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昨今、神奈川県とベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）との間では経済や人材など多方面にわたり交流が深まっ

ており、特にベトナムからの留学生など若い世代の方々が急増しています。

こうしたなか、神奈川県とベトナム両地域の相互理解と交流を目的に、神奈川県内の関係団体等による「ベトナムフェス

ティバル in 神奈川実行委員会」を発足し、ビジネス、文化、音楽、食、観光など幅広い分野について、大使館、国際機

関、NGO団体、民間企業などの多方面の参加を通じてベトナムを紹介する「ベトナムフェスタ in 神奈川 ～越 Beyond

the NEXT！～」を本年、９月１８日（金）から２０日（日）の３日間、横浜市・みなとみらい地区ホテルおよび神奈川県庁・日

本大通りを会場に、経済プログラムおよび文化交流プログラムによる、来場者約２０万人を見込む国内最大級のベトナム

イベントとして開催を予定しています。

１ 目的

ビジネス、文化、食、観光など幅広い分野でのベトナム交流イベントの実施を通じて相互の交流を促進し、人や企業

など多岐にわたる相互往来を増進させます。

３ 実施主体

主催： ベトナムフェスティバル in 神奈川実行委員会、駐日ベトナム社会主義共和国大使館

〔実行委員会 構成機関〕
神奈川県、一般社団法人神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、
公益財団法人かながわ国際交流財団、独立行政法人国際協力機構 横浜国際センター、
公益社団法人神奈川県観光協会、ベトナム航空日本支社、KVSSかわさきベトナム人留学生支援会、
横浜市、神奈川県市長会、神奈川県町村会

ベトナムフェスタ in 神奈川 実施概要

ベトナムの漢字表記「越南（えつなん）と「越える」をかけて「さらなる交流と発展に寄与していく」
という願いをこめてテーマを設定しました。

２ 開催日時・場所

会期： 平成２７年 9月１８日（金）～２０日（日）

〔経済プログラム/1日間〕 9月18日（金） 会場：横浜市内ホテル

〔文化交流プログラム/２日間〕 9月19日（土） 11：00～17：00（予定） ※飲食エリアは２１：00まで（ランタンナイト）

20日（日） 10:00～17:00（予定）

会場：日本大通り、神奈川県庁本庁舎 ※雨天決行
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【経済プログラム】 9月１８日（金）／横浜市内ホテル

■場所 横浜市内ホテル/参加者 200人～300人（予定）
■実施内容（案）
①ベトナム投資環境セミナー
②ベトナム企業と県内企業との商談会
③ベトナム人留学生と県内企業との就職マッチング
④ガラディナー（晩餐会）

【文化交流プログラム】 ９月１９日（土）、２０日（日）／日本大通り、神奈川県庁本庁舎

ベトナムを知る・観る・学べる！参加・体験型のプログラムを多数ご用意！

■ベトナムと神奈川の花の友好 「インフィオラータ」

インフィオラータとは“花びらでつくる、花の絨毯”を意味し、今回、ベトナムと神奈川県で生産された
花を使い、直径６ｍの大きな花絵を一緒に創作します。

■本場、ベトナムの伝統芸能を鑑賞 「水上人形劇」

およそ1000年の歴史を持つベトナムの伝統芸能「水上人形劇」。水面上にベトナムの農村地域の
風景をはじめ、鳳凰や龍、仙女などが登場し、伝説や神話を紹介します。

■ランタンの灯りで夜を彩る「ベトナムランタンナイト」

ベトナム中部の世界遺産都市・ホイアンでは、毎月の満月の夜にランタン祭りが行われています。
今回、ベトナムフェスタ開催期間中の夜間に県庁周辺をランタンの灯りで街を彩ります。

■ベトナムの芸術と文化を知る＆体験「ワークショップ」＆「レクチャーコーナー」

ベトナムの文化や芸術を実際に学べて体験できるイベントプログラムです。ランタンを素材から手作業で
作り上げていく工作体験やベトナムの麦わら帽子“ノンラー”の絵付け体験のほか、ベトナムの観光・文化・
芸術について各分野の専門家達によるレクチャープログラムを行います。

