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　本県は、ベトナムと神奈川両地域の相互理解を深め、将来にわたる両地域の継続的な成長と発展を
目的として、「ベトナムフェスタ in 神奈川」を開催します。
　５回目となる今年のテーマは「見つけよう！新しいベトナム」です。これまで多くのベトナムの魅力を
発信してきたことで、皆様にベトナムのことを知っていただきましたが、今回のベトナムフェスタでは、
来場者が参加して、交流しながら、ベトナムの新しい部分を知ることができるプログラムを多数用意し、
昨年の来場者数40万人を超える多くの方々に楽しんでいただけるイベントを目指しています。
　また、昨年からは、ベトナム国内でも神奈川県の情報発信をするため、ハノイ市において
「KANAGAWA FESTIVAL in HANOI」を開催しており、日越両国においてベトナムと神奈川との絆を
深めています。
　今年も11月に、ハノイ市において「KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2019」を開催し、両地域の
友好関係を確固たるものにしていきたいと思います。
　９月６日から８日までの３日間、心踊るような新発見が待つ「ベトナムフェスタ in 神奈川2019」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 実行委員会会長 
神奈川県知事

黒岩　祐治

　ベトナムフェスタ in 神奈川2019へようこそ！
　今年もいよいよ神奈川で開催される令和初の国内最大のベトナム文化交流イベントがやってきました。
　両国の文化交流が最も盛んな時期に開催されるベトナムフェスタin神奈川2019。今年のテーマは
「カム・ファ・ベトナム（見つけよう！新しいベトナム）」です。ベトナムの特色ある食べ物を紹介するコー
ナーはもちろん、ベトナムの伝統・近代的文化を堪能できる芸能ショー、水上人形劇、ダーカウ（羽蹴り）、
アオザイ試着など、楽しいコンテンツがたくさんあります。
　また、ベトナム投資環境フォーラムも開催され、日越のビジネス交流の場として、大盛況となるものと
期待しています。
 　盛りだくさんで準備されたコンテンツ、そして来場者が自らベトナムを発見する、こうした新しいアイ
デアこそ、ベトナム人と日本人の来場者に新たな体験と楽しいひと時を必ずや与えるでしょう！
　ベトナムフェスタ in 神奈川2019で会いましょう！

駐日ベトナム社会主義共和国
特命全権大使

ヴー・ホン・ナム

2019

9.6 FRI 9.7 SAT /9.8 SUN 10:00~18:00

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Kanagawa 2019
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入場
無料

Kiểm tra thông tin bằng tiếng Việt tại đây!
最新情報は公式ホームページをチェック!  
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Instagramキャンペーン
「＃見つけよう新しいベトナム」
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インスタ投稿で賞品ゲットのチャンス！

【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、ダナン建築大学

【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、神奈川県

外務省、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、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、神奈川新聞社、FM ヨコハマ、
横浜市、神奈川県市長会、神奈川県町村会

【後援】 

【ベトナムフェスタ in 神奈川 2019 運営事務局】TEL : 03-6228-3037　FAX : 03-3206-1374　Email ：vf-kanagawa@aab.co.jp

http://www.vietnamfesta2019.jp 
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սأ٦أث�ծוז��يوؙحض�վ
ս٦ؼ٦يشزك�ծוז��٦ىٝ؎غ�վ

