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日越外交関係樹立45周年記念事業 



実施概要 
■名称      ： 日越外交関係樹立45周年記念事業 ベトナムフェスティバル2018 
 
■コンセプト    : 日越外交関係樹立45周年を記念し、日越文化交流を象徴する祭典として、両国民一体と 
           なって「食」・「伝統芸能」・「音楽」・「観光」など、さまざまなベトナムの今を 
           紹介し、体感する。 
                      
■日程      ：  2018年5月19日（土） 10:00～20:00  ／ 5月20日（日） 10:00～20:00 
            ＊開会式 19日（土）11:00～   
 
■会場      ：  代々木公園イベント広場 ※雨天決行 
 
■出店対象    ： 営業許可を持つベトナム料理店、ベトナムに関する商品を取り扱っている店舗・企業、 
           およびベトナムに関連する事業を行っている自治体・団体、NGO・NPOなど。 
 
■出店ブース数  ： 126ブース（飲食店63ブース、物販35ブース、大使館・協賛者28ブース） 
                
 
■来場者数        ： 18万人 
 
■主催          ： ベトナムフェスティバル2018実行委員会 / 駐日ベトナム大使館 
                  日本側実行委員長    松田岩夫 創設者・元国務大臣   
                  ベトナム側実行委員長  グエン・クオック・クオン 駐日ベトナム大使 
              事務総長        青柳陽一郎 衆議院議員 
                      
■後援（予定）   :【日本側】 
             外務省、経済産業省、観光庁、文化庁、東京都、国際機関日本アセアンセンター、 
            川崎商工会議所、公益社団法人ベトナム協会、一般社団法人日本ASEAN産業経済交流協会 他 
             【ベトナム側】 
                         外務省、文化・スポーツ・観光省 他  



ごあいさつ 

               
 

日本側 
実行委員長 
松田 岩夫 
（創設者・元国務大臣） 

 

日越外交関係樹立45周年の記念すべき年の幕が
開けました。 
私たちが続けてきたベトナムフェスティバルも
10回目のアニバーサリーイベントとなり、両国
友好の深化と交流の拡大に大きな期待が寄せら
れています。その期待に応え多くの皆さまに楽
しんでもらえるイベントになるよう取り組んで
きました。そして「ベトナムの今」を伝える国
内最大の祭典として10万人を超える方々にご参
加いただき、日越交流の礎として定着していま
す。またベトナム政府においても毎年開催する
ことが決定されている唯一のイベントとなりま
した。今年も日本で高い評価を受けているアオ
ザイや歌舞団などのベトナム伝統芸能、両国で
人気が拡大している最新アーティスト、日本人
の舌をも魅了する美味しくてヘルシーなベトナ
ム料理の数々、世界遺産や先端リゾート地など
の観光分野の展示など豊富なコンテンツで皆さ
まをお迎えします。ベトナムの魅力あふれるこ
の会場に多くの皆さまのご参加ご来場を心から
お待ちしております！ 
 
 
ベトナムフェスティバル2018実行委員会  
日本側実行委員長   
      松田岩夫（創設者・元国務大臣） 
 

ベトナム側 
実行委員長 
グエン・クオック・クオン 

 (駐日ベトナム大使) 

ベトナムフェスティバル2018にようこそ
お越しくださいました。 
2008年よりベトナムフェスティバルは毎
年の文化交流事業になり、大勢の日本国
民とベトナム人を迎え両国の連帯と友好
親善、相互理解の強化に寄与し、様々な
分野における協力・発展の基盤となりま
した。本年のベトナムフェスティバル
2018は、日越外交関係樹立45周年の記
念にふさわしく、ベトナムから多数のア
ーティストが参加し、ステージパフォー
マンスを展開します。その他飲食、伝統
手芸や展示などを通じ、国際社会への積
極的な統合をし、独自のアイデンティテ
ィーを持ち、美しいベトナム風土と人々
の生き生きしている姿、豊かなベトナム
を体験して頂くために開催致します。本
フェスティバルが両国民の盛大な「お祭
り」になることを強く確信しています。
親しみやすく平和的なベトナムが今年も
皆さまを歓迎いたします。 
 
 
ベトナムフェスティバル2018実行委員会  
ベトナム側実行委員長  
        グエン・クオック・クオン 
 
 
 



