
【ベトナムフェスタ in 神奈川実行委員会　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センター、
独立行政法人日本貿易振興機構横浜貿易情報センター、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

【主催】 ベトナムフェスタ 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

外務省、独立行政法人国際交流基金、国際機関日本アセアンセンター、横浜商工会議所、川崎商工会議所、公益財団法人神奈川産業振興センター、公益社団法人 青年海外協力協会、公益社団法人 ベトナム協会、
一般財団法人　日本・ベトナム文化交流協会、日本ベトナム友好協会、株式会社テレビ神奈川 (tvk)、株式会社神奈川新聞社、横浜エフエム放送株式会社、横浜市

【後援】 

▼公式サイトはこちら！

【ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 運営事務局】 TEL : 03-6228-3037　FAX : 03-3206-1374　Email ：vietnamfesta2018@aab.co.jp

日本大通り /神奈川県庁本庁舎 / 横浜公園
象の鼻パーク /象の鼻テラス
Kosha33( 神奈川県住宅供給公社 )

日本とベトナムが外交関係を樹立して今年で45周年になります。本県では、今年も
「ベトナムフェスタ in 神奈川2018」を開催し、この記念すべき節目の年を盛り上げます。
ベトナムフェスタは４年連続の実施となりますが、今ではベトナム国内でも知られるイベント
となっています。ベトナム要人との会談では必ず、先方からこのイベントの話が持ち出され、
感謝の気持ちを伝えられるまでになっています。
今年のテーマは「ベトナムと神奈川との架け橋」です。両国の交流をより一層深めていく
ため、神奈川だけでなくベトナムの方々にも愛されるイベントを目指し、来場される
皆様が一緒に参加して、「ベトナム」を身近に感じていただけるプログラムを実施します。
そして、今年は新たに「KANAGAWA FESTIVAL in HANOI」をベトナムのハノイ市で
11月に開催します。国際社会の中でも存在感を増しつつあるベトナムと神奈川との太い
パイプをさらに強固なものにしていきたいと思います。
９月７日から９日までの３日間、新たなステージを迎える「ベトナムフェスタ in 神奈川
2018」で、食、文化、経済、観光など多彩なプログラムを大いにお楽しみください。

ベトナムフェスタ in 神奈川2018へようこそ！
2015年の初開催より4回目を迎える今回のイベントは、これまで日本の皆様をはじめ、
神奈川県を含む日本中のベトナム人コミュニティにとって、期待されている大きな文化
交流の場となり、両国民の友好関係と相互理解の深化に貢献してきました。
今年のフェスタは「ベトナムと神奈川との架け橋」というテーマで、ちょうど越日外交
関係樹立の45周年記念という節目に開催されます。ベトナム映画の上映をはじめ、来日
したベトナムのアーテイスト達による芸能ショー、水上人形劇、さらにベトナムの伝統的
文化コーナー、ベトナム工芸品や雑貨等コンテンツが盛りだくさん準備されています。
もちろんベトナムの食文化を紹介するコーナーも欠かせません。
ベトナムフェスタ神奈川2018へようこそ！
すばらしい「体験」と「思い出」、そして、ベトナムの豊かな自然と文化、陽気で明るく、
開放的なベトナム人をより深く知る最高の機会になるでしょう！

 交通アクセス

イベント会場

ベトナムフェスタ in 神奈川 実行委員会会長 
神奈川県知事

駐日ベトナム社会主義共和国
特命全権大使

グエン・クオック・クオン

黒岩　祐治

//9.7(fri) 8 (sat) 9(sun)

［電車でお越しの方］
JR京浜東北線（根岸線）・横浜市営地下鉄
「関内」駅から徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅県庁口
出口より徒歩すぐ 

［車でお越しの方］
横浜公園出口より県庁、
大さん橋方面へ
※フェスタ専用の駐車場はご用意しておりません。
　一般の有料駐車場をご利用ください。

JR関内駅

関内駅

横浜市営地下鉄

馬車道駅

日本大通り駅日本大通り

横浜公園

神奈川県庁本庁舎

Kosha33( 神奈川県住宅供給公社 )

