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１．実行委員長挨拶

1

カンボジアフェスティバルは本年で第三回目を迎え、５月３日、４日と無事に開催が
出来ました。開催規模も昨年に比べてとても大きくなり、多くの協力や支援があったお
かげと深く感謝しております。

私たちの国・カンボジアについて、アンコールワットは知っているけれど、それがどこ
の国にあるのかわからない人は珍しくありませんし、アンコールワット以外のカンボジ
アについて見聞したことのある人もあまり多くありません。

カンボジアには、アンコールワット以外にも素晴らしい芸術や文化、産物があり、美し
い自然にも恵まれておりますが、過去の悲惨な歴史に焦点を当てられることが多く、
輝きを取り戻しつつあるこの国の多様な表情や、日本で活動する在日カンボジア人の
姿が伝えられる機会は、まだわずかしかありません。

そこで、私たち在日カンボジアコミュニティは、在日カンボジア王国大使館、カンボジ
ア留学生協会、日本人協力者とともに、祖国カンボジアのことを、日本のみなさんに
もっと知っていただくことを主旨とする、「カンボジアフェスティバル」を開催することに
致しました。

このフェスティバルの開催目的は多岐にわたります。
 カンボジアと日本をつなぐ、交流を促すこと
 多くの日本人にカンボジアの素晴らしい芸術や文化、産物を感じてほしいこと

 在日カンボジア人がカンボジア文化を、より誇りに持ち、日本で広く発信してほし
いこと

 カンボジアと日本の経済的交流をより活発化させること 等

本年は、この趣旨に賛同いただき、カンボジア本国より観光省、商業省の協力、そし
て王立舞踊団、スバエク・トム一座や芸能人の来日、また58団体のブース出店、31社
の協賛企業が参加してくださいました。

二日間とも好天にも恵まれ、大盛況であり、日本の皆さんもちろんですが、在日カン
ボジア人、日系企業の皆様、外国籍の皆様など多くの方々に、このフェスティバルを通
じて、カンボジアの歌、踊り、音楽、食べ物、日常品、文化を知っていただき、体感して
いただくことができました。またカンボジアメディアでの放映もあり、現地で高く評価さ
れました。

日本とカンボジアの友好は、平和を保つことや、互いの経済発展、そして私たちの生
活をより良くすることにも繋がります。この機会に、カンボジアを身近に感じて、日本と
カンボジアの距離を縮めることができ、実行委員や出演者、関係者の願いが形になり
ました。ご協力いただいた皆様方に心より感謝し、今回のカンボジアフェスティバル
2017が無事、大盛況で大成功に終えられたことにつき、深く御礼を申し上げます。

実行委員長 伊佐リスレン

©カンボジアフェスティバル2017



開催日時 2017年5月3日（水）、4日（木）10：00～19：00 入場無料、雨天決行

会場 代々木公園イベント広場 （東京都渋谷区神南２－１）

主催 （特活）在日カンボジアコミュニティ

共催
在日本カンボジア王国大使館
在日カンボジア留学生協会
Ｂ.Ｍ.Ｉ Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

協力 カンボジア王国観光省

協賛

【オフィシャルスポンサー】
国際農機株式会社、公益財団法人 KDDI財団、エスディーエム株式会社、
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ、世界開発協力機構、
株式会社ユミカツラインターナショナル

【ゴールドスポンサー】
キリンビバレッジバリューベンダー株式会社、全日本空輸株式会社
2NT Nanita Tech Co., Ltd.、IIS 株式会社、郵船ロジスティクス株式会社

【シルバースポンサー】
株式会社フォーバル、日揮株式会社(サンライズジャパンホスピタル)、
イオンモール株式会社、株式会社マルハン、株式会社小島組、
本多日本語学校、株式会社ノジマ、スエニョインターナショナル株式会社、
三菱商事株式会社、株式会社フロムアイコーポレーション、
凸版印刷株式会社、SBIレミット株式会社、株式会社Connect、
SBIソーシャルレンディング株式会社、株式会社タイカ

【ブロンズスポンサー】
一般社団法人日本ASEAN産業経済交流協会、ミネベアミツミ株式会社、
佐藤工業株式会社、前原氏（一般社団ノード）、株式会社マンダム

後援 外務省
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２．開催概要
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３．開催までのスケジュール