2018年ご協賛企業団体紹介 

   日越外交関係樹立45周年記念事業として過去最大のご協賛社の皆様のご協力を頂き、 
  開催致しました。どうもありがとうございました。 



開会式 

2015年開会式より 

ベトナムフェスティバル２０１８開会式登壇者（順不同・敬称略） 
 
創設者 元国務大臣 日本側実行委員長 松田 岩夫 
駐日ベトナム大使 ベトナム側実行委員長 グエン・クオック・クオン 
衆議院議員  事務総長  青柳 陽一郎 
元内閣総理大臣   福田 康夫 
文化スポーツ観光省 国際協力局長 グエン・トルン・カン 
外務省  大臣政務官  岡本 三成 
総務省  副大臣  坂井 学 
農林水産省  大臣政務官  上月 良祐 
(財)日本ﾍﾞﾄﾅﾑ文化交流協会理事長  筒井 豊春 
国際機関日本ｱｾｱﾝｾﾝﾀｰ 事務総長  藤田 正孝 
一般財団法人東亜総研 会長  武部 勤 
川崎商工会議所 会頭  山田 長満 
民間外交推進協会 理事長   松澤 建  
ベトナム航空 日本地区総支配人 ヴーグェンクォイ 

グエン・クオック・クオン 駐日ベトナム大使          福田康夫 元内閣総理大臣  

青柳陽一郎 衆議院議員           岡本三成 外務大臣政務官  

松田岩夫 創設者 元国務大臣 



アトラクション イベント会場図 



アトラクション 会場案内 出店者様一覧 

飲食ブース 

F-1 ベトナム大使館 

F-2 タコデリオ 

F-3,4 ベトナム料理 故郷レストラン 

F-5,6 ベトナム料理ＡＮＨ ＥＭ （アン エム） 

F-7,8 本格ベトナム料理マイヒエン高円寺 

F-9 Ｐｈｏ Ｇａ ｌｅｕ フォー ガー レウ 

F-10 UBU Tako 下北沢 

F-11,12 ベトナムキッチンCHAO 

F-13,14 ハノイフォー&ハローベトナム 

F-15,16 ベトナム・タイレストラン プラトーン 

F-17,18 HANOI CORNER DININGBAR 

F-19,20 ベトナムフォー2号店 

F-21 曽文商事㈱ 

F-22 Vietnam restaurant Pho le 

F-23 ベトナムサンドウィッチＴｈａｏ’ｓ 

F-24 
VIETNAM CACAO AND COFFEE 

COCOTRADING 

F-25 HA NOI QＵAN 

F-26 アジアンフード PUPING プーピン 

F-27 ベトナムダイニング フォーチュン 

F-28 
ＢＡＮＨ ＭＩ ＶＩＥＴ ＲＥ
ＳＴＡＵＲＡＮＴ 

F-29 BIG TREE 

F-30 ヴェトナムガーデン 

F-31 
ＢＡＮＨ ＭＩ NＧＯＮ ＮＧＯＮ 
（バインミーゴンゴン） 

F-32 NGON (おいしい） 

F-33 スタンドバインミー 

F-34 ＤＡＩ ＤＵＯＮＧ ＱＵＡＮ 

F-35 
ＡＮＮＡＭ ＢＡＲ ＫＡＲＡＯ
ＫＥ 

F-36 アローイ兄弟 

F-37 BicKara 

F-38 BANH MI XIN CHAO 

F-39 クルアチャオプラヤー 

F-40 イムサイアム 

F-41 VIET-NHAT-HANA 

F-42 クンヤー 

F-43 ベトナム料理「夢」 

F-44 波泡穴（パワースポット） 

F-45 Oriental Terrace 

F-46 nuthan deli 

F-47 サワディー 

F-48 プリックタイ 

F-49 Compho/コムフォー 

F-50 ガパオ 

F-51 ベトナムサンドイッチ bami oishi  

F-52 
元祖ベトナムコーヒーの専門店 
KUKUcoffee チュングエンコーヒー 

F-53 ベトナム料理店 ＮＨＡ ＴＲＡＮＧ 

F-54 ベトナム食村品店 HA Noi XUA 

F-55 HELLO VIET NAM RESTAURANT 

F-56 ベトナム食堂 Nha An Vietnam 

F-57 an nam quan 

F-58 在日ベトナム仏教信者会・愛知 福慧寺 

物販ブース／食材物販ブース 
V-1,2 ウエスタンユニオン国際送金サービス 