実施プログラム

■ベトナムの民族衣装「アオザイ」の試着体験・記念撮影 他

【民間企業・地域連携プログラム】 本年、9月からスタート！

神奈川県を中心に“ベトナム感”を醸成する「ベトナム月間」を開催！
9月は「ベトナム月間」と題し、民間企業・地域と連携した関連イベントを実施するほか、
共通アイコンを県内各地で掲載します。

〔実施イメージ〕
① ベトナムフードを活用したメニューの提供を近隣ホテルと連携。
② 居酒屋チェーンと連携したベトナムフードメニューの提供。
③ 近隣の商業施設など連携したPRイベント 他。

ベトナムと神奈川の将来向けて経済交流を加速！



３

神奈川県とベトナムとの交流は、経済や観光など多方面にわたって急速に深まっています。
また、神奈川県には、多くのベトナム国籍の方が暮らしており、ベトナムからの留学生も急増
しています。

そこで、神奈川県とベトナム両地域の相互理解を更に深め、幅広い分野での交流を将来に
わたって拡大していくことを目指して、「ベトナムフェスタin神奈川」を開催します。

「ベトナムフェスタin神奈川」のテーマは、「 越（えつ） Beyond the NEXT！ 」です。

駐日ベトナム社会主義共和国 特命全権大使 ドアン・スアン・フン

実行委員会ご挨拶・ご紹介

神奈川県知事 黒岩 祐治

総合プロデューサーご紹介/ 藤川 靖彦
「集客」と「ブランディング」のスペシャリストとして、20歳代より数々の自治体や商業施設をプロ
デュースする。現在は「街×人=文化」を活動理念に、街の資産を活かした市民による新しい街
の文化づくりを提唱、国内のみならず海外で活動を行う。パブリシティ効果と集客性の高い話題
づくりに定評があり、官公庁や自治体、団体、企業等が主催する各種イベント、フェスティバルや
キャンペーンのプロデューサーを務めるとともに芸術・科学・文化・スポーツから経済まで、日本
を代表する各分野の表現者・思考者たちが日本文化のさらなる深まりと広がりを目的に参集した
集団「エンジン０１文化戦略会議」の会員となる。

近年、ベトナム・日本両国の関係が大変良好に発展し、様々な分野で協力関係を結んでいる
ことから、両国の戦略的パートナーシップは、非常に多様化しています。
そのなかでも、神奈川県とは、昨年、黒岩知事にベトナムを訪問していただいたことを契機とし
て、両地域の友好・協力関係が益々深まっています。
こうした機運を捉えて、神奈川県と我が国との関係を新たなステージへ発展させるため、2015
年9月18日から20日にかけて、経済、貿易、観光、文化など盛りだくさんの「ベトナムフェスタin神
奈川」を開催します。

ベトナムの漢字表記「越南（えつなん）」と「越える」をかけたものですが、「さらなる交流と発展に寄与していく」と
いう願いをこめて、このテーマを設定しました。
９月18日から20日の３日間、経済、文化、観光など盛りだくさんのイベントが催されます。
ベトナムから参加される皆様、来場される皆様が一緒に楽しみ、将来に向けて交流の輪がさらに広がり、両地
域がますます発展していくことを大いに期待しています。

国内最大級のベトナムフェスタを開催しますので、みなさん、「ベトナムフェスタin神奈川」に是非ご参加いただ
き、ベトナムを、もっと身近に感じてください。

これまでで最大級のベトナムイベントにするため、神奈川県と力を合わせることで、大変有意義なイベントにしたいと
思います。
神奈川県とベトナムの間の経済、貿易協力を促進するセミナーや水上人形劇、多くの飲食ブースなど、魅力的な
プログラムにより、多くの方にご来場いただけると信じております。
ベトナムフェスタin神奈川の開催により、神奈川県とベトナムとの相互理解が深まり、そして様々な分野での協力が
促進されると確信いたします。
黒岩知事をはじめ、関係機関・財団の皆様、ベトナムに対するご関心・ご支援を賜りますことを感謝申し上げます。
またベトナムフェスタin神奈川に多くの皆様方からの引き続きのご協賛、ご応援を心より歓迎し、お願い申し上げます。
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会場レイアウト（案）

