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１．実行委員長挨拶
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カンボジアフェスティバルは本年で第四回目を迎え、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
て王立舞踊団やカンボジア芸能人の来日、また40を超えるブース出店、17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
2018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
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開催日時 2018年5月3日（木）、4日（金）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 カンボジアフェスティバル2018実行委員会

共催

在日本カンボジア王国大使館
特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ（ＣＣＪ）
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】
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 (王立舞踊団招致協力)

【ゴールドスポンサー】
株式会社カケハシスカイソリューションズ、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（特別企画商品協力）

【シルバースポンサー】
株式会社タイカ、株式会社マルハン、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)、SBIレミット株式会社、
イオンモール株式会社、株式会社ノジマ

【ブロンズスポンサー】
協和電子株式会社、佐藤工業株式会社、一般社団法人日本ASEAN産業
経済交流協会、株式会社小島組、株式会社マンダム（特別企画商品協力）

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

2017年10月 カンボジアフェスティバル2018実行委員会（第一回）

2017年11月 カンボジアフェスティバル2018実行委員会（第二回）

2017年1月 実行委員募集

2018年2月
カンボジアフェスティバル2018実行委員会（第三回）
開催告知チラシ印刷

2017年3月
カンボジアフェスティバル2018実行委員会（第四回）
ボランティア募集開始

2018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
カンボジアフェスティバル2018実行委員会（第五回）

2018年5月 カンボジアフェスティバル2018開催

2018年6月 反省会
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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2018

