
 

【1】期間中旅行を申し込むともらえる！ 

【2】パッタイを食べてタイへ行こう！ 

【3】AEONで開催タイフェア！ 4月 28日(木)～5月 1日(日) 

【4】AEON タイフェア 

【5】公式パーティ 

 

 

タイ国政府観光庁（TAT)は、第 17 回タイ・フェスティバル 2016（於：東京都渋谷区代々木公園）開

催に合わせて、2016年 4月 28日～5月 16 日をタイランド・トラベルウィークとし、タイを「旅する」、「食べ

る」、「観る」、「体験する」、「楽しむ」、「知る」様々な角度からタイを満喫するキャンペーンを実施致します。 

 

 

＜内容＞ 

期間中旅行を申し込むともらえる！ 

① 期間中にキャンペーンに協力する旅行会社でタイ行きのパッケージツアーを成約したお客様にバンコク市

内で使える BTS スカイトレインの 1日乗車券と指さし会話帳をプレゼント 

 

＜キャンペーン参加旅行会社一覧＞ 12店舗 

  旅行会社名 ウェブサイト 

1 H.I.S. 新宿本社 http://www.his-j.com 

2 日本旅行日旅サービス（株）  

田無アスタ営業所 

http://ep.nta.co.jp/nstanashi/ 

3 日本旅行日旅サービス（株） 

イオンモール千葉ニュータウン 

http://ep.nta.co.jp/nschiba/ 

4 日本旅行日旅サービス（株） 

港北阪急モザイクモール 

http://ep.nta.co.jp/nskohokuhankyu/ 

5 日本旅行オーエムシートラベル 新松戸店 http://ep.nta.co.jp/omc_shinmatsudo/ 

6 日本旅行オーエムシートラベル ショッパーズプラザ新

浦安店 

http://ep.nta.co.jp/omc_shinurayasu/ 

7 日本旅行オーエムシートラベル 浦和コルソ店 http://ep.nta.co.jp/omc_urawacorso/ 

8 日本旅行オーエムシートラベル 金沢八景店 http://ep.nta.co.jp/omc_hakkei/ 

9 日本旅行オーエムシートラベル ショッパーズ横須賀 http://ep.nta.co.jp/omc_yokosuka/ 
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店 

10 日本旅行オーエムシートラベル いちかわコルトンプラ

ザ店 

http://ep.nta.co.jp/omc_coltonplaza/ 

11 近畿日本ツーリスト 札幌支店 http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1487.html 

12 JTB 首都圏 トラベルゲート新宿 （伊勢丹斜め向

かい） 

http://www.jtb.co.jp/shop/shinjuku/ 

13 ST ワールド http://stworld.jp/ 

※開催期間は各店舗によって異なりますので最寄りの店舗にお尋ねください。 

 

パッタイを食べてタイへ行こう！ 5月 1日～15日(日) 

① 対象のタイセレクト・レストラン（一部店舗除く）及びタイビジネス協会メンバー（一部店舗除く）でキャ

ンペーン期間の 2016年 5月 1日～5月 15日の間、パッタイを注文したお客様に、タイ旅行が当たる

応募用紙を配布します。 

② 応募用紙はパッタイ 1 つの注文につき、1枚です。 

③ お客様が応募用紙に必要事項を記入し、レストラン内の応募箱に入れます。 

④ 抽選でタイ行きのパッケージツアーが 1名様ずつ、合計 2名様に当たります。 

 

＜協力レストラン一覧＞28店舗 

  レ ス ト ラ ン

名 

住所 URL 

1 アジアンタワ

ン 神楽坂 

162-0825 東京都新宿区神

楽坂 5-30 

http://asian-tawan.com/ 

2 エラワン 

新宿東口

店 

160-0022 東京都新宿区新

宿 3-28-10 ヒューマックス パビ

リオン 4F 

http://www.erawan-jp.com/info/ 

3 カオタイ 169-0075 東京都新宿区高

田馬場 

2-14-6 アライビル B1F 

http://www.spiceroad.co.jp/Shop_KaoThai.html 

4 クルン・サイ

アム自由が

丘店 

152-0035 東京都目黒区自

由が丘 2-11-16 エクセレンスビ

ル 2F 

http://www.krungsiam.info/ 

5 クンヤー タ

イレストラン 

171-0014 東京都豊島区池

袋 2-41-2F 

  