2016年7月
カンボジアフェスティバル2016報告会
カンボジアフェスティバル2017の開催決定

2016年9月 カンボジアフェスティバル2017実行委員会（第一回）

2016年11月 カンボジアフェスティバル2017実行委員会（第二回）

2017年12月 開催告知チラシ印刷

2017年1月 カンボジアフェスティバル2017実行委員会（第三回）

2017年2月 ボランティア募集開始

2017年3月
カンボジアフェスティバル2017実行委員会（第四回）

企業交流会開催

2017年4月
ステージ出演者確定
ブース出店者確定
チラシ、パンフレット、ポスター印刷

2017年5月 カンボジアフェスティバル2017開催

2017年6月
反省会

©カンボジアフェスティバル2017
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４．運営体制

カンボジアフェスティバルの開催にあたり、企画・事前準備の段階から多くの実行委員
がそれぞれの役割分担に応じて主体的に活動しました。また、フェスティバル当日は、
多くのボランティアスタッフによって支えられ開催することができました。

©カンボジアフェスティバル2017

 

主催：特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ（CCJ） 

共催：在日本カンボジア王国大使館 

   在日カンボジア留学生協会（CSAJ） 

   有限会社 B.M.I 

協力：カンボジア王国観光省 

後援：外務省 

実行委員（25名） 

 全体サポート（萩原 カンナ、井伊 誠） 

 ステージ担当（チームリーダー：村田 恵〔Samboun Mey〕 

サブリーダー：井伊 千晶） 

 ブース担当（チームリーダー：渋井 ソンダップ 

サブリーダー：神下 由子） 

 スポンサー担当（チームリーダー：中嶋 章悟） 

 ボランティアスタッフ担当（チームリーダー：Pok Sophak） 

 広報担当（チームリーダー：島村 絵美） 

 会計担当（水原 由人） 

ボランティアスタッフ（92名） 

副委員長（Nop Visal） 

実行委員長（伊佐リスレン） 

カンボジアフェスティバル実行委員会 



３日（水） ４日（木）

10：00－11：30 開会式 10：10－10：30 KOSMIC
バンド演奏

11：40－12：30 カンボジア王立舞踊団、
ＳＡＫＡＲＡＫによる伝統舞踊

10：40－11：30 カンボジア王立舞踊団、
CCJ子供たちによる伝統舞踊

12：40－13：30 ティｰチアン一座
影絵芝居（スバエク）

11：40－12：50 ティｰチアン一座
影絵芝居（スバエク）

13：50－14：10 北九州市小倉祇園太鼓演奏 13：00－13：50 Willone International、
Cambodia,タリ―兄弟による
カンボジアの歌演奏、
笛演奏（ダンスコロイ）

14：20－14：50 稚菜（わかな）
弾き語り演奏

14：00－14：50 カンボジア王立舞踊団、
CCJ子供たちによる伝統舞踊

15：00－15：50 カンボジア王立舞踊団、
ＳＡＫＡＲＡＫによる伝統舞踊

15：00－17：00 カンボジア芸能人による
ファッションショー、
歌のパフォーマンス

16：00－16：30 タリｰ兄弟
笛演奏（ダンスコロイ）

17：20－17：30 猫ひろし
ダンスパフォーマンス

16：40－18：00 カンボジア芸能人による
ファッションショー、
歌のパフォーマンス

17：40－19：00 閉会の挨拶、
ティｰチアン一座
影絵芝居（スバエク）

５．ステージプログラム

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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出演者 内容

王立舞踊団 主だった有名な古典舞踊と民俗舞踊。 少数民族の踊りもあった

ティーチアン一座 インドの古典ラーマヤナのカンボジア版の1部を影絵芝居で上演

北九州小倉祇園太鼓 プノンペン市と姉妹都市の北九州市の伝統芸能

SAKARAK 日本人による古典舞踊と民俗舞踊

稚菜 カンボジアで音楽活動をしている日本人による弾き語り

タリ―兄弟 在日カンボジア人による歌と踊りと笛の演奏

カンボジア芸能人 桂由美デザインの洋服とカンボジア人モデルデザインの服のファッション
ショーと各芸能人の歌と踊り。

KOSMIC カンボジアチャリティロックフェスティバル主催の日本人によるロック演奏

WILLONE International 日本人とカンボジア人の混成バンド。 カンボジアと日本の歌の演奏

猫ひろし 映画ＰＲのためのパラパラ（踊り）

■出演者・演目一覧



５．ステージプログラム
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■開会式（5月3日）

■小倉祇園太鼓



５．ステージプログラム

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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■王立舞踊団