　主催：カンボジアフェスティバル2018 実行委員会

　共催：特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ（CCJ） 

　　　　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 

　後援：外務省 

　実行委員（２１名） ★：チームリーダー

　・ 会場設営・警備担当（斉藤博之：有限会社B.M.I）

　ボランティアスタッフ　（70名、2日間）

カンボジアフェスティバル2018 実行委員会

　実行委員長：伊佐リスレン

　実行副委員長：中嶋章悟



３日（木）

10：00－11：30 開会式

12：00－12：50 カンボジア王立舞踊団、
CCJ子供たちによる伝統舞踊

13：0－15：00 ミス＆ミスターカンボジアフェ
スティバル2018コンテスト

15：10－15：30 ボッカタオのデモンストレー
ション

15：40－16：30 カンボジア王立舞踊団、
CCJ子供たちによる伝統舞踊

16：50－17：00 在日カンボジア人留学生のパ
フォーマンス

17：10－18：00 カンボジア芸能人による
歌と踊りのライブ

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 カンボジアの古典舞踊と民俗舞踊

SAKARAK 日本人によるカンボジア舞踊グループ。古典舞踊と民俗舞踊を披露

ＣＣＪ子供たち 在日カンボジア人の子供たちによるカンボジアの伝統舞踊

ボッカタオ カンボジア伝統武術「ボッカタオ」の師範が来日、デモンストレーション

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

ＰＯＰUPアイドル 東南アジアに日本のアイドル文化を広める活動をするアイドルグループ

カンボジア芸能人 カンボジアから歌手が来日、歌と踊りのパフォーマンス

ＨＡＣＨＩ ウクレレ奏者、カンボジアでチャリティー活動を続けている

在日カンボジア人留学生協会 カンボジアのファッションショー、代表的な踊りを披露

猫ひろし 芸人猫ひろしのお笑いライブ

■出演者・演目一覧

©カンボジアフェスティバル2018

４日（金）

10：30－11：00 POPアイドル
歌と踊りのライブ

11：10－11：40 ウクレレ奏者ＨＡＣＨＩ
音楽ライブ

11：50－12：50 カンボジア王立舞踊団、
ＳＡＫＡＲＡＫによる伝統舞踊

13：00－13：20 ボッカタオのデモンストレー
ション

13：30－14：00 稚菜による弾き語りライブ

14：10－14：40 POPアイドル
歌と踊りのライブ

14：50－15：00 猫ひろしのお笑いライブ

15：00－15：10 ボッカタオのデモンストレー
ション

15：20－16：20 カンボジア王立舞踊団、
ＳＡＫＡＲＡＫによる伝統舞踊

16：30－17：10 在日カンボジア人留学生のパ
フォーマンス

17：20－18：00 カンボジア芸能人による
歌と踊りのライブ

■ステージスケジュール



５．ステージプログラム
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■開会式（5月3日）

■ボッカタオのデモンストレーション

©カンボジアフェスティバル2018



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

■ウクレレ奏者ＨＡＣＨＩ

©カンボジアフェスティバル2018



５．ステージプログラム
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■カンボジア芸能人

■ＰＯＰＵＰアイドル

©カンボジアフェスティバル2018



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

©カンボジアフェスティバル2018



５．ステージプログラム
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■稚菜（わかな）

■ステージ外観

■在日カンボジア人留学生

©カンボジアフェスティバル2018



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

N-1 ＮＧＯ

マテス グローバル コ
ミュニケーション （会
社）ペイフォワード（Ｎ
ＧＯ）

PAY IT FORWARD

フェアトレードで孤児院や障
がい者 施設で作られたクロ
マーやハンドバッグなどの販
売

N-2 ＮＧＯ
LIMINA Japan 
Training Center（日本
語学校）

LIMINA Japan Training 
Center（日本語学校）

日本語学校運営活動紹介
ヌムアンソーム、カシューナッ
ツの販売

N-3 ＮＧＯ
ワット・クメール・サマ
キ

ワット・クメール・サマキ
カンボジアの仏教の紹介
お経やお供えの体験

N-4 ＮＧＯ
公益財団法人
School Aid Japan

公益財団法人 School Aid 
Japan

活動紹介
運営するファームの農産物を
使用したレモングラスオイル、
ディヒューザーセット、ボディ
ソープ等の販売

N-5 ＮＧＯ ＩＫＴＴ Ｊａｐａｎ ＩＫＴＴ

シルクのスカーフやハンカチ
のほか、IKTTを設立した森本
喜久男の著書 『自由に生き
ていいんだよ』、ポストカード
などの販売

N-6 ＮＧＯ NPO法人 織の海道

クメールシルクセレクト （「織
の海道」、「カンボジアセレクト
宝石の笑顔」を看板下に併
記）

書籍「アジアへ、カンボジア」
の他、クメールシルク、石像、
ネックレスなどの販売

N-7 ＮＧＯ NPO法人HERO NPO法人HERO

カンボジアのオススメの小物
や洋服の販売と活動紹介、カ
ンボジアに関する ワーク
ショップの開催

N-8 ＮＧＯ 一般社団法人CBB 一般社団法人CBB
活動紹介
CBBスクール教師インターン
/CBBユース紹介

N-9 ＮＧＯ
サンタピアップ
×HariHara

サンタピアップ×HariHara

サンタピアップとHariHaraのコ
ラボアクセサリーや、タオル、
ハンカチなど カンボジア雑貨
の販売

N-10 NGO
（在）タン キム リャ
ン

コーンクメール
コットン100%を使用した、カン
ボジア伝統布クロマーの販売

N-11 ＮＧＯ
特定非営利活動法人
国際協力NGO風の会

特定非営利活動法人 国際
協力NGO風の会

活動紹介
ストールや雑貨などカンボジ
ア製品の販売

2018年度はブース出店が58団体の出店がありました（表1）。

©カンボジアフェスティバル2018

表1 出展団体一覧



６．ブース＜出店者一覧＞
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N-16 ＮＧＯ CHA JAPAN CHA & Sui-Joh

