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お客様各位 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社の現状況についてご報告申し上げます。 

 

TH インターナショナルは通常通りドイツボンのオフィスにて業務にあたっております。従業員はホームオフィ

スの形態で常に繋がっており、ドイツ全体の動向及び経済状況に随時アンテナを張り巡らせております。 

毎日のように新型コロナウイルスに関するニュース、各国の封鎖や会社の営業停止などの情報が流れてきます。

現在の状況は、多くの人々にとって非常に深刻であり、皆様の健康を願うばかりでございます。 

今日、経営陣は会社の安全や従業員の健康を守るために、瞬時の行動と決断を要求されています。皆様どうかコ

ロナ危機から脱出した後についても忘れないでください。通常運転に戻ったときの準備をしておかなければなり

ません。現在の全ての決断が、通常生産に回復したときのために繋がるように考えておくべきです。 

TH インターナショナルでは、会社の経営危機の回避と従業員の雇用を確保するために、不必要な経費をできる

だけ削減しております。しかし、御社の市場での信用を維持するために、またコロナ危機後に経済が回復する際

に、御社が一番に市場に乗り出せるために、マーケティングのための予算を不必要に削減することはしないでく

ださい。 

コロナ危機後に一番に市場に乗り出したメーカーやサプライヤーになることをめざしましょう！ 

ヨーロッパのサプライヤーは現在営業が停止しているため、彼らに代わってヨーロッパのメーカーのサプライヤ

ーになるチャンスがあります。TH インターナショナルは、引き続き市場での御社の信用の維持に努め、ドイツ

メーカーのサプライヤーとしての可能性を見つけていきます。 

どんな困難な状況においても TH インターナショナルは、御社のパートナーとしての役割を果たしていく所存で

す。我々のチームは、常に精一杯のコミットメントと高いモチベーションを持って御社のニーズに対応してまい

ります。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

トーマス・ヒンリヒセン並びに THインターナショナルスタッフ一同  
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Dear Business Partner 

TH International GmbH  
Ettighofferstr. 78  
53123 Bonn 
Germany                    

+49-228-9628-6232   
www.thi-cs.de  
support@thi-cs.de  

TH International Japan 
4-18-19 Takanawa,  
Minato-ku, 108-0074 Tokyo  

TEL: 080 8837 1746          
FAX: 03 93 5798 3587 
www.thi-cs.de/jp/home           
support@thi-cs.de 

Today we would like to provide you with an update of our current situation.  

 

TH International GmbH is still working from the office in Bonn. Our employees are connected via the 
home office procedures. We are carefully watching the overall and economic situation in Germany.  

Every day we are receiving news about the Corona situation and country and/or company shutdowns. 
The situation is very serious for many of us and we would like to ask all of you to stay healthy.  

Today Management is forced to act quickly and to make decisions at very short notice for the health 
of your company, organization or employees. Please do not forget about the time after the Corona 
crisis. We have to prepare the normal operation, production and business life. With all decisions we 
are making today, we should also consider the normal production again.  

We are now cutting all unnecessary fixed cost and variable cost, to avoid a financial disaster of our 
company and to ensure the employment of our employees. However, please do not cut the marketing 
budget too much as you need to stay recognized and as you should be the first back on the market 
when the economy recovers from the Corona crisis.  

 

Let us focus on being the first manufacturer or supplier back on the market! 

 

Focus on supplying European manufacturer as their own suppliers are now shutting down.  
TH International GmbH will continuously support you to stay recognized on the market and to fill the 
gap of the supplier for German manufacturer.  

In any case, we will be your strong partner especially in difficult times. The TEAM ‘TH International 
GmbH’ will support you and your needs with the highest commitment and strong motivation.  

 

Yours sincerely, 

Thomas Hinrichsen and all employees 

 