V-3 ベトナムサンダル バッグのお店 Xich-lo 

V-4,31 Shanti ban 

V-5,6 SBIレミット株式会社 

V-7 学校法人タイケン学園 

V-8 株式会社ＦＡＪ 

V-9 VISA無料相談会 

V-10 Pheva Chocolate（フェバチョコレート） 

V-11 Viet Store 

V-12 JAVI TIMES 

V-13 aodaisilk.net 

V-14 一般社団法人 日本ボビナム協会 

V-15 ＩＭＳＩ ベトナムSPA 

V-16 ジャパンマネーエクスプレス株式会社 

V-17,18 Ｘｉｎｃｈａｏ！ベトナム（ベトナム語） 

V-19 SANSHIN VIETNAM JSC 

V-20 グリーンプラス 

V-21 G.A.コンサルタンツ株式会社 

V-22 有限会社平正商店 

V-23 特定非営利活動法人日本国際親善協会 

V-24 ＭＰＫＥＮ ・ Ｓｔｉｔｃｈｅｓ ｂｙ ｍｐｋ 

V-25 インフォメーション 

V-26 セブン銀行 

V-27 HYPERION-job 

V-28 一般財団法人 国際人材交流支援機構 

V-29,30 RANKUU 

V-32 日本ベトナム友好協会 行政書士グループ 

V-33,34 ＫＹＯＤＡＩ ＲＥＭＩＴＴＡＮＣＥ 

V-35 ドーバーフィールド ファーイースト 

飲食店 
キッチンカー 
物販店 
協賛ブース 
大使館関連 
本部企画 
     

C-1 Blue Moon Caravan Kitchen 

C-2 うまかっぺ屋 食堂 

C-3 ＰＯＴＡＴＯ ＳＴＡＴＩＯＮ 

C-4 エリジュス 

C-5 タコデリオ 

【キッチンカー】 

協賛／大使館／本部企画 

S-1,2,3 ベトナム航空 

S-4,5 KING COFFEE（キングコーヒー） 

S-6,7,8 DCOMMONEYEXPRESS 

S-9,10 エースコック 

S-11 イオンワンパーセントクラブ 

S-12 ドン・キホーテ 

S-13 キャピタル・パートナーズ 

E-1 
（3ﾌﾞｰｽ） 

ベトナム中部の観光地 
ツァティエン・フエ-ダナン-クアンナム 

E-2 ベトナム大使館（物販店） 

E-3 
（2ﾌﾞｰｽ） 

文化・スポーツ・観光省 

E-4 在日ベトナム人協会 

E-5 DOLLY 

O-1,5 アジアビールバー 1号店 

O-2 ステージ出演者 物品販売 

O-3 ベトフェス宣伝部 

O-4 シクロリムジン撮影会 

O-6 
在日ベトナム学生青年協会 
-Com Co Thit 

O-7 DOORS -日越交流プロジェクト- 

58ブース 
 5ブース 
35ブース 
13ブース 
 8ブース 
 7ブース 

合計 126ブース  



ベトナム文化スポーツ観光省 ー水上人形劇－ 

ベトナムの伝統芸能水上人形劇を披露。今年新しくなったプログラムで好評を博しました 



ステージ司会者 

中村尚登               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォンチー            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森野温子 

2日間ステージを盛り上げて豪華司会陣。 

 



アトラクション 会場案内 プログラム(メインゲスト） 

バンマイフン 

（VAN MAI HUONG） 
バオティ 

（BAO THY） 

チダン 

（CHI DAN） 

ダイアモンド✡ユカイ 時東ぁみ 上野優華 

ベトナムの最先端ミュージックシーンよりトップアーティストを招聘しました。 

ベトナムファンの著名アーティストが今年も出演して頂けました。 ヨリ（YORI） 



アトラクション 会場案内 プログラム 
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ベトナムに関係する様々なアーティストのステージを開催。終始イベントを盛り上げました。 