■影絵（ティーチアン一座）



５．ステージプログラム

8
©カンボジアフェスティバル2017

■カンボジア芸能人（歌手）

■カンボジア芸能人（ファッションショー）



５．ステージプログラム
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■SAKARAK

■ＣＣＪの子どもたち

■猫ひろし



５．ステージプログラム
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■稚菜（わかな） ■ＫＯＳＭＩＣ

■ステージ外観

■Willone INternational■ＳＤＭ



６．ブース＜出店者一覧＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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番号 分類 団体名 店舗名 取り扱い品目

過去の
出店

2015 2016

1 ＮＧＯ
特定非営利活動法
人国際美容ボラン
ティア協会

フェイスペインティング！
国際美容ボランティア協会

フェイスペインティング ○ ○

2 ＮＧＯ
特定非営利活動法
人国際協力NGO風
の会

（特活）国際協力NGO風の
会

カンボジアのカバン等の雑貨
販売・活動紹介

○ ○

3 ＮＧＯ
カンボジア・
コミュニティ・ジャパン
(CCJ)

コーン・クマエ(Koun・Khmer)
クロマーなどのカンボジア雑
貨の販売

○

3 NGO PHKaa PHKaa PHKaa PHKaa オリジナル造花の販売 ○ ○

4 NGO ＣＨＡ ＪＡＰＡＮ Ｓｕｉ－Ｊｏｈ／ＣＨＡ
オリジナルの衣服、ペンケー
ス等の販売

○ ○

5 ＮＧＯ NPO法人 織の海道 クメールシルクセレクト
カンボジア産シルクのストー
ルなどの販売

○ ○

6 ＮＧＯ ＩＫＴＴ Ｊａｐａｎ
ＩＫＴＴ（クメール伝統織物研究
所）

カンボジア産シルクのストー
ルなどの販売・活動紹介

○ ○

7 ＮＧＯ
サンタピアップ
×HariHara

サンタピアップ×HariHara
カンボジア素材のオリジナル
アクセサリーの販売

○

8 NGO （在）ＣＩＡ Shoes ＣＩＡ Ｓｈｏｅｓ カンボジアサンダルの販売

9
その
他

ミアン・ソニタ Ｓｌａｎｈ House
カンボジア人デザイナーの衣
服の紹介と販売

10 ＮＧＯ
NGO ALC

COMMUNICATIOS
NGO ALC

カンボジアコーヒーなどの販
売・活動紹介

11 ＮＧＯ
上智大学 アジア人
材養成研究センター

上智大学 アジア人材養成
研究センター

アンコール遺跡修復について
等の活動紹介

12 ＮＧＯ
公益財団法人アジア
福祉教育財団難民
事業本部

公益財団法人アジア福祉教
育財団難民事業本部

活動紹介

13 ＮＧＯ
公益社団法人 セカ
ンドハンド

セカンドハンド
カンボジアアクセサリーの販
売

14 NGO
特定非営利活動法
人 国際地雷処理・
地域復興支援の会

NPO法人 国際地雷処理・
地域復興支援の会

カンボジア関連書籍の販売・
地雷処理活動の紹介

○

15 ＮＧＯ
公益財団法人
School Aid Japan

公益財団法人School Aid 

Japan
カンボジアハーブのボディー
ソープなどの販売・活動紹介

2017年度はブース出店が58団体となり、昨年の39団体から大幅に増やすことがで
きました。リピーター団体は24、新規団体は30で半数以上が新規団体でした。（その
他団体は除く）また、今年は初めてカンボジアより観光省と商業省に現地企業の紹
介と合わせて出店いただきました。

出展団体一覧



６．ブース＜出店者一覧＞
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16 ＮＧＯ
特定非営利活動法
人２１世紀のカンボジ
アを支援する会

特定非営利活動法人２１世
紀のカンボジアを支援する会

Ｔシャツ等の販売、活動紹介 ○

17 ＮＧＯ
特定非営利活動法
人HERO

NPO法人HERO 団体の支援活動の紹介

18 ＮＧＯ
カンボジア・エンパ
ワーメント・プロジェク
ト(CEP)

カンボジア・エンパワーメン
ト・プロジェクト(CEP)