ս٦ؓؿ�ծ襑׃僰䋆וז���վ
ս٦ؓؿ�ծ搶聘וז��ٝؿ٦ؽ�վ
ս�搊ָ׃ꄣ屘וז��٦�վ

սוז��٦ؼ٦يشزك��վ
սـغ؛�ծٗ �վוז��زذهؚٝ
սٝؗث٦ثؙػ�ծוז��٦ؓؿيشزك�վ

ս٦ؓؿ�ծـ �վוז��وغ٦ٍؔثٝ
ս٦ؓؿ�ծוז��ؙٝٔسؕؔؾة�վ

սُءح؍ؿ�أفحثծוז�زذهس؎ٓؿ�վ

ս،؎ي٦ؙٔأ�վ
ս傈劤ֶךيشزك٥䟇蝲�վ

ս�ؕخحش٦ُء�վ
ս�ؙؒحصأ꧟顈�վ

ս٦ؙى،ٝծـ ꧟顈�վيشزك٦ծٍثٝ

սث٦هծؕ ٦�վٔشّء٦ذأծٝغ

ս�礵鹌䳓僰䋆ٝؿ٦ؽծ礵鹌٦ؓؿ�վ
ս٦ىٝ؎غ�վ

ս�ؙؒحصأ꧟顈�վ

ս�暟欵ㅷ顋㡰�վ
սأ٦ُآ�顋㡰�վ

ս�ַ־֮�վ
ս�ַֹ宔�վ

ս�✿湡ֶֿծ٦؍ذؙٕى�վ

սيشزك�㼭暟겲�վ

F-2

F-3

ٝٓزأխٖؒ؍٦խٞىٝ؎غ
/)"�53"/(

F-4

F-6 ٦شز٦ػأإؙ؟
F-7 米粉
F-8,9 聘俱椚㼔չ$)"0�7*&5�("3%&/պيشزك

F-5 ⯋牎ך٦ؼ٦يشزك㼔䏄,6,6٦ؼ٦խ٦ؼ٦ُؚٝؒٝث

F-10 吳䒭⠓爡؎و؎
F-11 $"'��(*"/(�ٍؕٝآؑؿ
F-12 ٦غًٝٔ�*"0(
F-13 �咉加歕ؙٗءؚٝص؎تيشزك
F-14 5%.吳䒭⠓爡խ%"7*%�3".&/

K-1 㕂ꥷ❛崧٥⼿⸂⟣䠐崞㔚⡤չٍثٝء ؔ9JO�DIBP
պ

٦ؼ٦)يشزك
ؚٝٔة٦؛أُآٔؒ
أ٦ؙٙ��ّٝء٦ٌٗ E-1 8&45&3/խ6/*0/

E-2 吳䒭⠓爡ًأػ؍ر
E-3 吳䒭⠓爡 BO
E-4 ،آ،ٕ؎وأ
E-5,6 ٦ٕؠغس٦ٕٙ
E-7

S-1,2,3 %$0.�.POFZ&YQSFTT
S-4,5 吳䒭⠓爡ئ٦ٖزٍء
S-6 吳䒭⠓爡 ؤ٦ؿ&�1
S-7 欰崞⼿ず穈さِف٦٦

S-8,9,10 エースコック

I-1

S-11 $.$�+BQBO 吳䒭⠓爡
S-12 吳䒭⠓爡،؎يريشزك➂㽟耵佄䴂
S-13 㣐ㄤأؐع䊨噟吳䒭⠓爡
S-14 相鉄グループ
S-15

ベトナム航空S-16,17

'15 吳䒭⠓爡أؚٝ؍ر٦ٕمٝػٍآ

S-18 Ⱏず⳿㾜罏أ٦ـ⳿㾜罏1כ��� 䲓鯹
S-19,20 吳䒭⠓爡زحىٖ*4#
S-21 吳䒭⠓爡ؒ؎أ٥ؒ؎،٥ث

K-2 Ⱅ渣頿㔚岀➂ַָז㕂ꥷ❛崧頿㔚,BOBHBXB�*OUFSOBUJPOBM�'PVOEBUJPO
K-3 +*$" 埆嵋
K-4 谏ꅿ㉀䊨⠓牞㣽䊛源㉀䊨⠓鸬さ⠓
K-5 ,744 殅㷕欰佄䴂⠓➂يشزكַֹׁ
K-6 牞㣽䊛源⨳䏿㟓鹌铬խ⳿䓸劢氺٦ةٝإ

K-8 Ύׂ֮ף٦ׅխ㢩㕂硂源孖湱锑✲噟13أ٦ـ
牞㣽䊛源ַ٦ةٝإ⫴⸥ָז�يشزك铂⸤⫴湱锑13ך

Ύ匌❨����ؔٔٝحؾ ؙحؾٝٔٓػ٥ؙ أ٦ـ13
ؚٓأ٦ـ�13˳����فحؕس٦ٙ٦ٕؽ

Ύ�7*3*
�5PIF

I-2
�9��Ã0�/�1)�1�/)�/�$)6/(�)*ʕ1�)ʧ*�5àÞ/(�53ʱ�7*ʕ5�/".�5ɯ*�/)ɻ5�#ɱ/�
խ��♧菙爡㔚岀➂խ㖈傈يشزكⰟ幥⠓

I-3 Ύ�牞㣽䊛源遤佟剅㡦⠓
�㕂ꥷ ٕشّءش٦ةٝ؎٥ٝٓف0)/

I-4 㖈傈يشزك㷕欰ꫬ䎃⼿⠓7:4"