展示物販②～25張

神奈川県～10張

展示物販①～20張
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会場アクセス

■交通アクセス

●ＪＲ京浜東北線・根岸線 「石川町駅」 下車 徒歩 約１０分

●ＪＲ京浜東北線・根岸線・市営地下鉄 「関内駅」 下車 徒歩 約１０分

●みなとみらい線 「日本大通り駅」 下車 徒歩 約１分

日本大通り

神奈川県庁



【ご協賛プラン】

この度、「ベトナムフェスタ in 神奈川」では開催趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける方を広く募
集しております。何卒、ご理解とご支援をお願い申し上げます。

【協賛プランB】 300,000円（消費税込み）
①広報物（公式HP,ポスター、チラシ、パンフレット）へ社名ロゴ*記載
②会場サイン（看板、ステージ袖パネル）へ社名ロゴ*掲載
※社名ロゴサイズは小サイズ

【協賛プランA】 150,000円（消費税込み）
①広報物（公式HP,ポスター、チラシ、パンフレット）へ社名記載

【協賛プランC】 500,000円（消費税込み）
①広報物（公式HP,ポスター、チラシ、パンフレット）へ社名ロゴ（大）記載
※パンフレットに広告掲載スペース（１枠）をご提供

②会場サイン（看板、ステージ袖パネル）へ社名ロゴ（大）掲載

③経済プログラム（9月18日）会場内のパネル展示スペースご提供
④ガラディナー（9月18日）」ご招待 （２名様予定）

６

その他、運営に関わる物品のご提供および運営を支援する備品・資材等の物品ご提供も募集しております。

・本フェスタの開催運営（イベントやボランティア）について物品を通じてご協賛いただける企業および団体様

・物品のご協賛につきましては、該当する物品換算の合計金額が150,000円（税込）以上、300,000円（税込）に

満たない金額とさせていただきます。また、物品協賛者様には各種広報ツールへ社名ロゴを掲載します。

開催趣旨に賛同いただき、催事運営の一部をご負担いただくご協賛を募集します。

ご希望によりテント（1/2張）またはパンレットコーナーに配布物設置が可能

ご希望によりテント（1張）またはパンレットコーナーに配布物設置が可能

ご希望によりテント（1張）またはパンレットコーナーに配布物設置が可能

ご協賛プラン

■テントについて

●テント１張サイズ： Ｗ3,600×Ｄ2,700×Ｈ1,800(mm)

●三方幕（仕切幕無し） 1枚

●前幕（閉場後保安用） 1枚

●テーブル 1台

<1張用 > Ｗ1,800×Ｄ450×Ｈ700（mm）

●パイプ椅子 2脚

●団体名表示サイン（Ｗ900×Ｈ200（mm）
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社名ロゴ記載イメージ

◆チラシ・パンフレット表紙 〔社名ロゴ記載について〕
・協賛プランA： 社名記載 ※図①

・協賛プランB： 社名ロゴ（小） ※図②

・協賛プランC： 社名ロゴ（大） ※図③

①

③ ②
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社名ロゴ記載イメージ

◆パンフレット中面（広告枠） 〔パンフレット中面・広告枠について〕
・協賛プランCの方は、パンフレット中面に広告枠を
１スペースをご提供します。
・広告枠の仕様は横67ｃｍ×96ｃｍ
・広告デザインデータは協賛者様で制作いただき、
イベント事務局までデータ送付ください。
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社名ロゴ記載イメージ

◆公式ホームページ トップ画面

③協賛プランC
社名ロゴエリア

◆公式ホームページ 開催概要

①協賛プランA 社名表記
「開催概要」画面に社名を記載します。

②協賛プランB
社名ロゴエリア

〔社名ロゴ記載について〕
・協賛プランA： 社名記載 ※図①

・協賛プランB： 社名ロゴ（小） ※図②

・協賛プランC： 社名ロゴ（大） ※図③
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社名ロゴ記載イメージ