象の鼻パーク

象の鼻テラス

横浜スタジアム



会場マップVIETNAM FESTA MAP 

飲食ゾーン
F-1 生麺フォー 米どころ
F-2 ベトナムレストラン NAM BO
F-3 バインミーシンチャオ 
F-4

F-5 HOAI リメンバー
F-6 CAFE GIANG（カフェジャン） 
F-7 ムエタイハウス
F-8 アジアンフード　PUPING　プーピン

F-9 元祖ベトナムコーヒーの専門店
KUKU coffee　チュングエンコーヒー

F-10 NHA TRANG
F-11,12 本格ベトナム料理 マイヒエン高円寺
K-1 国際交流・協力任意活動団体「シンチャオ（Xin chao)」

ケン・コーポレーショングループ / fisherman’s kitchen
MIKA合同会社
サワディー

E-1 ウエスタンユニオン　国際送金
E-2 株式会社 an
E-3,4 ワールドバザール
E-5 エーペックス　ベトナム
E-6 Little JJ 江の島店
E-7

Shanti banE-8

E-9 スマイルアジア
E-10 nona.inc
E-11,12

S-0,1 キングコーヒー
S-2,3 株式会社アイ・ジー・エム
S-4,5,6 エースコック
S-7,8 株式会社 シャトレーゼ
S-9,10 KYODAI Remittance

I-1

I-2

I-3

I-5

I-4

Tohe( トーヘ )
一般社団法人  グローバル文化協働支援センター（GCCSC）
一般社団法人  在日ベトナム共済会

日本ボビナム協会
VYSA 在日ベトナム学生青年協会

S-11 SBI レミット株式会社
S-12 株式会社市川環境エンジニアリング
S-13 SEVEN BANK
S-14 大和ハウス工業株式会社
S-15,16

ベトナム航空S-17,18

ANA

S-19 Mottainai 2018
S-20 アルゴ・ピクチャーズ株式会社　ベトナム映画祭 2018
S-21,22 ドン･キホーテ
S-23 FPTジャパンホールディングス株式会社

K-2 藤野商工会（神奈川県商工会連合会）
K-3 公益財団法人　かながわ国際交流財団（KIF）
K-4 JICA横浜
K-5 神奈川県アンテナショップ「かながわ屋」
K-6 KVSSかわさきベトナム人留学生支援会

K-7 ラグビーワールドカップ2019™　PRブース
ともに生きる社会かながわ憲章　PRブース
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神奈川県企業庁経営課、利水課、発電課
小田原市文化部スポーツ課（9/8のみ）
愛川町商工観光課（9/9のみ）
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神奈川県かながわ労働センター
神奈川県オリンピック・パラリンピック課
神奈川県国際課（あーすフェスタ）
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神奈川県知事室かなチャンTVブース
神奈川県地域政策課

K-8 神奈川よさこい組織委員会
K-9 神奈川県健康危機管理課 /風疹抗体ブース
K-10 神奈川県健康危機管理課 /風疹検査コーナー
K-11,12 保護犬の譲渡会
K-13 KAAT神奈川芸術劇場（県・文化課）

展示・物販ゾーン

協賛企業ゾーン

国際機関・NGOゾーン

神奈川ゾーン

V-1

V-2,3 Ministry of Information and Communications

ベトナムゾーン

1

2

3

日本遺産のまち　伊勢原うまいものセレクト

ベトCafe

DCOM MoneyExpress

在日ベトナム仏教信者会　愛知 福慧寺

：抽選券配布ブース
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ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 開会式
11:00-11:15

