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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開催に際して 
 
 
いよいよ日越外交関係樹立45周年の記念すべき年の幕が開けました。 
45周年を記念して日本・ベトナム関係の様々な事業が開催される年になります。 
私たちが続けてきたベトナムフェスティバルも今年は45周年10回目のアニバーサリーイベントとなり、両国国民の友好関
係の一層の深化と交流の拡大に大きな期待が寄せられています。 
期待に応えるべくしっかりと準備し、多くの皆さまに楽しんでもらえるイベントになるように取り組んでおります。 
 
ベトナムフェスティバルは、日越外交関係樹立35周年を記念して両国のナショナルプロジェクトとして2008年9月に第一
回を開催しました。皇太子殿下の行啓を賜り、3日間で15万人の来場者を迎えた史上最大級の日越交流イベントとして大き
な成功を収めました。以来ベトナムフェスティバルは、ベトナムの「今」を伝える祭典として毎年10万人を超える多くの
方々にご参加いただき、日越交流の最大イベントとして定着しております。またベトナム政府において毎年開催することが
決定されている唯一のイベントです。 
 
2013年の40周年記念には秋篠宮殿下紀子妃殿下をお迎えし、フェスティバルに大きな花を添えていただきました。昨年も
20万人の来場者を迎え国内最大の日越交流プラットフォームとしてまた、両国民の文化交流の祭典として大変な賑わいをみ
せました。 
 
2018年はフェスティバル開始から10回目。本年も日本で高い評価を受けているアオザイや水上人形劇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など、「ベトナムの今」を紹介し、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「食」・「伝統芸能」・「音楽」・「観光」など「ベトナムフェスティバル2018」を盛大に開催
いたします。   
是非、本事業の趣旨にご賛同いただき、協賛へのご協力をお願い申し上げます。 
 
 

   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 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 
                    事務総長 青柳陽一郎 衆議院議員 
 

Vietnam Festival’11   ごあいさつ 



■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   ： 日越文化交流の祭典として、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を紹介し体感し交流する。 
                      
■日程      ：  2017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  ： 120ブース（予定）（飲食店60ブース、物販50ブース、大使館・協賛社10ブース） 
           ブーススペース：3.6m×3.6mテント付き 
 
■来場者数（予想）：  約15万人(17年度実績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、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   

Vietnam Festival’11   実施概要 



 
 

Vietnam Festival’11 

会場内を４つのゾーンに分けてテーマ別にベトナムを紹介 

飲食ゾーン ステージ＆特設ブース 展示企業出展ゾーン 物販ゾーン 

ベトナムの自治体・文化・ビ
ジネス・観光など様々な分野
からの出店ブースを設置。 
 
ベトナム本国からも文化ス
ポーツ観光省の出店を予定。 
ベトナムでの新しいビジネス
チャンスを紹介。 
 

日越のトップアーティスト
によるミュージックステー
ジをはじめ、ベトナム本国
よりアオザイショウ、歌舞
団、伝統楽器の演奏など多
彩なパフォーマンスを紹介
します。 
 
その他ベトナムに関係のあ
る民間団体のパフォーマン
スなど盛りだくさんのス
テージを展開します。 

全国各地からベトナム料理
店の自慢の味を販売。ベト
ナム名物のフォーやバイン
セオなどをはじめベトナム
の味を堪能できます。 
 
６０店舗の多彩な料理 
はベトナムだけではなく 
アジア諸国料理店も出店。 
 
会場内のベトナムムードを 
盛り上げます。 

ベトナムの食材や雑貨、民
芸品などを扱っている店舗
による物販コーナーを設置。 
 
「アオザイ」や「ノンラ」 
といったベトナム独特の文
化を伝えるものから、サン
ダルやTシャツなど装飾も
美しいベトナム雑貨を多数
取り揃えます。 

会場案内 



Vietnam Festival’11 

ベトナム伝統芸能披露 

ノンラー販売 

宣伝部がフェスをPR 

ベトナムの伝統的な古典楽器の演奏から最新のアオザイショウ
までベトナム本国から派遣された芸術家たちによる演出を是非
お楽しみください。 

日本で活躍するベトナム人タレントフォンチーを中
心にフェスティバルを盛り上げてくれる宣伝部員。
ベトフェス宣伝部ブースにてベトナムの魅力を伝え
るワークショップを開催します。 