日本ボビナム協会 川崎新田ボクシングジム 

小栗久美子トルントリオwith  

KUISトルンアンサンブル 
MOTOR HOTEL 

GYPSY QUEEN 

5月19日（土） 
11:00  開会式 
11:50  ベトナム文化・スポーツ・観光省 
「ベトナムトラディショナルミュージックパペットショー」 
12:40  和モノライブおちゃかいと菊秀流剣舞 
13:10  井上倫 
13:40 フォンチーのジャンケンフォン 
14:00  ミスベトフェスコンテスト 
15:00  Japan Dream Audition 表彰式 & ステージ 
15:15  東京ベトナム学校 
15:45  小栗久美子トルントリオ with KUISトルンアンサンブル 
16:15  川崎新田ボクシングジム 
16:45  ベトナム文化・スポーツ・観光省 
「ベトナムトラディショナルミュージックパペットショー」 
17:25  ホイアンランタン祭り紹介 
17:40  Love VIETNAM SHOW 
      VAN MAI HUONG/CHI DAN/Bao Thy/時東ぁみ/ 
      上野優華/GYPSY QUEEN 
 

5月20日（日） 
10:00 B. D. バッヂ 
10:30  ハイチュウ（HAI TRIEU） 
11:00  藤塚太鼓 
11:30  在日ベトナム学生青年協会(VYSA) 
12:00  川島囃子 
12:30 ベトナム文化・スポーツ・観光省 
「ベトナムトラディショナルミュージックパペットショー」 
13:20  Fabulous Revue Boys 
14:00  美濃焼３３３ゲーム 
14:30 清水敏郎from MAIDEN CALL 
15:00 日本ボビナム協会 
15:30  MOTOR HOTEL 
16:00 ピアニスト 樋口あゆ子 
16:20  フォンチーのジャンケンフォン 
16:35  ベトナム文化・スポーツ・観光省 
「ベトナムトラディショナルミュージックパペットショー」 
17:15 ホイアンランタン祭り紹介 
17:30  Love VIETNAM SHOW 
      VAN MAI HUONG/CHI DAN/Bao Thy/ダイアモンド✡ユカイ 
      上野優華/GYPSY QUEEN 
19:30 フィナーレ 

ピアニスト 樋口あゆ子 

藤塚太鼓 川島囃子 



KING COFFEE presents  Miss Vietnam Festival 2018 2nd   コンテスト開催 
http://www.vietnamfes.net/misscon.php 
☆ミスベトナムフェスティバル最終審査会 
 日時 ２０１8年5月１9日（土）１４:００～ 
 会場 メインステージにて 
 協力 キングコーヒー様、ベトナム航空様、ベトナムビューティー様 
 
ミスベトフェス審査委員会（順不同・敬称略） 
審査委員長/青柳陽一郎 ベトナムフェスティバル2018実行委員会 事務総長 衆議院議員  
審査員/KING COFFEE 会長 マダム タオ 
審査員/ヴ- グェン クォイ ベトナム航空日本地区総支配人  
審査員/グエン ソン 駐日ベトナム大使館 公使  
審査員/内田久史 ベトナムビューティ―株式会社 代表取締役  
審査員/レートゥヒエン MAY NO HASHI株式会社 社長   
プレゼンター/2017グランプリ 竹内里佳 
 
 
ファイナリスト(敬称略） 
④丹野 恵梨香 
⑦ズオン ティ マイ 
⑳マイ ベト ハン 
㉛ジャン ティ タオ 
㊳平 雛子 
 
審査結果 
グランプリ/㉛ジャン ティ タオ 
準グランプリ/④丹野 恵梨香 
審査員特別賞/㊳平 雛子 
 
アオザイ提供 
May No Hashi株式会社 
 

ミスベトフェスコンテスト 2nd 開催 

副賞ボード/ 
Ｗ1200×Ｈ450/DM5ｔ 

ミスコングランプリ用/ 
ガウン＆ティアラ 

アオザイ副賞ボード/ 
Ｗ600×Ｈ300/DM5ｔ 

ミスコンエントリープレート/ 
Φ120/塩ビ/裏ピン付 

演出製作関連 

入賞者3名/トロフィー 



「Japan Dream Audition」表彰式 

ワーナーミュージック・ジャパン／エレックレコードが 
日越外交関係樹立45周年記念事業としてベトナム人初の 
日本メジャーデビューアーティスト育成プログラムをスタート。 
ベトナムフェスティバルにて初来日公演を果たす 

YORI ベトナムのポップアイドル「Lip B」。日本で活動のためベトナム人5000人オーディションに応募し、グランプリを獲得 



ベトナムフェスティバルを支えるボランティア 
◇ボランティア活動のミッション 

 フェスティバルの円滑な進行のため、本部各部門における活動のサポート。 

 クリーンで活気のあふれるベフェスティバルの雰囲気づくり。 

 