ベトナムフェスタ in 神奈川 2018 閉会式
17:00-17:15

キャンパスラボ 風しん撲滅作戦 
12:30-12:45

キャンパスラボ 風しん撲滅作戦 
10:30-10:45

キャンパスラボ 風しん撲滅作戦 
13:30-13:45

未病改善ヒーロー「ミビョーマン」ショー！
12:00-12:15

未病改善ヒーロー「ミビョーマン」ショー！
14:30-14:45

協賛社ステージ（SBIレミット(株))
13:45-14:00

協賛社ステージ  ((株)ウニードス)
13:15-13:30

協賛社ステージ（FPTジャパン(株))
13:30-13:45

キャンパスラボ 風しん撲滅作戦 
16:30-16:45

黒岩知事×時東ぁみ
スペシャルトークショー

11:30-12:00

黒岩知事×Noo Phuoc Thinh
スペシャルトークショー

14:00-14:30

Noo Phuoc Thinh
ライブステージ
16:00-17:00

ベトナム映画祭 連携企画
「遥かなる父の国へ 

～ベトナム残留日本兵家族の旅～」
上映

11:30-13:00

水上人形劇
14:30-15:00

みんなで体験!ベトナムの遊び
13:30-14:00

みんなで体験!ベトナムの遊び
15:00-15:30

みんなで体験!ベトナムの遊び
17:30-18:00

みんなで体験!ベトナムの遊び
16:30-17:00

ダンバウ奏者 井上倫
ライブステージ
16:30-17:00

ダンバウ奏者 井上倫 
ライブステージ
12:00-12:30

みんなで体験!ベトナムの遊び
12:30-13:00

みんなで体験!ベトナムの遊び
11:00-11:30

みんなで体験!ベトナムの遊び
14:30-15:00

みんなで体験!ベトナムの遊び
17:00-17:30

水上人形劇
12:00-12:45

水上人形劇
16:00-16:30

水上人形劇
18:00-18:30

留学生スピーチコンテスト
本審査

13:30-15:00

小栗久美子
トルントリオライブ
15:00-15:30

小栗久美子
トルントリオライブ
13:00-13:30

ベトナム映画祭 連携企画
「草原に黄色い花を見つける」 上映

20:00-22:00

横浜国際高校
「ベトナムで学んだ

グローバルビジネスの在り方
～ソーシャルビジネスマップの作成～」

13:00-14:00

映画「赤ひげ先生」（仮）
の制作に向けて

～ベトナムの失明者に
光を与える眼科医師～

（一社）在日ベトナム共済会
11:30-12:30

「繋ぐ～難民としての想い～」
（トルオン・テイ・トゥイ・チャン氏）

14:00-15:00

「繋ぐ～難民としての想い～」
（トルオン・テイ・トゥイ・チャン氏）

14:00-15:00

小栗久美子
トルンライブ&ワークショップ

18:30-19:00

留学生スピーチコンテスト
表彰式

16:00-16:30

神奈川ブルーハーバーオーケストラ
16:40-17:20

神奈川ブルーハーバーオーケストラ
14:10-14:50

ベトナムダンス＆
ミュージックパフォーマンス

10:30-11:00

ベトナムダンス＆
ミュージックパフォーマンス

17:30-18:00

ベトナムダンス＆
ミュージックパフォーマンス

10:30-11:00

ベトナムダンス＆
ミュージックパフォーマンス

15:30-16:00

ダブルウィッシュの
ベトナムおもしろ情報

11:30-12:00

ダブルウィッシュの
ベトナムおもしろ情報

13:45-14:15

LTV JAPAN ライブステージ
17:30-18:00

ベトナムダンス＆
ミュージックパフォーマンス

15:00-15:30

曽根由希江  弾き語り
スペシャルライブステージ

17:15-17:45

ベトナムの伝統楽器（SAO～笛）演奏と
ベトナム民謡を歌う  
14:30-15:00

YMCAいずみ保育園
「チョン コム」（太鼓の踊り）

14:00-14:30

(一社)日本ボビナム協会
神奈川クラス演武
15:30-16:00

VYSA 在日ベトナム学生青年協会ステージ
16:00-16:20

JICAボランティアOG・OBによる
ベトナムでのボランティア体験談

15:30-16:10

JICA研修員による
ベトナムのお国紹介
16:20-17:00

JICAボランティアOG・OBによる
ベトナムでのボランティア体験談

11:00-11:40

JICA研修員による
ベトナムのお国紹介
11:50-12:30

KANAGAWA FESTIVAL inHANOI
スペシャルサポーター

「上野優華」
スペシャルライブ、トークショー