6 コカレストラ

ン＆マンゴ

ツリー  カ

フェ 有楽

町 

100-0006 東京都千代田区

有楽町 

1−11−1 ビックカメラ 6F 

http://cocarestaurant.jp/introduction/ 

http://mangotree.jp/shop/mangotree-cafe/yurakucho 

7 サイアム 100-0008 東京都千代田区 http://www.blueceladon.com/Siam_Heritage_Tokyo.h



 

ヘリテイジ

東京 

丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディ

ング 6F 

tml 

8 シーロムソ

イ 9 

105-7302 東京都港区東新

橋 1-9-1   東京汐留ビルディ

ング 2F 

http://www.spiceroad.co.jp/Shop_SilomSoi9.html 

9 ジムトンプ

ソンテーブ

ル銀座 

104-0061 東京都中央区銀

座 2-2-14  マロニエ・ゲート

10F 

http://www.jttable.com/#/restaurant/ginza/ 

10 ジャスミン 

タイ コレド

室町店 

103-0022 東京都中央区日

本橋室町 

2-2-1 コレド室町 1 3F 

http://www.jasmine-thai.co.jp/about/coredo.html 

11 ジャスミン 

タイ 四谷

店 

160-0004 東京都新宿区四

谷 1-17 

後藤ビル 1F 

http://www.jasmine-thai.co.jp/about/yotsuya.html 

12 ジャスミン 

タイ 六本

木店 

106-0032 東京都港区六本

木 5-18-21 ファイブプラザビル

2F 

http://www.jasmine-thai.co.jp/about/ 

13 ジャスミン 

タイ 八重

洲店 

103-0028 東京都中央区八

重洲 1－4－16 東京建物八

重洲ビル八重仲ダイニング B1F 

http://www.jasmine-thai.co.jp/about/yaesu.html 

14 スクンビット 

ソイ トンロ

ー 

103-0028 東京都中央区八

重洲 1-5-17 八重洲香川ビル

B1 

http://www.blueceladon.com/Sukhumvit_Soi_Thong_

Lo.html 

15 セラドン 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ

谷 1-8-3 VORT幡ヶ谷ビル

1F 

http://www.cela-don.com/ 

16 タイ屋台料

理 ムエタ

イハウス 

112-0012 東京都文京区大

塚 5-8-13 

http://muaythaihouse.dweb.jp/ 

17 タイ料理と

お酒 ヤム

ヤムサイア

ム 

100-0003 東京都千代田区

一ツ橋 

2-6-11 金正ビル 1F 

  

18 タイレストラ

ン トゥンテ

ン 

169-0051 東京都新宿区西

早稲田 2-18-20ECORICH高

田馬場ビル１F 

http://www.tun-ten.com/ 

19 タニ・キッチ

ン 

140-0014 東京都品川区大

井 7-29-8 

  

20 チャオタイ 

銀座店 

104-0061 東京都中央区銀

座 2-2 銀座インズ 2 B1階 

http://www.chaothai.jp/ginza/body.html 

21 チャオタイ 150-0043 東京都渋谷区道 http://www.chaothai.jp/dogenzaka/index.htm 



 

渋谷道玄

坂店 

玄坂 2−9−10道玄坂Ｋアンド

Ｋビル 2Ｆ 

22 チャオタイ 

渋谷東口

店 

150-0002 東京都渋谷区 2-

22-10  

タキザワビル B1 

http://www.chaothai.jp/higashiguchi/index.htm 

23 ティーヌン 

青山店 

107-0062 東京都港区南青

山 5-1-25  北村ビル B1F 

http://www.tinun.jp/tinun_aoyama.html 

24 ティーヌン 

赤坂店 

107-0052 東京都港区赤坂

3－3－6   赤坂樽井ビル 

1F・2F 

http://www.tinun.jp/tinun_akasaka.html 

25 バーンプー

タイ 

286-0033 千葉県成田市花

崎町 533-12 

  