キーホルダーなどの販売

19 ＮＧＯ
NPOカムカムクメー
ル

NPOカムカムクメール クロマー等の販売、活動紹介 ○ ○

20 ＮＧＯ SOR SAMBATH Samuth Lina カンボジア画家の絵の紹介

21
その
他

ＣＣＪ ＣＣＪ お坊様の休憩所

22
その
他

在日カンボジア留学
生協会

在日カンボジア留学生協会 飲料の販売

23 ＮＧＯ
J Cam Systems 

Technology 株式会
社

「カンボジア・日本経済交流
セミナー」in カンボジアフェス
ティバル2017

企業交流セミナー

24 ＮＧＯ

カンボジア日本人材
開発センター
（CJCC）＆カンボジ
ア日本経営者同友会
（CJBI）

カンボジア日本人材開発セン
ター（CJCC）＆カンボジア日
本経営者同友会（CJBI）

活動紹介

25 ＮＧＯ 和僑会プノンペン WAOJEプノンペン 活動紹介

Ｃ－１ 企業
クロマーツアーズ /

ナプラワークス
クロマーツアーズ / ナプラ
ワークス

旅行会社の紹介、ＮＧＯの紹
介

○ ○

Ｃ－２ 企業 株式会社Denriche
デンリッシュアジア デンタル
クリニック

デンリツーリズムの紹介、活
動案内

Ｃ－３ 企業
KURATA PEPPER 

Co., Ltd.
クラタペッパー カンボジア産胡椒の販売 ○ ○

Ｃ－４ 企業 ピース・イン・ツアー ㈱ピース・イン・ツアー ツアーの紹介

Ｃ－５ 企業
SBIレミット株式会社、
SBIソーシャルレン
ディング株式会社

SBIレミット株式会社、
SBIソーシャルレンディング株
式会社

海外送金サービスの紹介 ○

Ｃ－６ 企業

WILLONE 

INTERNATIONAL 

CAMBODIA 

CO.,LTD.

WILLONE 

INTERNATIONAL 

CAMBODIA CO., LTD.
活動紹介 ○

Ｃ－７ 企業
㈱サザンブリーズ・
ジャパン

カンボジアアンコール航空総
代理店

アンコール航空のプロモー
ション

Ｃ－８ 企業 共同スマイル Smile Asian 財布などの雑貨販売 ○

Ｃ－９ 企業 曽文商事株式会社 曽文商事㈱ ココナッツアイス等の販売 ○
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Ｆ－１ 飲食 （在）タリット ソー タリット 串焼肉（牛、鶏） ○ ○

Ｆ－10 飲食
アンコールワットジャ
パン㈱

アンコールワット アモックライス ○ ○

Ｆ－11
キッチ
ンカー

こーさんのうち こーさんのうち カンボジアおかゆ ○ ○

Ｆ－12 ドリンク KJP株式会社 アンコール/プノンペンビール カンボジアのビール ○

Ｆ－13 飲食 （在）アニーの店 アニーの店 牛肉香草焼き

Ｆ－14 飲食 （在）萩原 トールトゥンムプウン カレーそうめん ○

Ｆ－15 飲食 株式会社ユトルナ

Num Pang Sandwich 

CROSS TOWN CAFE （ヌ
ンパンサンドウィッチクロスタ
ウンカフェ）

カンボジア風サンドイッチ

Ｆ－２ 飲食
（在）今あさみ（ピアラ
さん）

クメールさいたま 豚肉汁麺

Ｆ－３ 飲食 （在）サロム カンボジアママのレストラン 豚肉のちまき ○ ○

Ｆ－４ 飲食
（在）まごころリフォー
ム㈱（ピアラさん）

ＣＩＡオリエンタルフード 揚げ春巻き

Ｆ－５ 飲食
アジアンキッチン・
ルークチン

アジアンキッチン・ルークチン アジアンハーブソーセージ

Ｆ－６ 飲食 （在）Ｍ＆Ｓ Lach May Café カンボジアお好み焼き

Ｆ－７ 飲食 （在）宮澤 インドシナボランティア 豚肉のせご飯

Ｆ－８ 飲食 （在）セレイ ソニタ ター クマウ 鶏肉のスパイシーチャーハン ○ ○

Ｆ－９ 飲食 （在）渋井ソンダップ カンボジア台所 カンボジア風冷やしソーメン

Ｓ－１
スポン
サー

ＫＤＤＩ財団 ＫＤＤＩ財団 スバエクの紹介

Ｓ－２
スポン
サー

公益財産法人イオン
ワンパーセントクラブ

イオン１％クラブ 活動紹介

Ｓ－３
スポン
サー

カンボジア情報サー
ビス（CIS inc. 