18:00-19:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

県庁大会議場 象の鼻パーク

プログラムは予告なく変更、中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

日本大通り
メインステージ

Kosha33
( 神奈川県住宅供給公社 )象の鼻テラス

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

県庁大会議場 象の鼻パーク日本大通り
メインステージ

Kosha33
( 神奈川県住宅供給公社 )象の鼻テラス

横浜よさこい祭り
10:45-12:00

横浜よさこい祭り
14:50-15:50

ベトナム映画祭 連携企画
「焼いてはいけない」上映・

シンポジウム
15:30-18:00

ベトナム観光フェア 
12:30-14:00

水上人形劇
13:30-14:00

水上人形劇
12:00-12:30

横浜よさこい祭り
11:30-11:45

横浜よさこい祭り
13:00-13:15

水上人形劇
15:00-15:30

ベトナム在住経験者が教える
簡単ベトナム語講座
15:30-16:00

横浜よさこい祭り
14:30-14:45

横浜よさこい祭り
16:00-16:15

水上人形劇
16:30-17:00

小栗久美子トルンライブ
14:30-15:00

小栗久美子トルンライブ
 with KUIS トルンアンサンブル

13:00-13:30

Golden Sparks チアダンス
12:30-13:00

FUMA NINJA Legend of ODAWARA
13:00-13:15

プログラムスケジュール
 Program  Schedule

9.8 9.9sat sun



イベントプログラムEVENT Program

9.8 sat

9.9 sun

9.8 sat 9.9 sun



イベントプログラムEVENT Program

9.8 sat 9.8 sat 9.8 sat

9.9 sun

9.9 sun

9.9 sun





シャトレーゼは北海道から鹿児島まで全国に約 500 店舗、海外 8ヶ国・地域に 55店舗を
展開するお菓子専門店です。契約農家や酪農家から直接素材を仕入れ、自社工場でお菓子
をつくり、専用便で店舗へ送り販売しています。北海道産生クリーム、八ヶ岳山麓のしぼりたて
牛乳、南アルプス白州の名水、うみたて卵、各地で採れる旬の果物など、新鮮で安全・安心
なおいしいお菓子を通じて、世界中のお客様に笑顔をお届けいたします。

株式会社シャトレーゼ
FPTジャパンホールディングス株式会社は、ベトナム最大の IT会社であるFPT ソフトウェア
の日本法人です。日本法人が設立されてから13 年、社員数は1,000人を超え、「常にお客様
のより近くでお手伝いをさせていただく」という方針のもと、横浜事業所を含め日本国内
７ヶ所に拠点を展開しています。AI、IoT 等の最新 IT テクノロジーサービスを始めとする
さまざまなサービスを日本のお客様に提供しています。

FPTジャパンホールディングス株式会社

ベトナム航空は今年、3 年連続でスカイトラックス社による 4つ星エアラインに認定されました。東京は羽田ーハノイ、成田ーハノイ、ホーチミン、ダナンを直行便で繋ぎ、ダナン便を除く路線
をエアバス社の最新機材 A350 型機で運航しています。エコノミークラス、ビジネスクラスのほか、今年 1月より東京路線で新たにプレミアムエコノミークラスが加わり、更に選択肢が広がり
ました。機内では、ベトナムの民族衣装アオザイを着たキャビンクルーが快適な旅をお手伝い。飛行機に乗り込んだ瞬間からベトナム気分が味わえます。寄港地の料理をできる限り取り入れた
自慢の機内食や充実の機内エンターテイメントで、快適な空の旅をお楽しみください。

ベトナム航空

20 年以上の歴史をもつ、ベトナムコーヒーのトップ企業「チュングエンインターナショナル」が送り出すプレミアムブランド「KING COFFEE」。
コーヒー輸出量世界第２位のベトナム国内で愛されてきたコーヒーブランドが、2018 年日本に上陸致しました。特設ブースでは、各製品のご紹介・販売の他、製品を使ったドリンクの販売も
行います。ベトナムコーヒーの王者「KING COFFEE」を是非お楽しみください。

axiis 株式会社

ベトナムなど、世界190ヶ国・地域向けの海外送金サービスです。キョウダイレミッタンスは、約30年の実績を持ち、手数料は業界最安値級。日本とベトナムで豊富な経験を持つベトナム人
スタッフ、日本人スタッフが母国語でご対応いたします。海外送金のことはもちろん、ベトナムに関することは何でもご相談ください！