◇活動日程 

 ・説明会、事前活動 活動(2日間）     4月28日（土）、 5月  6日（日） 

 ・開催準備日、当日、撤収日(4日間）   5月18日（金）～ 5月21日（月） 

◇事前活動 

  ・各種備品（スタッフパス、案内標示）作成   ・渋谷～原宿周辺の商業施設へのフライヤー配布 

◇フェスティバル当日 

  会場準備/開会式案内誘導補助/エコステーションにおけるゴミ分別案内       

  会場内外クリーンアップ/メインステージ補助/宣伝部活動補助/ 

     水上人形劇案内誘導/オフィシャルブース補助/パンフレット配布/会場撤収作業 

 

◇活動実績  

 昨年に続き、国籍や年齢を超え、多くの一般応募のボランティアスタッフのみなさまにご参加頂きました。合わせて、早稲田大
学DOORS -日越交流プロジェクト-のみなさま、在日ベトナム学生青年協会(VYSA)のみなさまにもご協賛頂き、 事前活動含めて
延べおよそ270名のボランティアスタッフのご協力により、ベトナムフェスティバル2018をスムーズかつクリーンに運営することが
できました。 

 人数内訳： 事前活動 1回目 12名 / 2回目22名  

                    設営日16名 / 当日1日目 113名 / 2日目 101名 / 撤収日 9名 



ベトフェス宣伝部 
ベトフェス宣伝部ではベトナムの人力3輪車である「シクロ」での撮影と、ノンラーの販売を軸とした宣伝活動を行いました。 

【活動報告】 

イベント前日の5/18(金)、初の取り組みとして、銀座にて宣伝パレードを実施。ベトフェス特製のカバーを付けたシクロで銀座を練
り歩き、チラシ配布や写真撮影にてベトフェスを宣伝し、多くの方にベトフェスを知ってもらうことができました。 

イベント当日の5/19(土)～20(日)は、会場内ブースにてSNSへのアップを前提としたシクロ撮影とノンラー販売を実施。多くのフォ
ロワー＆いいねを獲得いたしました。 

■銀座エリアでの宣伝パレードの様子 

■イベント当日の様子 



本部企画 ビール販売 

◇実施内容 
 店舗名 ：アジアビールバー１号店、２号店 
 販売品目：以下記載のアジアの各種ビール１７種、ソフトドリンク６種を販売 
     ベトナムビール（333、ハノイ、ダイヴィエット）、 
     タイビール（シンハー、チャーン、レオ）、中国ビール（青島）、 
     台湾ビール（ライチ味、マンゴー味、パイナップル味、蜂蜜味)、    
     日本ビール（オリオン、サッポロ黒ラベル、ハイボール、氷結）、 
     ソフトドリンク(ジンジャーエール、コーラ、オレンジジュース、炭酸水、お茶、水) 
     
◇活動期間 
 初 日：5月19日（土）10:00～20:00 晴れ（26.3度：最高気温） 
 二日目：5月20日（日）10:00～20:00 晴れ（22.1度：最高気温) 
 
◇活動実績  
  今年は昨年よりも一ヶ月早い開催となり、天候が懸念されました。ところが、両日共に天候に恵まれたため、 
  来場者の方々にビールを楽しんで頂ける２日間となりました。 
  初日は例年に比べ来場者数が少なく感じましたが2日目は例年通り大勢の来場者で賑わいました。 
  今回は販売場所を２箇所に分散させたことで幅広い客層にビールをお届けすることができ、販売本数も昨年 
  以上の記録を達成致しました。更に昨年の販売実績に基づき1日ごとに販売予測を計画致しました。 
  そのため、早期に完売するビールも無く、２日間共に来場者にご満足頂けるビールの提供が出来ました。 



当日の模様（会場） 



アトラクション 会場案内 当日の模様（ステージ） 



ステージメイン看板/Ｗ5400・Ｈ1200/DM5ｔ 

ステージ袖パネル/Ｗ1800・Ｈ2700/自立 イベントスケジュール/ 
Ｗ1500・Ｈ4000 ターポリン 

制作物 

ステージ装飾/ジョーゼット幕・反物 

ステージ全体 



制作物 

パンフレット        

エントランスバナー 



制作物 

チラシ（表）      チラシ（歌）    ヘリティジ 



来場促進Webサイト 

公式サイトではFacebook,Twitterと連動して最新情報をアップ。 
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毎年開催月は約35万から40万ページビューを記録しています。 