NyoNyum）

NyoNyum Shop＆Social 

Compass
カンボジアフリーペーパーの
紹介

Ｓ－４
スポン
サー

SDM㈱ ＳＤＭ㈱ ココナッツ製品の販売

Ａ－１ その他 カンボジア大使館 在日カンボジア大使館

Ａ－２ その他 カンボジア観光省 カンボジア観光省

Ａ－３ その他 カンボジア商業省 カンボジア商業省

Ａ－４ その他 フォトコンテスト フォトコンテスト

本部 その他 本部 本部
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出店内容 数

スポンサー 4

企業 9

飲食 15

ＮＧＯ 23

その他 7

合計 58

今年は企業出店が昨年より増えました。また、カンボジア観光省・商業省からの企業紹介
と、企業セミナーの実施によりカンボジアと日本の企業へのアプローチの場が昨年よりも拡
充することができました（表１）。
出店団体の都道府県別の内訳は、東京都が一番多く、関東圏内が過半数を占めました。
少ないながらも東海・近畿地方からの出店もありました。また、カンボジアからは３団体出
店いただきました（表２）。

表１ 出店内容内訳 都道府県名 出店数

東京都 22

神奈川県 13

埼玉県 3

千葉県 2

長野県 1

静岡県 1

愛知県 1

京都府 1

大阪府 1

岡山県 1

愛媛県 1

香川県 1

カンボジア 3

合計 51

※その他内訳：在日カンボジア
大使館、カンボジア観光省、カ
ンボジア商業省、招聘芸能人
出店、フォトコンテスト

※「その他」団体は
除いています

表２都道府県別内訳
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■飲食ブース

■会場全体の様子
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■企業ブース
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■ＮＧＯブース
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■趣旨

参加型の催し物として一般よりカンボジアの写真を公募し、優秀な作品を展示してカンボジ
アの観光紹介を兼ね皆様に楽しんでいただくという趣旨。

日本国内およびカンボジアプノンペンシェムリアップ、Websiteで多く作品を募り、またフェス
ティバル自体の宣伝にも代えた。

■募集コピー

「カンボジアフェスティバル2017」では、カンボジアの写真展を開催します。カンボジアの風景、

遺跡、人、習慣。新しいもの、移りゆくもの、変わらないもの。日常にあふれる喜びや、出会っ
た荘厳さ、未来へ残したい姿。カンボジアのあなたの「みつけた」を、ぜひご応募ください。お送
りいただいた作品から、選考の上、フェスティバル2日間会場に約50点展示いたします。とびき
りのカンボジアをご来場の方々にお披露目ください！

■応募数

計142通、331枚の写真の応募があった。たくさんの素敵な旅と日常を、おすそ分けいただい

た。「写真を選びながら、楽しかった旅を思い出してまたわくわくした」との嬉しいご感想をいた
だいた。

■カンボジアフェスティバル内写真展サイト

http://www.cambodiafestival.com/photo-contest.html

■チラシ・ポスターデザイン

流嶋デザイン.inc http://nagashimadesign.com/

http://www.cambodiafestival.com/photo-contest.html
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■大賞作品と受賞者

島田 勉さん 「食事の支度」

撮影場所：シェムリアップ スル・スランの集落にて 撮影年月日： 2003/12

「1991年にスル・スランで撮影した子どもたち兄弟の写真を届けた際、隣家の女性が昼食
の支度に出てきたところを写させていただいた。」

■会場の様子と受賞者
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■協賛
ANAホールディングス株式会社 ANA HOLDINGS INC.

株式会社サイトラベルサービス New SAI Travel Service Co. Ltd,

クロマーツアーズ（有限会社） KRORMA TOURS Co.,Ltd. 

ソカ ホテルズ アンド リゾーツ SOKHA HOTELS & RESORTS 

バイオアグリ株式会社 Bio Agri (Cambodia) Co., Ltd

KJP 株式会社

株式会社 内山書店 UCHIYAMA BOOKS Co., Ltd

特定非営利活動法人サンタピアップ Specified Non-Profit Organization Santa Piup

■ 入賞作品の賞品
1. 大賞1点: ANA 成田―プノンペン 2名様往復航空券

2. 在日カンボジア王国大使賞1点: カンボジアホテル2名様ご宿泊券 シェムリアップホテ
ル2泊+カンポット ボコール山1泊

3. カンボジアフェスティバル実行委員長賞1点： アンコール遺跡バスツアーペア券+シェムリ
アップホテルペア宿泊券

4. 優秀賞5点： ソカホテルペアご宿泊券 各１泊１室ご昼食付き・2名様 Sokha Beach Resort
シハヌークビル／Sokha Angkor Resort シェムリアップ／Thansur Bokor Highland Resort 
カンポット ボコール山／Sokha Phnom Penh Hotel & Residence プノンペン／Sokha Siem
Reap Resort & Convention Center シェムリアップ2