株式会社ウニードス

ケン・コーポレーション グループは、高級賃貸仲介等の不動産事業を主軸に、ホテル事業、
太陽光発電事業、エンターテイメント等の文化事業を手掛けています。その中から今回は
キッチンカーをご紹介。
【Fisherman's kitchen】青森県佐井村の新鮮なタラを使用した「Fish & Chips」をご提供
致します。ベトナムフェスタ特別メニューをご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

ケン・コーポレーション グループ
タツノは、ガソリンスタンドで車に給油するガソリン計量機や、灯油を運ぶローリーをはじめ、
車社会を支える数多くの製品を製造販売しています。1911年の創業以降、常に時代のニーズに
対応した実用的かつ斬新な製品の開発を続け、ガソリン計量機は国内シェア60％を占め
ています。現在は、環境に配慮した次世代型の計量機や、水素で走る「燃料電池車」に水素
を充填するディスペンサーの開発も展開しています。

株式会社タツノ

私ども大和ハウス工業株式会社は 2012 年に現地法人を設立しました。現在はハノイ・
ホーチミンの２拠点体制で事業を行っており、約240名のベトナム人社員が活躍しています。
今後も、建設請負・工業団地運営・レンタル工場運営・サービスアパート運営・不動産開発・
アウトソーシングなど様々な事業を展開し、ベトナムの発展と共に歩んで参ります。
工場や倉庫、不動産をお探しの際には是非とも当社にお声掛けください。

大和ハウス工業株式会社
「ふぉっこり気分」が必ず当たるガラポン抽選会を１回100円で実施！ベトナムの即席めん
シェアNo.1のエースコックが作った、本場ベトナムの味を是非体験してください。
また ベトナムNo.1即席めんの「HaoHao」も限定販売！こぶたの着ぐるみも登場しますので、 
是非ブースにお越しください。

エースコック株式会社

ベトナム国立タイビン医科薬科大学と共同で《ベトナム人看護師養成事業》を行っております。
ベトナム国内で日本語・看護専門教育を実施し、入学から5年半後の日本国看護師国家資格
取得を目指すものです。本年 9 月には 6 期生が入学し、本事業の在籍学生数は230名を
超えます。また、2019年春には 1期生が看護師として日本での就労を開始する予定です。
現在、日本全国にて、本事業へご協力いただける方々を募集しております。

株式会社イノベイションオブメディカルサービス
アイデムでは、日本で働きたいベトナム人と日本企業を繋ぐ取組みをしています。 今年8月
ベトナム理工系大学トップクラスのハノイ工科大学と協同教育プログラムを開始。日本で就職
を目指す学生を対象に日本語教育を始め、ビジネスマナーや日本文化の理解などを施して
まいります。本取組みは日越外交関係樹立45周年記念事業に認定されています。また、日本
国内のベトナム人留学生に対し、アルバイト紹介や正社員紹介をしています。

株式会社アイデム

上野グループは、1869 年の創業以来150 年にわたり、産業や市民生活に欠くことのできない
石油製品の輸送、貯蔵、販売に従事してまいりました。
これからも様々な事業分野で社会の発展に広く貢献し続ける企業グループを目指して
まいります。

上野トランステック株式会社
当社は、日本初・最大級の都市型サイエンスパーク「かながわサイエンスパーク（KSP）」に
おいて、過去30年間で400 社を超えるベンチャー企業をサポートしています。また、KSP発
の国際機関「アジアサイエンスパーク協会（ASPA）」の活動を通じ、アジア各国のサイエンス
パーク・ハイテクパークと連携を深め、ベトナムにおいては、サイゴン ハイテクパーク、
ホアラック ハイテクパークと交流しています。