県庁本庁舎内 2階

K-7 牞㣽䊛ְֿׁ״穈籼㨻㆞⠓

K-9 牞㣽䊛源甧欵噟䪮遭瀉劍㣐㷕吤殅㷕欰꧊
K-10,11 牞㣽䊛源⨳䏿⽬堣盖椚铬�괏׃䫑⡤嗚叨أ٦ـ�
K-12 牞㣽䊛源䎢㚖鸬䵿铬
K-13 状睰
K-14 宔㾊CFCF

傈馉俑⻉❛崧13٦ش٦
県庁本庁舎内 3階展示・物販ブース

協賛企業ブース

国際機関・NGOブース

神奈川ブース

V-1,2

ベトナムブース

1

2

3

䏄ךٝ،俱椚يشزك
٦؍رٙ؟
؛ JTIFSNBO�T�LJUDIFO'���ف٦ؚّٕٝء٦ٖه٦٥ٝ

4

5

6

"1&9�7*&5/".�(3061

� �

劤呓يشزك俱椚ٝؒؼ؎وխ넝ⰼ㼇٥㣐㝩䏄

꽎傈يشزك㣐⢪긫
V-3

V-4 ♧菙爡㔚岀➂�㖈傈يشزك➂⼿⠓���
1I Q�OI¡O�)ʨJ�OHáʬJ�7JʖU�/BN�UɰJ�/IɼU�#ɲO���7"*+

㖈傈يشزك➣侄⥋罏⠓��䠥濼状䢳㼇

V-5,6 錁⯔満خ٦هأ⻉俑يشزك

：抽選券配布ブース

開催中！詳細は 10ページへ！

Noodle Fair
日越

特別
企画

Ύ�♧菙爡㔚岀➂�傈劤يشؽن⼿⠓

神奈川県庁本庁舎

日本大通り
交差点

日本大通り駅
1番出入口

エコステーション エコステーション

Kosha33
（神奈川県住宅供給公社）

日本大通り
メインステージ

飲食ブース　 展示・物販ブース

協賛企業ブース

国際機関・NGOブース

神奈川ブースベトナムブース

水上人形劇

横浜よさこい祭り

みんなで体験！
ベトナムの遊び

・大抽選会 会場
・マスコットキャラクターをさがせ !
  景品交換所・Kosha33 参加受付

・アンケート（協力特典あり）

日本大通り駅
2 番出入口

日本大通り駅
3番出入口

象の鼻パーク

体験してみよう！
二次元コードで簡単決済♪

大抽選会

他人事だと思っていませんか？
無料で検査を実施中！

風疹検査コーナー

・アオザイ、浴衣
　試着体験
・紙芝居
・ベトナム語講座
・講演 など

参加型プログラム
がたくさん！

東京浅草
剣舞会エッジ

うま！らく！
スマホ deキッチンカー

本庁舎でもたくさんのマスコットに会えるよ！

・インフォメーション
・アンケート（協力特典あり）
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S-18 S-19 S-20S-21I-1 I-2 I-3 I-4S-1 S-2 S-3

S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13

運営本部

おむつ交換
テント

救護テント

出展ブースで 500円以上
お買い上げの方に抽選券を
1枚配布。5枚集めると、
抽選に参加できます。
ホテルの宿泊券やベトナム
グルメなどが当たります！
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源䎟㣐⠓陽㜥 韋ך뢘٦ؙػ

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。

傈劤㣐鸐آ٦ذأٝ؎ً ,PTIB��	 牞㣽䊛源⡝㸓⣘窌Ⱅ爡 
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源䎟㣐⠓陽㜥 韋ך뢘٦ؙػ傈劤㣐鸐آ٦ذأٝ؎ً ,PTIB��	 牞㣽䊛源⡝㸓⣘窌Ⱅ爡 
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埆嵋ְֿׁ״牸
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埆嵋ְֿׁ״牸
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랲䀵濼✲�♳ꅿ⮚螟	ةأؑؿيشزك�JO�牞㣽䊛�����،ٝ٦ت؟غ
�����������٦ّء٦ؙزٍٕءلأ
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sat sun

僴䎃כծ牞㣽䊛ةأؑؿJO
��せ״牞㣽䊛源ח؎ظع
偪㡦ָך�せה㶨驆ך
⸇կכآ٦ذأְֿׁ״㣐
كծ䋐孖ָٖ♳渿חְ
ת׃俑⻉❛崧ָ㹋植ךדٕ
կ׃
劤䎃ծְֿׁ״鸐ׄ
❛崧㔳ׅתկ