ロングネックレス、トートバッグ、
シャツ、名刺ケースなどの販売。
作業風景や団体紹介のパネ
ル展示

N-17 ＮＧＯ

特定非営利活動
法人World Theater
Project

Ｗｏｒｌｄ Ｔｈｅａｔｅｒ Ｐｒｏｊｅｃｔ

カンボジアなど途上国で子ども
たちに映画を上映する活動の
紹介、 オリジナルグッズの販
売

N-18 ＮＧＯ
NPOカムカムク
メール

NPOカムカムクメール
活動紹介
クメール語で名前を書くコー
ナー

N-１９ 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・ワット西参道修復
工事についての活動紹介

C-１ 企業
ANGKOR 
COOKIES KH 
CO.,LTD

ANGKOR COOKIES 
クッキー、カシューナッツ、パー
ムシュガーの販売

C-２ 企業
Asia Project 
Support ㈱

Asia Pacific Finance Plc
マイクロファイナンス事業や孤
児院への支援等活動紹介、 カ
ンボジア特産品の販売

C-３ 企業
SBIレミット株式会
社

SBIレミット株式会社
国際送金サービスの案内、送
金カードの即時発行

C-４ 企業 カウ株式会社 COW Inc. / カウ株式会社
世界の若者たちを応援するア
プリ「COW」に関する展示

C-5 企業 Plov Cambodia プラウカンボジア
カンボジア産の雑貨やバッグ、
衣類、布製品（クロマー、ストー
ル等）の販売

C-6 企業
カンボジア情報
サービス（CIS inc.
NyoNyum）

NyoNyum Shop
コンポンチュナン陶器、カンボ
ジア雑貨、カンボジア生活情
報誌「ニョニュム」の販売

©カンボジアフェスティバル2018

N-12 ＮＧＯ
ＮＰＯ法人２１世
紀のカンボジアを
支援する会

ＮＰＯ法人２１世紀のカンボ
ジアを支援する会

スカーフ、Tシャツなどカンボジ
ア製品の販売
写真の展示、活動紹介

N-13 ＮＧＯ
NPO法人 GLOBE 
JUNGLE

NPO法人 GLOBE JUNGLE

工房で作るカゴバッグなどの
水草商品、アクセサリー、市場
で仕入れた サルエルパンツや
雑貨の販売

N-14 ＮＧＯ
一般社団法人
KUMAE

Ashi
バナナペーパーで作られた雑
貨の販売

N-1５ ＮＧＯ
カンボジア日本経
営者同友会
(CJBI)

Nature saves Cambodia & 
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(CJBJ)

起業家志望者向けビジネス研
修や日本語教育などの活動紹
介
オーガニックコットンで作られ
たクロマーの販売



６．ブース＜出店者一覧＞
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F-3 飲食
アンコールワット・
ジャパン㈱

アンコールワット

かぼちゃプリン、アモックと
ジャスミンライス、牛肉サ
テー、 チキンココナッツカ
レーライスの販売

F-4 飲食 (在)セレイ ソニタ タクマオ

パパイヤサラダ、手羽唐揚
げ、クイティオ、ヌンパンパテ、
タピオカ＆ ココナッツミルク
入りかき氷の販売

F-5 飲食 (在)サロム カンボジアのママ
クイティオ、ヌムバンチョック、
カンボジア風おかゆ、豚ちま
き・ バナナちまきの販売

F-6 飲食
株式会社 FAR 
EAST

ＣＡＲＶＡＡＮ

カンボジアの花蜜を使ったク
ラフトビールとアイスクリーム
のほか、 ドバイコーラ、キャ
ラメルナッツの販売

F-7 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）

ヌンパンパテ、プレミアムホッ
トコーヒー、プレミアムアイス
コーヒー、 マンゴージュース、
オレンジジュースの販売

F-8 飲食
NORIZ CAMBODIA / 
Social Compass

カンボジア産のこしょうやは
ちみつ等を使用した焼き菓
子やドリンクの販売、 カンボ
ジア発キャラクターグッズ、ク
ラフト製品・アクセサリー等の
雑貨販売

©カンボジアフェスティバル2018

C-7 企業 (有)モトヴァント (有)モトヴァント

ハンモック、カバン、財布、
ウォーターリリーバッグ、真
鍮アクセサリー、 バンブーブ
レスレットなどの販売

C-8 企業 ＡＩＲ ＩＮＴＥＲ㈱
Ｓｍａｌｌ Planet Airlines 
Cambodia

カンボジア国籍航空会社とし
て初の日本路線の案内

C-9 企業

㈱ピース・イン・ツ
アー/日本カトリック
信徒宣教者会（ＮＧ
O）

㈱ピース・イン・ツアー/ＪＬ
ＭM

（ピース・イン・ツアー）いち押
しのカンボジアツアーの紹介
と旅の相談。
（JLMM)NGO「ラチャナ」が製
作するハンディクラフトの販
売

C-10 企業
株式会社クラタペッ
パー

クラタペッパー
黒コショウ、完熟コショウ、椰
子の木のすり鉢、コショウあ
られ、 緑コショウの販売

D-1 ドリンク KJP 株式会社 アンコールビール アンコールビールの販売

F-１ 飲食 Asia food store 
肉のせご飯、串焼きスパイス
肉、ヌンパンパテ、豚肉汁麺、
鴨肉汁麺、生ビールの販売

F-2 飲食
在日カンボジア人
留学生協会

カンボジア学生
カンボジア風焼きそば（2種）、
鶏肉生姜炒め、カンボジアレ
モンティーの販売



６．ブース＜出店者一覧＞
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S-1 スポンサー
公益財団法人
ＣＩＥＳＦ