株式会社ケイエスピー

■ 協 賛



手数料 460 円から、最短10 分でベトナムに送金可能！旅行先での急な出費、ご家族への
仕送りなど、様々なニーズにお応えします。登録は無料ですので、まずはブースにお立ち
寄り下さい！安くて早くて安心な海外送金は SBIレミットで！

公益財団法人神奈川産業振興センター (KIP) は、創業、経営革新、設備投資、資金調達、販路
開拓、海外展開、人材育成といった県内中小企業の皆さまが抱えている様々な経営課題
解決のサポートを行っています。

SBIレミット株式会社

セブン銀行は、全国にあるセブン銀行 ATM でいつでも入出金でき、またローンや海外
送金、デビットカードなど金融商品も充実していて、外国人の方にも便利な口座サービスを
提供しています。

前田建設はベトナムにおいて、ダム、空港、工場建設で実績を重ねてきました。
現在もホーチミン地下鉄1号線 CP1B 工区、ホーチミン市 2区の高級マンション「ワタリナ・
スイーツ」など多くの案件に携わっています。

前田建設工業株式会社株式会社セブン銀行

弊社はベトナムの主要三都市、横浜市に拠点を持ち、設立・その後の経営管理までワン
ストップで支援、100社以上の支援実績があります。モットーは「法規に基づく、最も実務的
なソリューションのご提供」です。

エーアイシーベトナム

市川環境グループは、廃棄物処理・リサイクル事業を中心とした“地球環境貢献企業”を
目指しています。ベトナムでは RPF（再生燃料）製造事業等、神奈川県内では山林保全・
間伐材の燃料化事業を行っています。

株式会社市川環境エンジニアリング

Chúng tôi, công ty Nissin Logistics (VN) có mặt tại Việt namtừ năm 1996. Với hơn 20 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, chúng tôi là đơn vị đồng hành đáng tin cậy 
và là sự lựa chọn tốt nhất của các đối tác trong lĩnh vực vận tải và logistics.

富士フイルムグループは、「イメージングソリューション」「ヘルスケア＆マテリアルズソリュー
ション」「ドキュメントソリューション」の３つの事業フィールドを通して、生活の質の向上に
貢献してまいります。

富士フイルム株式会社

ベトナム日新

自社データセンターをベースに、システム設計・開発・運用・監視、プリント・封入封緘、
更には先進的なクラウドサービスまでお客様のビジネス全般に最適なサービスをワンスト
ップで提供します。

株式会社アイネット京浜急行電鉄株式会社

2015年日越合作映画「ベトナムの風に吹かれて」を松坂慶子さん主演で制作・配給し、全国
で公開。昨年はベトナムで大ヒットした映画「草原に黄色い花を見つける」を公開。
今年は日本初の「ベトナム映画祭」を開催。

相鉄グループは、鉄道業・流通業・不動産業・ホテル業など、横浜の快適な都市生活を
支える事業を幅広く展開しております。2019 年度の JRとの相互直通運転で、さらに便利に
なる相鉄線沿線にご期待ください。

相鉄ホールディングス株式会社アルゴ・ピクチャーズ株式会社

当社オリジナルブランド「Xinchao！ベトナム」の商品（フォー、サテトムなど）を中心に、
ベトナムフェスタ限定特価で販売中！試食もおこなっておりますので、お気軽にお立ち寄り
ください。

株式会社アイ・ジー・エム東京急行電鉄株式会社

黒沢建設株式会社、一般社団法人 日本ASEAN産業経済交流協会、株式会社 JEA ホールディングス、ナビオス横浜、日総工産株式会社、
三菱重工業株式会社、アズビル株式会社、株式会社EZDefence、 三光機械株式会社、鹿島建設株式会社、東京共同会計事務所、株式会社横浜銀行、
株式会社医研工業、株式会社アルバック、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社レンブラントホールディングス、ハナム省ドンバンⅢ日系専用
裾野工業団地、COPRONA 株式会社、イデ インターナショナル Co., Ltd.、株式会社南武、株式会社産業貿易センター、東邦電子株式会社、
プライムデリカ株式会社、オークラフロンティアホテル海老名、公益社団法人ベトナム協会、株式会社スリーエフ、全国卸売酒販組合中央会 東京支部