5. 特別賞2点 アンコールビール・プノンペンビール詰め合わせ 各1ケース

6. 佳作50点： メイド・イン・カンボジア製品

• カンボジア産無農薬パパイヤ酵素荼 「パパイヤdeウォーム」「パパイヤdeスリム」

• カンボジア産アクセサリー ポイペトの子どもたちの手作りミサンガ

• カンボジア地図を加工して作ったブックカバーとノート

• カンボジア産ポロシャツ 在日本カンボジア王国大使館特製フェスティバル実行委員ス
タッフ用

■ 公募に掲載したWebサイト
Picポータル https://www.picportal.net/landscape/cambodia-photo-contest/

公募ガイド http://www.koubo.co.jp/contest/picture/photo/029893.html

コンペNavi http://bit.ly/2rLuGbj

こくちーず http://kokucheese.com/event/index/459854/

公募ストック http://kobostock.jp/photo-cambodia-2017/

CAPAカメラネット http://capacamera.net/photocon/170410_cambodia.html

登竜門 http://compe.japandesign.ne.jp/cambodiafestival-photo-2017/

ピクる https://www.picru.jp/portals/detail/2768
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■発表

5/3当日に展示しことが初出となる

5/3、5/4のステージの司会の方に演し物の合間に読み上げていただいた

5/3夜にホームページにアップした http://www.cambodiafestival.com/pdf/2017pdf/result-
Cambo_fes_photo_prize_announcement.pdf

会場に見えなかった方には賞品とともに礼状を送ることをもってしてお知らせした

■今後の予定

カンボジア現地発行旅行誌「Discover New Asia」に会場の様子と入賞作品を掲載する

■終わりに

カンボジアの、遺跡以外のあまり知られていない街の風景や、日常の習慣と笑顔がたくさん
集まった。

住んだり旅したりしたことある者にとっては、これこそカンボジア！と懐かしくなるような、まだ
行ったことない人にとっては、へえ、こういうかんじなんだねって輪郭がわかるような、つまり一
般的にガイドブックに載っていない素のカンボジアの良さが並んだ。

もちろん、王道の遺跡たちを写したものが素晴しかったのは言うまでもない。それの、ああこ
んな色で撮るやり方もあったんだねと感嘆する作品、何度見ても飽きない美しい佇まいを捉え
た作品も多くあった。総じて被写体への明るい気持ちが溢れる作品がほとんどだった。

入賞していない写真もどれも素敵で甲乙つけがたく、本当は全部展示したかった。来場して
くださった方たちは声を揃えて来年も、と言ってくださった。笑顔をいただいたのはこちらだ。実
現できてよかった。たくさんのひとにたくさんのカンボジアを紹介できてよかった。

協賛してくださった企業の皆様、ご担当者の方々、お手伝いくださったボランティアの皆様、
アドバイスくださった皆様、本当にどうもありがとうございました。心から感謝を申し上げます。

■Special thanks to:

Makara Chhay, Kimseang Phit, Chiaki Ii, Toshiaki Nagashima, Kong Ban, Tomomi Sasaki, XXX, 
Piara Tsuyuki, Yuko Ito, Sachiko Fujiyama, Akira Ofusa, Sopana Hagiwara and Yuko Kamishita

http://www.cambodiafestival.com/pdf/2017pdf/result-Cambo_fes_photo_prize_announcement.pdf


８．企業交流会
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2017年3月10日、 在日本カンボジア大使館にて、カンボジア進出企業を中心
に企業交流会を開催した。前年度カンボジアフェスィバルの開催報告、カンボ
ジアフェスティバル2017 の概要説明をした。

参加者数：約40 社 60 名。

©カンボジアフェスティバル2017

参加者の集合写真

チア・クムター在日カンボジア大使 外務省南東アジア一課課長宮本様（左）
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■Web情報サイト

- ぐるなびippin https://ippin.gnavi.co.jp/article-9946/ https://ippin.gnavi.co.jp/article-9956/