◆メインステージ看板（イメージ）
〔社名ロゴ記載について〕

・協賛プランB： 社名ロゴ（小） ※図②

・協賛プランC： 社名ロゴ（大） ※図③

1,800×2700mm

袖看板（右側）
主催・後援・協賛名義

主催

ベトナムフェスティバルin神奈川実行委員会
駐日ベトナム社会主義共和国大使館

調整中

神奈川県/一般社団法人神奈川県商工会議所連合会/
神奈川県商工会連合会/公益財団法人かながわ国際交流財団/

独立行政法人国際協力機構横浜国際センター/
公益社団法人神奈川県観光協会/ベトナム航空日本支社/

KVSSかわさきベトナム人留学生支援会/横浜市/
神奈川県市長会/神奈川県町村会

後援

協賛

・協賛プランC： 社名ロゴ（大）

・協賛プランB： 社名ロゴ（小）

図③

図②

※イメージ

※今後、協賛プランA（社名のみ）
掲載予定



来場目標 約２0万人の動員に向けて様々な活動を行います。

１０

告知活動

宣伝計画

公式ホームページ /Facebook/ツイッター

広告・宣伝の考え方
■プレスリリース ・マスメディア（記者クラブ含む）に向けて開催告知のニュースリリースを配信します。

■web掲載 ・公式ホームページ、Facebookページ、ツイッターアカウントを開設、情報配信します。

■テレビ・ラジオ ・神奈川県の広報番組等を活用して紹介予定です。

■交通広告 ・開催地沿線および近隣の交通機関へポスター等を掲出します。

■記事掲載 ・県広報紙誌、ベトナム航空機内誌はじめ、新聞社による記事を掲載します。

■ポスター、チラシ ポスター（約2500枚）、チラシ（約25,000枚）を作成、各施設への配布を予定しています。

・県内各施設、各出展者へポスター、チラシを配布・設置予定です。

・県内のコンビニエンスストア、百貨店などの店舗にポスター、チラシを設置予定です。

■パンフレット ・会場案内やイベントを紹介したパンフレット（約15,000部）を作成し会場内にて配布します。

■ベトナム月間 ・本年、9月を「ベトナム月間」として、県内の文化施設、商業施設、飲食店などと連携した
活動に併せた広報活動を行っていく。

■その他 ・県内の商業施設等でベトナムに関連したミニイベント（ワークショップやベトナム検定）を実施

してベトナムに関心を持っていただく活動を行う予定です。

■ホームページ（www.infiorata88.com/vfes-kanagawa） ■Facebookページ

■ツイッターアカウント



お申し込みについて

■ご協賛（A～Cプラン）応募締切

お申込み締切日 2015年 ６月30日（火）まで

■お申込みにあたり
①ご協賛申込書
所定申込書に必要事項をご記入の上、イベント事務局（株式会社インフィオラータアソシエイツ）まで
メール（v-festa2015@infiorata88.com ）にてお送り下さい。

②貴社ロゴデータのご提供 ※協賛B、Cプランの方
ご協賛申込書のご送付の際、本フェスタの広報物に使用させていただきます社名ロゴをデータ送付
をお願します。

１１

■ご協賛金のお支払いについて
お申込みいただいた企業および団体様には、後日、ご請求書をお送りいたします。

お振込期限：2015年 ７月３１日（金）まで

ご協賛申込書が到着した後、請求書を発行いたします。
お支払いは、全て指定の銀行口座への振込みとなります。
なお、振込手数料はご負担願います。
（期日までにお支払い頂けない場合、ご協賛内容をご用意できない可能性がございます。予めご了承ください。）

■出展位置（テント位置）について
ご協賛を申込をされた方のなかで、出展をご希望される場合は、本年8月中旬に予定します出展者説明会への
参加をお願いいたします。ご都合によりご欠席をされる場合は、主催者の出展者決定手順に従い、出展場所の連絡
を事務局よりご連絡申し上げます。

■お問い合せ先

「ベトナムフェスタin神奈川」受託事業者（イベント事務局）
株式会社インフィオラータ・アソシエイツ 服部・湯浅・福島

〒156-0044 東京都世田谷区赤堤3-3-4
ＴＥＬ：03-5355-5388 ＦＡＸ：03-5355-0888 
（電話でのお問合せ 平日10：00～17：00）

Email： v-festa2015@infiorata88.com 
URL： http://www.infiorata88.com/vfes-kanagawa/

■個人情報の取扱い
ベトナムフェスティバルin神奈川実行委員会事務局は、協賛および出展のためにご提供いただいた個人情報を
「下記の通り適正にお取り扱いし、個人情報利用目的についてご登録頂いた個人情報は「ベトナムフェスタn神奈川」
への出展申込及び各種運営業務、出展者への緊急時のご連絡、またアンケート調査や報告書作成に
必要な場合に使用します。なお、これらの範囲を超えて使用することはありません。