神奈川県住宅供給公社、神奈川よさこい組織委員会、ベトナムゆかたフェスタ実行委員会（髙島屋 CSR 推進室 /NPOきもの文化交流協会 /
一般社団法人 日本きもの文化連絡協議会 /日越友好文化交流クラブ）、DREAM PARK 株式会社、ベトナム文化スポーツ観光省、ベトナム観光総局

みなとみらい線は、横浜駅から元町・中華街駅までの 4.1キロを結び、横浜を代表する
観光地が多いベイエリアを走る路線です。「みなとみらい線一日乗車券」を使ってベトナム
フェスタと横浜観光を一緒に楽しもう！

 武田薬品工業株式会社
湘南ヘルスイノベーションパーク 横浜高速鉄道株式会社

株式会社日新

ベトナム北部のハイフォン市にて、首都ハノイからも近く、高速道路、深水港、国際空港に
隣接した事業用地をベルギーの港湾開発会社とハイフォン市の出資により開発運営。
現在14 社の日系企業が活躍中。

祝・日越国交樹立45周年。
日新は、横浜を創業の地とする国際物流業社です。ベトナム国内3拠点(ハノイ、ホーチミン、
ダナン )から世界各国へ！多彩な物流メニューで皆さまのニーズにお応えします。

ディープシー工業団地

TAKARA は1924 年創業以来「給排水衛生空調設備」に関する設計・施工・管理を担って
おります。その技術を中核に置き、アジア全体で活躍できる優秀な技術者・技能者を育成
すべく、ベトナムにおいてはダナン建築大学にてTAKARAゼミを開講しグローバルスタンダードの
教養・文化習慣が身につくTAKARA独自の教育を行っております。国を超え、技術と知識
を分かち合い、人材の架け橋となってアジアの発展を支えます。

株式会社タカラ

日産オートモーティブテクノロジーは、日産自動車グループの一員として、クルマの開発業務
をしている会社です。神奈川県内を中心に事業所を持ち、多岐に渡る技術分野において
日産車の開発に協力しております。ベトナムとの関係は、2001年、ハノイに現地法人 (日産
オートモーティブテクノロジーベトナム社 ) を設立し、海外エンジニアリング拠点として、
現地エンジニアを育成しベトナムの発展に貢献しております。

株式会社日産オートモーティブテクノロジー

「ドン・キホーテ」は、“地域最安値”を目指した商品と、『ワクワク・ドキドキ』しながらお買い物を
楽しんでいただける日本最大級のディスカウントストアです。日用品や食品、家電製品、ブランド品まで、
多種多様なアイテムを、いつでも驚くほど安い価格で豊富に取り揃えています。
深夜営業・外国語案内・外国人 STAFF・フリー wifi などの訪日外国人観光客のお客さまに嬉しい
サービスをはじめ、安心・快適にお買いものをしていただけるよう、免税対応、銀聯カードを含む各種
カードにも対応しております。

ドン・キホーテ

ANAは、東京（羽田・成田）からベトナム（ハノイ・ホーチミン）へ毎日３便！ベトナム航空と
のコードシェア便は、各地から最大11便。ますます便利になったANAの東南アジア路線で、
より自由で快適な空の旅をお楽しみ下さい。また、ANA ウェブサイトではベトナム航空を
利用したホーチミン・ハノイの他、ベトナムのリゾート、ダナン、ニャチャン、フーコックなど
への旅もご用意して、皆様のご参加をお待ちしております。

全日本空輸株式会社
日産は、1933 年、神奈川県横浜市で誕生しました。県内には、グローバル本社をはじめ、
開発・生産拠点など、様々な機能を有しています。現在、世界約 20カ国に生産拠点を持ち、
約190 の国と地域で販売するなどグローバルに事業を展開しています。「人々の生活を
豊かに」をビジョンに、電気自動車等のゼロエミッション車や自動運転車など革新的な
クルマやサービスの提供を通じて持続可能な社会の発展を目指しています。

日産自動車株式会社

■ 協 賛

■ 協 力

公益財団法人神奈川産業振興センター