「ランタン」「ノンラー」伝統文化体験 ベトナムビール販売 

ベトナムならではの美しい「ランタ
ン」。そして、シルエットが印象的
な「ノンラー」。ベトナム風情をお
楽しみください 

ベトナムといえばこれ！ 
ベトナム風日傘「ノンラー」を 
販売します。 
 

常夏のベトナムではビールが大人気。 
ベトナムBEER（缶）のビール特設販売
ブースを設置します。 

本部企画ブース 



スポンサー枠 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

協賛金額 100万円 50万円 30万円 10万円 

スポンサリング・メリット 

 展示ブースのご提供 ●（1小間） ●（1/2小間）     

 ステージ看板および両脇トラスへのロゴ掲載 ●（大） ●（中）     

 ゲートへのロゴ掲載 ●（大） ●（中） ●(小）   

 パンフレットへのロゴ掲載 ●(特大） ●（大） ●（中） ●（小） 

 公式サイトへのロゴ掲載 ●(特大） ●（大） ●（中） ●（小） 

 開会式へのＶＩＰ席ご招待 10名 5名 3名 1名 

      協賛プラン(通常・個別） 

【個別協賛プラン（税別）】 

【通常協賛プラン（税別）】 

ステージ協賛（ステージ20分使用権）30万円 
 会場内メインステージにて御社のPRが可能です。時間については事前調整をさせて頂きます。 
  

単独でも通常プランへの付加でも対応可能です 

ブーススペース：10㎡以内 または 3.6m×3.6mテント付き 

休憩テントロゴ協賛 50万円 
 会場内の休憩テントを御社の広告スペースとしてロゴ掲載、サンプリングなどが可能です。 

モニュメントボード協賛 100万円 
 会場内の最も注目される中央部にインスタ映えに最適な「ベトナムモニュメント」を設置し、協賛社名を掲示します。 



1口 5,000円 1口 2口 10口 20口 30口 

利用席 ご案内 

 サポーターズシート 優先席（2席） 優先席（4席） 専用席（4席） 専用席（8席） 関係者テント 10名まで 

ベトナムフェスティバルを応援しつつもっと楽しみたい！と思っていた皆様へ 
『ベトフェスサポーターズ・オフィシャルメニュー』をご用意致しました！ 
皆さまのお申込・ご支援お待ちしております。 
企業様の福利厚生としても活用しませんか！ 
 
★対象：個人・法人問いません 
★1口 5,000円 
★付帯メニュー1口当： 
 お食事券（500円相当）2枚・ノンラー1個・公式webサイトお名前掲出 
 ＊口数に応じて：特別テーブル席利用（2時間程度）＊要予約 

■ベトフェスサポーターズ オフィシャルメニュー 

A 
B 

B 

※サポーターズの優先席です。 ※サポーターズの専用席です。 

準備の関係上、以下の時間枠で事前に、ご予約下さい。 
 ①11:00-13:00、②13:00-15:00、③15:00-17:00、④17:00-19:00 

企業様 
お勧め 

関係者様テントをご利用いただけます。 

   ベトフェスサポーターズ 



ご協賛金額 金                                                                     円也 

貴社名                                                                   印 

代表者名   

所在地 〒 

ご担当窓口部課名   

ご担当者様 

氏名： 

電話番号:              FAX番号: 

E－mail: 

備考（通信欄）   

<お願い>   

こちらの申込書をご返送いただきましたら、折り返し事務局より、ご協賛金請求書を郵送いたします。 

ご請求先が上記と異なる場合等は備考欄にご記載願います。 

※事務局記入欄※ 

確認印 

日付         / 

ベトナムフェスティバル 2018 ご協賛申込書 

年   月   日 
ＦＡＸ：03-3666-8397 
E-mail：support@vietnamfes.net 
ベトナムフェスティバル2018実行委員会 宛 
ベトナムフェスティバル2018実行委員会の事業の趣旨に賛同し 
下記金額の協賛金を申し込みます。 

mailto:Support@vietnamfes.net
mailto:Support@vietnamfes.net


E-mail : support@vietnamfes.net 
ベトナムフェスティバル2018実行委員会 事務局 協賛受付 

東京都中央区日本橋茅場町2-14-5 石川ビル （株）アイエス内 
TEL： 03-5614-0722  FAX： 03-3666-8397 

申込受付：2018年2月12日（月）～4月16日（月） 

問い合わせ先 