- レッツエンジョイ東京 東京トレンドランキング

http://www.enjoytokyo.jp/amuse/event/1382354/

http://www.enjoytokyo.jp/style/108444/

- Time Out Tokyo http://bit.ly/2nSyKHR https://www.timeout.com/tokyo/things-to-
do/cambodia-festival-2017

- ISUTA https://isuta.jp/121193/

- EVENSI http://bit.ly/2rvOli8

- ISUTA https://isuta.jp/121193/

- TRIPPING! http://tripping.jp/asean/cambodia/53932

- TABIPPO http://tabippo.net/yoyogi-park-festival-2017/

- ISUTA https://isuta.jp/121193/

- ISUTA https://isuta.jp/121193/

- 代々木公園イベント&フェス情報 http://www.yoyogipark.info/2016/2017-cambodia-festival/

- イベントチェッカー http://event-checker.blog.so-net.ne.jp/cambodia-fes

- こくちーず http://kokucheese.com/event/index/459854/

- お薦め＆必見イベントガイドhttp://event-guide.tokyo/1123.html

- JAPAN ATTRACTIONS http://japan-attractions.jp/ja/festivals/cambodia-festival/

- 国際イベント・フェスティバルhttp://event.exantenna.net/yoyogi-park/cambodia-fes.html

- 国際交流パーティー・イベントsprout https://spr-out.com/cambodia-festival/

- Global edu http://globaledu.jp/cambodian-festival2017-21788.html

- FEStivaly http://festivaly.jp/fes/cambodia-festival-2017/

- AMIPLE 
https://www.amiple.com/event/festival/festival/detail?event_id=5894616&type=0&id=

- 特産品情報サイト たくさんとくさん http://www.takusan.net/event/e21095.html

- Discover New Asia https://issuu.com/discovernewasia/docs/new_asia_no.10

＜ブログ＞

http://tcambodia.hatenablog.com/entry/2017/04/03/151801

http://quchonikki.com/cambodiafest2017/

藤井ひさゆき衆議院議員公式ウェブサイトhttp://fujiihisayuki.jp/?p=16289 ほか

■Webニュース

- 国土交通省 観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics07_000071.html

- Travel Vision www.travelvision.jp/news/detail.php?id=77500 http://bit.ly/2qKgl0v

- Khmer News http://www.khmer-press.com/?p=50119 ほか

https://ippin.gnavi.co.jp/article-9946/
https://ippin.gnavi.co.jp/article-9956/
http://www.enjoytokyo.jp/amuse/event/1382354/
http://www.enjoytokyo.jp/style/108444/
http://bit.ly/2nSyKHR
https://www.timeout.com/tokyo/things-to-do/cambodia-festival-2017
https://isuta.jp/121193/
http://bit.ly/2rvOli8
https://isuta.jp/121193/
http://tripping.jp/asean/cambodia/53932
http://tabippo.net/yoyogi-park-festival-2017/
https://isuta.jp/121193/
https://isuta.jp/121193/
http://www.yoyogipark.info/2016/2017-cambodia-festival/
http://event-checker.blog.so-net.ne.jp/cambodia-fes
http://kokucheese.com/event/index/459854/
http://event-guide.tokyo/1123.html
http://japan-attractions.jp/ja/festivals/cambodia-festival/
http://event.exantenna.net/yoyogi-park/cambodia-fes.html
https://spr-out.com/cambodia-festival/
http://globaledu.jp/cambodian-festival2017-21788.html
http://festivaly.jp/fes/cambodia-festival-2017/
https://www.amiple.com/event/festival/festival/detail?event_id=5894616&type=0&id
http://www.takusan.net/event/e21095.html
https://issuu.com/discovernewasia/docs/new_asia_no.10
http://tcambodia.hatenablog.com/entry/2017/04/03/151801
http://quchonikki.com/cambodiafest2017/
http://fujiihisayuki.jp/?p=16289
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics07_000071.html
http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=77500
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.khmer-press.com/?p%3D50119&h=ATMKqFtnhXZFxnQXsFnS1NqD6mDl5HyBha8Luk7eGMuXeuCyxLo12C3EoShrk0mFa88LndqIdqf_PFm8AKlXQAP7TnohBXO9C0XOjn5flFbhmTiXG7mTgYALeENUiSvPcjLndftj1qE
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■情報誌掲載
- Tokyo Walker