㼭吐⛉繟㶨ـ؎ٕٓٝز������������

㼭吐⛉繟㶨ـ؎ٕٓٝز������������
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.FJL�ٓ؎آ٦ذأـ�����������

�،ؑؿ⯔錁يشزك
��։يشزك俑⻉خ٦هأ錁⯔満ծيشزك錁⯔筨㽷։������������

匌❨崮虊莸⠓ؒآح〢�ˌJOJTIJFˌ�����������

匌❨崮虊莸⠓ؒآح�〢�ˌJOJTIJFˌ�����������

埆嵋ְֿׁ״牸�����������
匌❨崮虊莸⠓ؒآح�〢�ˌJOJTIJFˌ�����������

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה�����������

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה�����������

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה�����������

�����������⡤꿀鎸يشزكך%0034

�����������٥嵭邅鑐滠⡤꿀؎ؠؔ،

�����������铂闌䏟يشزك

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה�����������

ս⸇ي٦ثվ䓘ؿٙػ٥ ٥ٕ鬨٥ֲ ٥牸٥8סס " *8 " ,٥הל٥憹תכֿ״* �P O F 崧㣄

Program Schedule
プログラムスケジュール

（ベトナム中秋祭）

PICK
UP!

ծכ㢸ך嫣䎃傊况��剢��傈כדيشزك
せ剢鋅ֶָז牸嚂׃⚥猧眍
僤כծ㶨⣘֮ד傈ךկ�㶨⣘ׅד
㘗ך䲿抧䭯歕ׅתתկ
כח➂يشزكծ勻㜥ׅכדأ٦ـ
ְד׃嚂牸ז⠗窟涸ךيشزك
⻉俑ךيشزكכח➂ծ傈劤ֹ
稱➜ׅת׃կ
涺ׁծךيشزك⚥猧眍׀⡤꿀ֻ
կְׁ

PICK
UP!

9.7 9.8
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♧菙爡㔚岀➂傈劤يشؽن⼿⠓يشزك㕂䪮يشؽن�怴娀
�����������

կׅתְג׃崞ח礵⸂涸׃湡䭷⿹⠓ָⰋ鿪麣䏍源兛⼿يشؽن傈劤����䎃ַכדկ傈劤ׅד筨さ娀遭֮ד㕂䪮ךيشزكכהيشؽن

7:4"	㖈傈يشزك㷕欰ꫬ䎃⼿⠓
俑⻉鿇ךيشزك״ח⠗窟涸ז驆ֶ㾈ֽׅת׃կ

剌呎歋䋞寐 屎募㈓ LPMNF
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匌❨崮虊莸⠓ؒآح〢�ˊJOJTIJFˊ

宏♳➂䕎ⷚ

埆嵋ְֿׁ״牸

猧牸⚥يشزكן麇ךيشزك⡤꿀דז

أٝو٦ؓؿػ猧牸⚥يشزك

����������������������������������

������������������������

�����������
.FJL آ٦ذأـ؎ٓ
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أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك
�����������

أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك
�����������

埆嵋ְֿׁ״牸
�����������������������

�����������

�JO�牞㣽䊛������⠓䒭ةأؑؿيشزك
�����������

������������JO�牞㣽䊛������⠓䒭ةأؑؿيشزك

أٝو٦ؓؿػ"7:4
�����������

������������肪㕦⥂׆ְ"$.:
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/PP�1IáʪD�5IʚOIٓ؎آ٦ذأـ
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랲䀵濼✲ةأؑؿيشزك���JO牞㣽䊛����،ٝ٦ت؟غչ♳ꅿ⮚螟պ٦ّء٦ؙزٍٕءلأ
姏䩛չ♳ꅿ⮚螟պְָג־♳濼せ䏝דيشزكծ׃怴⳿ח傈劤牸ٝ،؎م ةأؑؿيشزك㹋倵կ٦ّء٦ؙزךה✲랲䀵濼׃⟢㽟ח٦ت؟غٝ، JO 牞㣽䊛ך⽩韋ծֿךַ傈馉❛崧瘝٦ؙزגְאח㾜ׅת׃կ