ＫＩＲＩＮ × ＣＩＥＳＦ
カンボジアで行っている教育
支援事業の活動紹介
KIRIN 生茶の販売

S-2 スポンサー
公益財団法人イオ
ンワンパーセントク
ラブ

イオン1％クラブ
カンボジアはじめ、アジアで
の国際交流・人材育成・ 地
域社会貢献の実績を紹介

A-1 その他 小規模販売ブース
実行委員会特別販売ブー
ス

・Saboo Sabay / 石鹸、虫除
け、ハーブボール、スクラブ
の販売
・DoyDoy / DoyDoy（カンボ
ジア製おもちゃ）の販売
・PHKaaPHKaa / オリジナル
造花の販売

本部 その他 本部 本部ブース パンフレット配布、会場案内

観光省 その他 カンボジア観光省 カンボジア観光省
カンボジア観光案内、情報
提供

大使館 その他 カンボジア大使館 在日カンボジア王国大使館
カンボジアの文化、観光案
内、カンボジア製品の販売



６．ブース＜出店団体内訳、会場図＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee

出店内容 数

スポンサー ２

企業 １０

飲食 ９

ＮＧＯ １９

その他 ４

合計 ４４

出店内容内訳

※その他内訳：在日カンボジア大使館、
カンボジア観光省、本部ブース、

実行委員会特別販売ブース

15
©カンボジアフェスティバル2018



６．ブース＜会場の様子＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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■飲食ブース

■会場全体の様子

©カンボジアフェスティバル2018



６．ブース＜会場の様子＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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■企業ブース

©カンボジアフェスティバル2018



６．ブース＜会場の様子＞

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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■ＮＧＯブース

©カンボジアフェスティバル2018



７．特別企画
ミス＆ミスターカンボジアフェスティバル2018

(C)Masato Omori/Cambodia Festival Executive Committee
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■ 趣旨

2018年、日本・カンボジア友好65周年である年に、日本に住むカンボジアの人々の存在、あ
るいはカンボジアで活躍する日本の若者たちの存在を、より広く、様々なジャンルの方々に
知ってもらいたいという想いから、多くの人が興味を持つミス＆ミスターコンテストを企画した。

■ 募集コピー

2018年、日本・カンボジア友好65周年を記念して、カンボジアフェスティバル2018実行委員会
では、目玉企画として、東洋の神秘アンコールワットを築いた国、カンボジアへの熱き想いを
秘めた『ミス＆ミスター・カンボジアフェスティバル2018』 を決定します。カンボジアへの熱き想
いを語れることが条件です。プロアマ問わずご応募お待ちしております。

■応募資格

① 日本在住の日本語で会話が可能なカンボジア人または日本人の未婚の女性・男性（※自
薦他薦は問いません）

② 2018年4月1日現在15歳以上35歳未満（高校生可、中学生は不可。高校生は親の承諾書
必須）の女性・男性

③ ファイナリストに選ばれた場合、2018年5月3日（カンボジアフェスティバル初日）の本選審
査に参加できる方

④ コンテストにおいてグランプリに選出された際、コンテスト終了以降も当フェスティバルの
PR活動にご協力いただける方

⑤ カンボジアへの渡航経験（滞在日数不問）を持ち、同国をアピールできること

⑥ 二次審査および本選審査において、ご自身の顔や氏名等をメディア上に掲載することに同
意いただける方

■選考スケジュール

1. 書類選考：2018年4月上旬。

2. 二次審査：2018年4月中旬～4月末。実行委員会による選考。

3. 本選審査：2018年5月3日、カンボジアフェスティバル、メインステージにて実施。ステージ
上では、自己PR、質疑応答、特技の披露（例：歌、踊り、楽器の演奏など）をしていただき
ます。

■応募状況、結果

応募総数は、ミスターへの応募10名、ミスへの応募11名となりました。実行委員会での審査
を経て、ファイナリストとしてミスター 6名、ミス 9名の方々に本選審査を受けていただきました。

©カンボジアフェスティバル2018
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■本選審査の様子

©カンボジアフェスティバル2018

７．特別企画
ミス＆ミスターカンボジアフェスティバル2018
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■協賛
ANAホールディングス株式会社

株式会社マンダム

KURATA PEPPER Co.Ltd.