26 ピラブカウ 171-0014 東京都豊島区池

袋 2-48-4 

http://pirabkao.asia/ 

27 マンゴツリー

東京 

100-6390 東京都千代田区

丸の内 2丁目 4−1 丸の内ビ

ルディング 35F 

http://mangotree.jp/shop/mangotree/tokyo 

28 リトルアジア

ン 

286-0221 千葉県富里市七

栄 901-10 

  

 

AEONで開催タイフェア！ 4月 28日(木)～5月 1日(日) 

① 2016年 4月 28日(木)～5月 1日(日)の期間中、イオンではタイの魅力ある商品を取り揃えていま

す。中でもイオンレイクタウン mori(埼玉県越谷市レイクタウン 3丁目 1番地 1)では、タイマンゴーの試

食販売、タイ写真展、タイ雑貨販売、タイ舞踊、タイ料理屋台、スタンプラリーなどを開催します。※屋台

のみ 5月 5日(木祝)までオープンします。 

 

タイ映画で胸キュン！ 5月 14日(土)～ 

① タイ映画「すれ違いのダイアリーズ」の鑑賞料金 当日一般 1,800円が 200円引き！ 

タイランド・トラベルウィークのチラシまたはランチョンマットを下記上映劇場窓口でご呈示ください。ランチョン

マット配布店舗／配布期間は「パッタイを食べてタイへ行こうキャンペーン」を参照ください。 

『すれ違いのダイアリーズ』配給：ムヴィオラ 

2016年５月 14日（土）よりシネスイッチ銀座、新宿シネマカリテにて 

監督：ニティワット・タラトーン 出演：ビー、プローイ 

突然、水上学校の先生になった僕。失敗ばかりの落ち込む毎日。ある日見つけたのは誰かが忘れた日

記帳――。１００万人の心を癒やしたタイ No.1 の感動作。今年いちばんの掘り出し物ムービー！ 

② 初日先着 300名様にタイ国政府観光庁（TAT）オリジナルグッズプレゼント 

▼詳細はこちら 



 

http://www.moviola.jp/diaries2016/ 

 

タイを「体験する」～タイ・フェスティバル編～ 

① 第 17回タイ・フェスティバル 2016（於：東京都渋谷区代々木公園）開催 

② TAT ブースのテーマはタイの東北地方（イサーン）！ 

③ TAT ブースでは、タイの伝統舞踊、手工芸品のデモンストレーション、ボデ

ィーステッカーなど実施予定 

※ブース場所を原宿口からメインステージ側の大使館ブースエリアに移動しま

す 

 

タイを「楽しむ」～パーティ編～ 

① TATのメールマガジン会員の応募者の中から抽選で 25組 50名様を在京タイ王国大使館で開催する

タイファンクラブ・パーティにご招待 

② メールマガジン（＝タイファンクラブ）会員登録は TAT ウェブサイトまたはＱＲコードよりお願いします。 

③ パーティの応募内容は 4 月 11 日のメールマガジンで配信済みですが、これからメールマガジンに登録す

る場合、4 月 18 日(月)午前中までに登録をお願いします。同日午後配信のメールマガジンで応募の

詳細をお知らせします。 

④ パーティではタイネス(タイらしさ)を体験できる様々なプログラムをご用意しております。 

例えば、タイ東北地方の藍染め体験、ルーイ県の奇祭「ピーターコーン祭り」で使用するお面を再現したミ

ニ絵付け体験、さらにタイで人気の Vie Trio によるスペシャル・コンサートやタイ伝統舞踊も披露いたしま

す。加えて、タイ版「料理の鉄人」の鉄人シェフが来日し、素晴らしいタイ料理の実演もお楽しみいただけ

ます。また、タイの一流ホテルでの宿泊やスパでのトリートメントが当たるお楽しみ抽選会も予定しておりま

す。タイ文化に触れ、タイ料理を堪能する楽しい時間を一緒に過ごしませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜抽選会協賛ホテル＆スパ＞ 

協賛ホテル＆スパ 

 