կׅת遤ְـ؎ٓ״חծ屎募㈓ׁ剌呎歋䋞寐ׁך٦ة٦ه؟ٍٕءلأծꅿ⮚螟ׁ♳ך٦ت؟غٝ،

կׅת׃⪵أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂ךيشزكך劤㜥״ח錁⯔満خ٦هأ⻉俑يشزك

կׅת遤ְأٝو٦ؓؿػأٝتז⠗窟涸ךيشزك

.FJL ָ僴䎃ٔٔ׃أ٦չ'FFMJOH�(PPEպָծٝشت٥يشزك錁⯔㽷ؔو٦ذٍٕء؍ؿ刼ח䫙交דٝشت遤傈馉㥨חأؑؿ䎃鸬竲ד䬸䖉ׁծ➙䎃ך➿ղ加Ⱅ㕦חأؑؿيشزكⴱ⳿怴׃�ծ➙䖓崞鬨ָ岣湡ׁ .FJL կׅת׃⪵آ٦ذأ״ח

ծؖג׃ծ屎募㈓ׁה剌呎歋䋞寐ׁ׃⟢㽟ח٦ة٦ه؟ٍٕءلأ������JO�牞㣽䊛ةأؑؿيشزك կׅת遤ְـ؎ٓ״חLPMNFزحصِؤ٦ٕ

կׅת׃䫪ꪪ驆ךيشزكָו㶨ך肪㕦⥂׆ְ"$.:

�����������

� �

⯋孡דְֿׁ״זծ傈劤ךيشزكה❛崧渿ׅת־֮կ涺圫׀♧筰ֶח嚂ְֻׁ׃կ

麇䨝鸐ג׃㕂ꥷ涸ז俑⻉❛崧8ְג׃PX��7JFUOBNָךيشزك孖做갈嚂חさגׇ植➿涸ז莸驆䫪ꪪׅת׃կ

劢氺何㊣٦ٗ٦ؼչٝو٦ّؽىպ٦ّء
劢氺何㊣ך㤴纏⠗䱇ׅ٦ٗ٦ؼչٝو٦ّؽىպ٦ؙزך٦ّءأٝت �

կׅת遤ְآ٦ذأـ؎ٓ״חPP�1IáʪD�5IʚOIׁ/زأ؍ذ٦،فحزيشزك

柲㶨莸װ㶨ו麦أٝو٦ؓؿػ״ח㹋倵կ䬄鼅⠓ֶ嚂ח׃

⚅歲⚥굲ן㔐ְג媷ꤏ٥莸驆أٝو٦ؓؿػ꧊㔚ׅדկ➿邌��ꫬ加♧䓘הךծչ崮虊ַ⚅歲פպֿך鎉衝חהה饥׃䙼ְ㺔ׇさְծⴉ鸐ג׃篑ה٦غً֮ٝך娀䗰ծ莸䗰⠗ִׅתְֹגկ

畾⢪驆װծ駈⢪ٝزٝىزغ ״׃⡤꿀ן麇ך⠗窟ךيشزكծוז٦ؕؐتך ֲ

'6."�/*/+"�-FHFOE�PG�0%"8"3"
㼭歊⾱⠗铡ך괏눤䗼罏ָ٦ّءأٝو٦ؓؿػٍٕءلأ㹋倵ׅת׃կ
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㼭歊⾱⠗铡ך괏눤䗼罏ָ٦ّءأٝو٦ؓؿػٍٕءلأ㹋倵ׅת׃կ

Event Program イベントプログラム

sun9.8

sun9.8

sat9.7 sat9.7

�����������

猧牸⚥يشزكן麇ךيشزك⡤꿀דז

أٝو٦ؓؿػ猧牸⚥يشزك

�����������������������������������

�����������

����������������������������������������������
宏♳➂䕎ⷚⰕ怴
秈 ����䎃ծ鞢⡲격ֲ鴋募ד欰ת㬗嚂ך♧珏ךيشزكד孖做蔓腉֮דչ宏♳➂䕎ⷚպָ ծ➙䎃ַيشزك勻傈ת׃ ֿׅך堣⠓ֶ鋅鷕ז׃ ֻ
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�����������

殅㷕欰زأذٝث٦ؾأ
�����������

�����������խ邌䕤䒭
�������������������������

㼭吐⛉繟㶨ـ؎ٕٓٝز
�����������

�����������
չ鋅ִ涪鋅ծ鋅ְִז涪鋅։ꨇ孖ג׃ה⡝痥ך牎㕂։պխٍٝث٥؎؏ز٥؍ذ٥ٕٝؔز孑

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה

㼭吐⛉繟㶨ـ؎ٕٓٝز

�����������
أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك

�����������������������
铂闌䏟يشزك�⤘傈馉ꟼַ

������������������������
أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك

،ؑؿ⯔錁يشزك�����������

�����������
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.FJL آ٦ذأـ؎ٓ
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.FJL ָ僴䎃ٔٔ׃أ٦չ'FFMJOH�(PPEպָծٝشت٥يشزك錁⯔㽷ؔو٦ذٍٕء؍ؿ刼ח䫙交דٝشت遤傈馉㥨חأؑؿ䎃鸬竲ד䬸䖉ׁծ➙䎃ך➿ղ加Ⱅ㕦חأؑؿيشزكⴱ⳿怴׃�ծ➙䖓崞鬨ָ岣湡ׁ .FJL կׅת׃⪵آ٦ذأ״ח

����������� �����������
������������������������������������

ꨇ孖ךג׃ה㡪窫ז⡤꿀ծג׃ծꞿ䎃ծꨇ孖ג׃ה欰崞ַֹֿג׃鋅ֽאծ傈劤ךדչ涪鋅պחٕ،ٔ铂ׅתկ

��ⴓד笭ծךيشزك莸驆ה갈嚂ךⰟ怴آ٦ذأ�'MPXFSTך螟أٝتזַװծ⠗窟갈嚂ַծ怴姏ծ7�101דתծ傈馉籬ּًٗ٦؍ر�'MPXFSTדّٝء٦ٖنٓךي٦ث744,ה㤈ׅתדկ䌴䎢ְ䎃룳ך倯ղ㼎韋׃הծ䗰庛ת❛崧ׅדآ٦ذأկ

կׅת攦ֻ铂גְאחוז㣄ך勻✲ծ㼛勻⳿ז韋涸⽩װ䙼ְךծ傈갦ָ殅㷕欰ְג׃欰崞ד傈劤ז٥괏统ָ殯⻉猘պկ俑הָזչַכو٦ذךկ➙䎃ׅת׃⪵劤鼅⠓زأذٝث٦ؾأ傈劤铂״ח殅㷕欰➂يشزك

剑鵚ך傈馉ꟼ⤘חּׅה⢪ִ知⽃يشزكז铂׀稱➜ׅ✳劤甧ג闌䏟ׅדկ
闌䌌խ傍珗歊㣐㷕،آ،㣕䎂峔灇瑔猰⽆㡦铬玎㺡㝩֮װ㶨

铂闌䏟يشزك
➙ּׅ⢪ִ知⽃يشزكז铂׀稱➜ת׃ ׅ
闌䌌吳䒭⠓爡ّٝآؽ،آ،أٝٓز➿邌《箍䕵�㼇歊꧅➜

秵蓎㽿כ傈劤涪牫կ➙װ⚅歲⚥ד嚂ׅתְגת׃կ
➙㔐כծךيشزك㕦ꞿ⯓欰ָ荈ⴓך⡲ㅷ㹋怴ׅת׃կ傈劤⩎ַכ㶨וぢֻֽזדֽ牞㣽䊛源אתח㣐➂ぢֽ秵蓎㽿䫪ꪪׅת׃կ㶨ו㣐➂嚂׃ⰻ㺁ׅדկ
�����_�����������_�����խ秵蓎㽿㹋怴�����_խ窩劤⡲㹺խꞿꅿرؼ㶨孑ךאץװ٥孑➭״חխխխխֶךيشزك�鑧׃٦ؙز䕎䒭ה秵蓎㽿㹋怴խխխխيشزك�➂⥂肪㡦�-F�/HPD�)POH�5SBOH㕦ꞿ״ח秵蓎㽿㹋怴
㹋倵怴湡✮㹀�怴湡כ䔲傈㢌刿ך〳腉䚍֮
铂㼎鏬֮يشزك�ךאץװאזַׁךٝوיקיק٥
٥ֶ וְׅׅװׅ ׇꞿꅿرؼ㶨�ず㼎鏬׃ז
٥ٕ،ٔو٦ّؐؗٝة٥ ַײ牞㣽䊛源ָך〾أ
וז��孖鑧�傈劤铂㼎鏬➰ֹيشزكֲזאְׇ٥
٦ئ؋ؿ ن٥ٕ ٝ⚺⪵���秵俑⼿وأ�؎ٕ�㕂ꥷ❛崧㛇ꆃ،٦ةٝإ،آ