- HANAKO ほか

■ フリーペーパー
- Tokyo Metro

- レッツエンジョイ東京 東京トレンドランキング

- Discover New Asia ほか

■テレビ番組
- CSファミリー劇場 『スヌ子のぶらり酔いどれ飯』特別編カンボジアフェスティバル

http://www.fami-geki.com/snuko/

365日大好きなお酒は欠かさない、酔いどれ料理研究家のスヌ子さんが、酒と食を愛する女性
ゲストを“女のひとり飲み”にピッタリなお店へご案内！ゲストとくだを巻きながら、ゆるーい夜を
過ごします。番組の最後は、酔いどれていても作れるカンタンおつまみのミニお料理コーナー
も！6/22(木)放送予定 [第12回]スヌ子ひとり飲み！/カンボジアフェスティバル2017（東京・
代々木公園）

- CTN Cambodia News Centerカンボジア

■旅行会社からのPR協力
- New Sai Travel Ltd. / Sai Travel Services Co., Ltd. 

http://discovernewasia.com/index.php?page=newsDetail&nid=169

- Peace In Tours http://www.pitt.jp/others/news-cbd-fes.php

- Krorma Tours

http://www.fami-geki.com/snuko/
http://discovernewasia.com/index.php?page=newsDetail&nid=169
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■Webpage

カンボジアフェスティバル2017ホームページ都度更新

http://www.cambodiafestival.com

■ Facebook

• 情報が入る都度Facebookでシェア

• ブース出店店舗、ステージ出演者よりそれぞれより提出の情報を1件1件個別に投稿

• 5/22/2017現在Facebook の「カンボジアフェスティバル」へのいいね！ は2,965件

• 投稿した際に閲覧する人数は2,000-4,000人 話題によって違うが、Preath Sovathの動
画はシェアされたのを含め閲覧人数は7,811人に上った。

■ Twitter

@Cambodia_fes

• カンボジア関連個人法人問わずフォローして、フォローしてもらい拡散してもらう

• フェスティバル前、フェスティバル最中、フェスティバル後、合わせて215回を超えるツイー
ト

■ カンボジア 旅と日常の写真展

• 来場者、カンボジア関連団体、旅行者など参加型のイベントをすることによって来場者や
一般の方たちにも興味を持っていただくことをねらいとした

• 在日カンボジア王国大使館、アセアンセンター、国内各カンボジアレストラン、カンボジア
に関わる団体、イベント各所でチラシを配布

• 在カンボジア日本大使館、JICAにてもチラシ配布、募集に協力していただいた。これは
在カンボジアの方たちに、日本で行うため行くことができないということを理由に関心が
薄れがちなものを、写真応募という形でカンボジアフェスティバルへの関心を持っていた
だくこともねらいであり、JICA CJCCはこれに端を発して出店に至った

■Special thanks to:

Kong Ban, Heng Buntha, Kimseang Phit and Makara Chhay
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■印刷物

事前宣伝用チラシ 2,000部 当日配布パンフレット 10,000部

サイズ：Ａ４ サイズ：Ａ４、8ページ

写真展チラシ4,000部 ポスター 50枚

サイズ：Ａ４ サイズ：Ａ２

■Tシャツ

サイズ：S、M、L、XL 数：200 色：紫
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■配布物

- 各チラシ

- プレスリリースの用意

- カンボジア関連企業、個人宛個別レター

■配布先

- 在日カンボジア大使館

- アセアンセンター

- 在日カンボジア人協会 CCJ

- 社団法人 日本カンボジア協会

- 上智大学

- Sacred Dancers of Angkor イベント

- Pasona Cambodia イベント

- カンボジアレストラン アンコールワット

- カンボジアレストラン バイヨン

- カンボジアレストラン アンコールトム

- カンボジアレストラン こーさんのうち

- 北原病院

- カフェ クリクリ

- ギャラリー 中井

- 東中野区の掲示板

- 在カンボジア日本大使館 プノンペン

- 在カンボジアJICA プノンペン

- 在カンボジア 旅行代理店 New Sai Travel プノンペン／シェムリアップ

- 在カンボジア ツアー会社 Krorma Toursシェムリアップ

- 在カンボジア Sokha Hotels and Resorts プノンペン／シェムリアップ

- 在カンボジア ゲストハウス ヤマト シェムリアップ

- 在カンボジア日本食レストラン

- 在カンボジア Japan shop Aska

- 在日本およびカンボジア各メディア