SMATERIA

カンボジア観光省

■副賞一覧
1. 優勝：ANA 成田－プノンペン 往復航空券／テンプレーションホテル（シェムリアップ）宿泊券
（3泊）

2. 第二位：フランジパニーニ・ロイヤルパレスホテル（プノンペン）宿泊券（3泊）

3. 第三位：ナイア・オートレスビーチリゾートホテル（シハヌークヴィル）宿泊券（3泊）

4. スマテリア賞：スマテリアバッグ、ポーチのセット

5. 特別賞①：メトロ・ハッサカン食事券

6. 特別賞②：マーラ食事券

7. クラタペッパー賞：カンボジア胡椒、ミルのセット

8. 特別賞③：カンボジア国内遠距離バスチケット（プノンペン-シェムリアップ往復）（プノンペン-
シハヌークヴィル往復）

9. 参加賞：マンダム様よりヘア・コスメ商品セット（ファイナリスト全員）

©カンボジアフェスティバル2018

７．特別企画
ミス＆ミスターカンボジアフェスティバル2018

■審査結果
優勝
ミス：富倉晴美さん（20）学生

在日カンボジア人二世
ミスター：セーン・ソッリーさん（23）

学生 カンボジア人留学生

第二位
トーン・ヴッティーさん（26、男）会社員
パル・スレイヴァンさん（22、女）学生

第三位
勝元 巧さん（25、男）会社員
西岡 絵里奈さん（27、女）団体職員
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■審査結果

スマテリア賞

ケオ・ヴィサールさん（28、男性）学生

ソーンピサル・スレイチャンさん（20、

女性）学生

特別賞①

楠木 輝さん（17、男性）学生

コム・シヴァンターさん（26、女性）

会社員

特別賞②

リム・センラーイさん（24、男性）学生

梅澤 美典さん（21、女性）学生

クラタペッパー賞（写真左）

杉浦 佑佳さん（21、女性）学生

鹿島 南里さん（18、女性）学生

特別賞③（写真右）

ピッチ・サヴォンさん（20、女性）会社員

©カンボジアフェスティバル2018

７．特別企画
ミス＆ミスターカンボジアフェスティバル2018



８．広報実績＜取材・掲載一覧＞
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■Web情報サイト

代々木公園イベント＆フェス情報 https://www.yoyogikoen.info/

東京メトロ沿線だより https://www.tokyometro.jp/enjoy/freepaper/ensen_dayori/

レッツエンジョイ東京 https://www.enjoytokyo.jp/

MINE BY 3M http://www.mine-3m.com/

Ozmall http://www.ozmall.co.jp/

Time out 東京 https://www.timeout.jp

NyoNyum http://nyonyum.net/

在日本カンボジア王国観光省 http://cambodiatourism.or.jp/info/event/1598/

■Webニュース

東京新聞 東京人 http://www.tokyo-np.co.jp/

NNAカンパサール https://www.nna.jp/nnakanpasar/backnumber/180601/topics_003

■情報誌掲載

初夏Walker

初夏ぴあ 首都圏版

レッツエンジョイ東京 東京トレンドランキング

■フリーペーパー

東京メトロ沿線だより

Phnom Penh Press Neo

NyoNyum

NyoNyum Khmer

■ラジオ番組

文化放送 斎藤一美ニュースワイド中継（5月3日）

■新聞

東京新聞 東京人

■ブログ紹介

猫ひろし公式ブログ http://gree.jp/neko_hiroshi/blog/entry/1416014332

©カンボジアフェスティバル2018



８．広報実績＜発信＞
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■公式Webサイト

カンボジアフェスティバル2018

http://www.cambodiafestival.com

■Facebook

https://www.facebook.com/cambodiafestival

新着ニュースの投稿、シェア、

「いいね」4,008 「フォロー」4,032（2018年6月19日現在）

■Twitter

https://twitter.com/cambodia_fes

新着ニュースの投稿

「いいね」450（2018年6月19日現在）

■Special thanks to

Kimseang Phit

©カンボジアフェスティバル2018



９．イベント制作物
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■事前宣伝用チラシ 2,000部 ■ポスター 50枚

サイズ：Ａ５ サイズ：Ａ２

■当日案内用パンフレット 10,000部

サイズ：Ａ４、6ページ

©カンボジアフェスティバル2018



１０．ＰＲ協力（チラシ設置、ポスター掲示）
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【日本国内】

- 在日カンボジア大使館

- 在日カンボジア人コミュニティー CCJ

- 在日カンボジア留学生協会

- 上智大学

- カンボジア料理店 アンコールワット

- カンボジア料理店 バイヨン

- カンボジア料理店 アンコールトム

- 内山書店

- 日本アセアンセンター

- ピースインツアー

- HIS渋谷店

- 町田国際交流センター

- 相模原国際交流センター

埼玉県国際交流協会

【カンボジア国内】

- Ripple Cafe

- Butter Knife

- クラタペッパー

- 和民

- NyoNyum Shop

- Amazing Cambodia

- IKTT

- アンコールクッキー

- サブ―サバイ

©カンボジアフェスティバル2018