秵蓎㽿ָ稈ּ傈劤يشزكה
կׅת׃㹋倵秵蓎㽿ד傈劤铂ה铂يشزك
㹋倵怴湡✮㹀٥㣐ֹֻ㣐ֹֻ㣐ֹֻ٦זيشزك铂㼎鏬➰ֹ٥埆嵋٥ׄכךך㣕ꤿךדַֿוכ傈劤铂㼎鏬➰ֹխוז

կׅת׃㾈ֶֽـ؎ُٓؔرךהծ啾䊛䬪ㆂׁزأصٔؔ؎؋ٞ崞鬨ׅדٍٕٝآזծ圫ղًٝٓؿװؤٍآ

կׅת׃⪵أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂ךيشزكך劤㜥״ח錁⯔満خ٦هأ⻉俑يشزك

牞㣽䊛源䎟ٓزأ؛٦ؔ٦غ٦ع٦ٕـ
牞㣽䊛源耵㆞⚥䗰ח穠䧭ׁׅדسٝغؚحؽؤٍآկؚٖٝך٦ٓى٥せ刼ַ姏闚刼דת䌴䎢ֻ怴㤈ׅת׃կ

٥嵭邅鑐滠⡤꿀؎ؠؔ، ٥嵭邅鑐滠⡤꿀؎ؠؔ،

٦ؙٕչ,6*4؟㷕欰ך牞歊㢩铂㣐㷕׃僴䎃涪駈♧הך䭷㼪㼭吐ׁתծـ؎ٓךؔٔز穈דהׁ⛉䀤㿊儙הծ蝍歊薲⠼ׁٍٝءآ٦ُىؤٍآ կׅת׃㾈ֶֽآ٦ذأךהպٕـٝ؟ٝ،ٕٝز
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ベトナム語や日本語で書かれた
紙芝居や絵本を展示。
小さなお子様連れでも

気軽にお立ち寄りください。

紙芝居&絵本のひろば
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せいぞうくん

日越 Noodle Fair
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横浜ロイヤルパークホテル  
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ありあけ

景品
交換所

日本大通り  大抽選会会場

キャラクター
登場時間 10:00 ~17:00 (両日 )

※景品 なくなり次第終了いたします。

他にもご当地マスコットキャラクター多数登場 !

県庁や神奈川県内の自治体、民間企業のマスコット
キャラクター 大集合 !
会場内で見つけてカードをもら う。
5枚集めると、素敵なグッズと交換で ます。

ものづくりのエキスパートである「せいぞうくん」
宇宙の彼方 らやって来ました。

胸に輝く「∞（無限）のパワー」は、工場で働く人々
を応援しています！
「せいぞうくん」は、製造系人材サービスを営む
日総工産㈱の公式マスコットキャラクターです。

�剢يشزكכ剢
源ⰻぐ㖑ٝٓزأٖך瘝يشزكד俱椚䲿⣘ׅוזծ
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こぶた
エースコックのマスコットキャラクター
「こぶた」だよ！
エースコックブースに是非会いに てね！

※こぶたのキャラクターカードの配布は行いません。

あゆコロちゃんはまピョン えび〜にゃ

ざまりん

クルリン

にゃ

ゆたぽんレッド

パンチの守

カッピー

なふぅ

すいっぴー

えっさほいファミリー

ダムエレキくん

な わキンタロウはこジ郎

しずくちゃん

◆関連プログラム

フォー ブンチャー ブンボーフエ ミークアン
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をさがせ !をさがせ !をさがせ !
キャラクターキャラクターキャラクター

マスコットマスコットマスコット

特別
企画

このマークが
ついたお店を
探してね！
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1911年の創業以来、ガソリンスタンドで車に給油
を行う計量機を製造販売し、東南アジアを含めて
80カ国での販売実績を誇り、日本での国内シェアは
60％を占めています。ベトナムでは、1990年代以
降、計量機の販売・メンテナンスを行っています。

株式会社タツノ

「ハノイのおもてなし」が必ず当たる抽選会を１回１００円で実施！
ベトナム即席めんシェアNo1のエースコックが作った本場の味を是非体験下さい。
またベトナムNo.1即席めんの「HaoHao」も限定販売！

エースコック株式会社

シャトレーゼは国内520店舗、海外60店舗を展開するお菓子専門店です。八ヶ岳山麓の新鮮
な牛乳や卵、南アルプス白州の名水、旬の果物など、素材にこだわったおいしいお菓子を世
界中のお客様にお届けいたします。