        
 広報活動報告 
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2018年5月18日 日経MJ 

2018年5月14日 フジサンケイビジネスアイ 

2018年5月19日 ベトナム通信社 

2018年5月20日 毎日新聞 

2018年5月16日 NHKひるまえホット 



        
 広報活動報告 
 

2月から情報誌・交通媒体・WEB中心に幅広く掲載されました。 

【テレビ・ラジオ】 
5/17 渋谷クロスFM 

5/16 NKHひるまえホット 

5/12 FMヨコハマ「Piano Winery」 
 

【新聞】 
5/20 毎日新聞 

5/19 毎日新聞 

5/18 日経MJ 

5/18 東京新聞 

5/14 朝日新聞 

5/14 フジサンケイビジネスアイ 

 

【交通系】 
5/01 東京メトロ沿線ガイド 

4/01 ヘリテイジ日本版 

 

【雑誌】 
5/19 ベトナムタイムズ 

5/16 電子書籍 週刊東京ウォーカー 

4/01 初夏ぴあ 

3/27 週刊SK 

3/25 どこいく 

【Web媒体】 
5/19 トラベルウォッチ 

5/19 メトロポリターナ 

5/18 isuta 

5/17 シブヤ経済新聞 

5/17 渋谷文化プロジェクト 

5/17 OKWAVE 

5/14 tripping 

5/14 ウォーカープラス 

5/12 リビング東京WEB 

5/10 MINE 

5/10 ロコナビ 

5/07 スケッチウェブ 

5/02 TOKYO fan club 

5/01 エンジョイ東京「初夏の休日デート」特集 

4/25 エンジョイ東京 東京トレンドランキング 

4/17 レッツエンジョイ東京 

4/04 TKG 

3/21 スケッチウェブ 

2/06 GO TOKYO 

2/01 ファッションプレス 

2/01 ベトジョー 

 

 

【ベトナム】 
5/21 ベトナム大使館ニュース 

5/19 VTV 

5/19 ベトナム通信社 Vietnam+ 

 

【Facebook】 
5/18 地球の歩き方aruco 

 



アトラクション 会場案内 閉会式 

2019年 ベトナムフェスティバルでまたお会いしましょう 



実行体制 

ベトナムフェスティバル2018実行委員会と駐日ベトナム大使館共催で行われる事業として以下の事務局体制で運営をしています。 
 日本側実行委員長          松田 岩夫 創設者・元国務大臣   
 ベトナム側実行委員長      グエン・クオック・クオン 駐日ベトナム大使 
 事務総長             青柳 陽一郎 衆議院議員 
 
実行委員会事務局    協力団体 
■執行委員 事務総長     青柳 陽一郎 衆議院議員        VYSA 
         事務総長代理  秋山 岳久                 DOORS 
         実行委員長補佐 NGUYEN BINH KHIEM 
                ベトナム大使館    NGUYEN HO HUYEN 
 
■運営事務局 事務局員 
 川島 隆夫(事務局、出店） 
  中野 陽子（出店） 
  吉田 妃佐子（運営） 
 大塚 隆（施工） 
        井上 実（協賛） 
  秋本 隆太（会計） 
 三浦 忠（本部企画） 
 君塚 明弘（本部企画） 
        粕谷 建夫（協賛） 
        鈴木 真理（協賛） 
        荒井 良治（協賛） 
       飯塚 幸之介（ステージ舞台制作） 
  大庭 英雄（ステージ） 
  佐々木忠司（ステージ） 
  高橋 英樹（ステージ） 
        高島 正人（デザイン) 
 
                
  
 

 杉山 彩香（広報） 
  浦前 忠彦（広報） 
  山口 浩（WEB） 
  グエンニュートアン（WEB) 
        小林 慶訓（ボランティア） 
        鈴木 圭一（ボランティア） 
 中村 俊宏（舞台施工） 
 天田 太郎（式典） 
        中谷 信一（式典） 
        安田 百合子（事務局） 
        下農 淳司（事務局） 
        八木 浩太郎（事務局） 
 堀口 成文（事務局） 
 中尾 治人（事務局） 
 二瓶 彩菜（ベトフェス宣伝部） 
        マイ ホアイジャン（ベトフェス宣伝部） 


