇にバンコクに集まった両団体は、さらにホテル視察を⾏い、続いてBtoB
セッションとカクテルパーティー交流会を開催した。

BtoBセッションとカクテルパーティー交流会では、インドのウェディングプラン
ナーが、ホテル、インドレストラン、エンターテインメントオーガナイザー、花
屋、ウェディングスタジオなどの結婚式ビジネス業者をはじめ、お土産、ワイン
ディーラー、写真家、プライベートジェット機や高級⾞業者、チャオプラヤク
ルーズ社など60⼈以上のタイのサービスプロバイダーと商談会を実施した。
タイは、インドで最も⼈気のある海外挙式先である。 2011年から2014年まで、
Travel and Leisure誌（インドと南アジア）の読者は、タイを結婚式の最優秀賞
に選出した。

インド
インド全体

2016年9⽉29⽇
Hiltion Millennium Bangkok Hotel 

タイ国政府観光局



カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 割引キャンペーン

国 ⽇本
都市名またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

九州

宿泊期間 : 2016/10/1 - 2016/12/28

【宿泊施設割引キャンペーン】
対象商品：九州観光振興の助成⾦交付⾦のみ対象。商品の企画名義で「九州特別
キャンペーン（〜12/28）」と表⽰された商品。
割引情報：九州地区の再建を⽀援するための公的補助⾦は、次のように適⽤さ
れ、割引の対象となる商品の販売価格に既に反映される。
熊本と大分の場合 - 最大50％割引 -
6,000円以上1万円未満の1部屋につき1回の予約予約は3,000円割引。
10,000円以上20,000円未満の1部屋につき1回の予約は、5,000円割引。
1部屋につき2万円以上の予約を1回予約すると1万円割引。
福岡、⻑崎、⿅児島の場合 - 最大40％割引 -
6,000円以上1万円未満の1部屋の予約は1回につき2,000円割引。
10,000円以上20,000円未満の1部屋につき1回の予約予約は4,000円割引。
1部屋につき2万円以上3万円未満の予約を1回予約すると、8,000円の割引が適
⽤。

宿泊期間 : 2016/10/1 - 2016/12/29

Ⅴ．他国等の誘致手法 P.144

【日本】九州



カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 イベント

国
都市名またはエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容

⽇本
九州

2016年9⽉12⽇〜25⽇

【イベント】
TOUCH THE kyusyu

⽇本経済産業省が主催する九州体験イベント「TOUCH THE KYUSHU FAIR in
Thailand」本イベントは台北、上海、香港でも開催された。このイベントは４⽉
16⽇に起きた熊本地震でダメージを受けた九州エリアの復興と観光⽀援を目的
に、より多くのタイ⼈に九州旅⾏の魅⼒を感じてもらえるようと企画されたも
の。温泉をテーマにした⾜湯や、熊本・宮崎・福岡・大分・佐賀・⻑崎・⿅児島
の各県のコンテンツをバーチャルリアリティゴーグルを通して体験できるコー
ナーや上記７県の物産展ブースを設置。各県の⽇本酒や食材をはじめ、“くまモ
ン”のグッズなども販売。
旅⾏商品販売は⾏っていない。

GATEWAY EKAMAI（BTSエカマイ駅隣接ショッピングセンター）

経済産業省

Ⅴ．他国等の誘致手法 P.145

【日本】九州



カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 イベント

国
都市名またはエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容

⽇本
九州

2016年12⽉17⽇〜18⽇

【イベント】
The Wonder of KYUSHU

Thai NaKama社と⽇本の経済産業省と共同で九州のイメージを促進・活性化す
るイベント「The Wonder of KYUSHU」を開催。熊本、大分、福岡、佐賀、⻑
崎、宮崎、⿅児島の7つの県の紹介を⾏った。

経済産業省による、訪⽇外国⼈による九州地域での消費拡大を図るため、九州地
⽅の魅⼒ある商材・サービス等（九州ふるさと名物）をアジア諸国（韓国、中
国、タイ、香港、台湾）にPRするための、「九州地⽅の魅⼒発信による消費拡大
事業」。本事業では、九州産品の目利きに優れた国内外のプロデューサーを九州
地⽅に派遣し、「九州ふるさと名物500商材」を選び、ストーリブック及び映像
を制作した。
本イベントでは九州地⽅の文化や伝統などを紹介。⻑崎市⻑崎市観光大使のエ・
ラオウンフォン（Aeh Laongfong）さん、⻑崎市で映画「ハシマプロジェクト」
の主演⼥優のオームスーシャー（Aom Sucha）さんが九州での感動した経験
トークショーを⾏った。

The Emquatier（エムクオーティエ／BTSプロンポン駅のショッピングモール）

経済産業省・観光庁

Ⅴ．他国等の誘致手法 P.146

【日本】九州