アオナンヴィラリゾート 

Aonang Villa Resort  

＜クラビ県＞ 

http://www.aonangvi

lla.com/ 

 

バンダラ  ヴィラ  プーケット

Bandara Villa Phuket  

＜プーケット島＞ 

http://www.bandarap

huket.com/bandaravi

lla/ 

 

チェンマイプラザ 

Chaing Mai Plaza  

＜チェンマイ県＞ 

http://www.hotelmar

keting-

jp.com/chiangmai/ 

 

Dii ディヴァナ 

Dii Divana  

＜バンコク＞ 

http://www.dii-

divana.com/ 

http://www.aonangvilla.com/
http://www.aonangvilla.com/
http://www.bandaraphuket.com/bandaravilla/
http://www.bandaraphuket.com/bandaravilla/
http://www.bandaraphuket.com/bandaravilla/
http://www.hotelmarketing-jp.com/chiangmai/
http://www.hotelmarketing-jp.com/chiangmai/
http://www.hotelmarketing-jp.com/chiangmai/
http://www.dii-divana.com/
http://www.dii-divana.com/


 

 

デュシッタニバンコク 

Dusit Thani Bangkok  

＜バンコク＞ 

http://www.dusit.co

m/dusitthani/bangko

k/ja/ 

 

ザ・ハット ティエン      

ビーチ リゾート コ・タオ 

The Haad Tien Beach Resort,  

Koh Tao  

＜タオ島、スラーターニー県＞ 

www.haadtien.com 

 

インディコ パール プーケット 

Indigo Pearl Phuket 

＜プーケット島＞  

http://www.indigo-

pearl.com/ 

 

アウトリガー ラグーナプーケット 

ビーチリゾート 

Outrigger Laguna Phuket Beach 

Resort  ＜プーケット島＞ 

http://www.outrigger

.com/hotels-

resorts/thailand/phu

ket/welcome 

http://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/ja/
http://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/ja/
http://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/ja/
http://www.haadtien.com/
http://www.indigo-pearl.com/
http://www.indigo-pearl.com/
http://www.outrigger.com/hotels-resorts/thailand/phuket/welcome
http://www.outrigger.com/hotels-resorts/thailand/phuket/welcome
http://www.outrigger.com/hotels-resorts/thailand/phuket/welcome
http://www.outrigger.com/hotels-resorts/thailand/phuket/welcome


 

 

パトンビーチ ホテル 

Patong Beach Hotel  

＜プーケット島＞ 

http://www.patongb

eachhotel-

online.com/ 

 

ピピアイランド  ヴィレッジ     

リゾート 

Phi Phi Island Village Beach  

Resort ＜ピピ島、クラビ県＞ 

http://www.phiphiisla

ndvillage.com/ 

 

シャングリラ バンコク 

Shangri-La Bangkok 

＜バンコク＞  

http://www.shangri-

la.com/jp/bangkok/s

hangrila/ 

 

ザ ツインタワーズ 

The Twin Towers  

＜バンコク＞  

http://www.thetwinto

wershotel.com/ 

http://www.patongbeachhotel-online.com/
http://www.patongbeachhotel-online.com/
http://www.patongbeachhotel-online.com/
http://www.phiphiislandvillage.com/
http://www.phiphiislandvillage.com/
http://www.shangri-la.com/jp/bangkok/shangrila/
http://www.shangri-la.com/jp/bangkok/shangrila/
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ザ トンサイベイ 

The Tong Sai Bay  

＜サムイ島、スラーターニー県＞ 

http://www.tongsaib

ay.co.th/jp/main.php 

 

ザ  ダ イ ア モ ン ド ク リ フ    

リゾート＆スパ 

The Diamond Cliff Resort & Spa  

＜プーケット＞ 

http://www.diamondcliff

.com/jp/ 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：タイ国政府観光庁 東京事務所   

Tel.03-3218-0355 Fax.03-3218-0655 

http://www.tongsaibay.co.th/jp/main.php
http://www.tongsaibay.co.th/jp/main.php
http://www.diamondcliff.com/jp/
http://www.diamondcliff.com/jp/