株式会社シャトレーゼ
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12便。
ビジネス・レジャーにANAの東南アジア路線で快適な空の旅をお楽しみ下さい。

全日本空輸株式会社

ナショナルフラッグキャリア、ベトナム航空は2019年日本就航25周年を迎え4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。快適な大型機材A350（除ダナン便）
で空の旅をお楽しみください。

ベトナム航空

私たちは日本に住む外国人の海外送金をサポートする会社です。「簡単・安価・安心」な海外
送金サービスを提供しています。ベトナム・インドネシア・フィリピン・英語などネイティブスタ
ッフがご案内します。

株式会社ディコミュニケーションズ

横浜の地で生まれたファンケルは、創業以来の「もっと何かできるはず」という理念のもと、
お客様の「美と健康」を応援する企業として、常にお客様の視点に立ち、これからも挑戦し続け
てまいります。

株式会社ファンケル
「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、Housing分野、Business分野、Life分野の活動
ステージをベトナムにも広げています。

大和ハウス工業株式会社

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！

SBIレミット株式会社
IT分野でベトナムが強力な国家になるために、研究開発分野で継続的な創造性と革新性を
発揮し、ハイテクソリューションを応用し、常に製品とサービスにおけるプロフェッショナリズ
ムと完全性を追求し、地域におけるリーダー的な企業になる事に常に努力します。

CMC Japan株式会社 

アイデムでは理工系大学トップクラスのハノイ工科大学にて協同教育プログラムを実施、また
「特定技能」人材や留学生アルバイト紹介、正社員紹介など、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。

株式会社アイデム 
弊社はベトナム最大手IT企業FPTソフトウェアの日本法人です。
オフショア開発を得意とし、AIやIoT、RPAなどの最新テクノロジーにより、日本のお客様のビ
ジネスの発展に積極的に寄与しております。

FPTジャパンホールディングス株式会社

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
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様々な事業を手
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】Fish&Chipsのキッチンカーにて、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

■ 協 賛
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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。

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！

富士フイルム株式会社

当社は現在、ベトナムにおいて日本企業の工場建築やベトナムで初となる地下鉄工事ホーチ
ミン地下鉄1号線CP1B工区の建設工事、ホーチミン市2区の高級マンション「ワタリナ・スイー
ツ」事業等に携わっています。

相鉄グループは、横浜をはじめとした沿線の快適な都市生活を支える事業を展開しておりま
す。本年11月30日、いよいよ相鉄線はＪＲ線との相互直通運転を開始します。さらに便利に
なる相鉄線沿線にご期待ください。

相鉄グループ前田建設工業株式会社

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。日本の看護師になることを目標に200名の学生が本事業で学んでおり、今年1期生が日本
の看護師資格を取得しました。

株式会社イノベイションオブメディカルサービス

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。

公益財団法人神奈川産業振興センター

神奈川・静岡・山梨県内で約 178 万人の方が利用されています。商品やサービスを通じて、
誰もが笑顔で暮らせる地域づくりに貢献し、安心な食べ物・平和・環境・福祉・子育てなど、
さまざまなテーマに取り組んでいます。

顧客の成功は弊社の成功、顧客目線で考える、という意識の下、スタッフの強いチームワーク
により人材育成、市場調査、投資アドバイザーなど様々な分野・領域においてお客様やパート
ナーから高い信頼を得ていきます。

SEIKO IDEAS CORPORATION

生活協同組合  ユーコープ

東京急行電鉄株式会社京浜急行電鉄株式会社

黒沢建設株式会社、AIC VIETNAM CO.,LTD. 、一般社団法人日本 ASEAN産業経済交流協会、三光機械株式会社、
株式会社エイ・シー・ティ、アズビル株式会社、日総工産株式会社、株式会社アルバック、鹿島建設株式会社、
株式会社ツクイ、株式会社アイ・ジー・エム、株式会社横浜銀行、プライムデリカ株式会社、
ハナム省ドンバンⅢ日系専用裾野工業団地、株式会社スリーエフ、ナビオス横浜、東邦電子株式会社、
株式会社南武、COPRONA株式会社

全日本空輸株式会社、株式会社タツノ、上野トランステック株式会社、株式会社ファンケル、株式会社ケイエスピー、日産自動車株式会社、
株式会社日産オートモーティブテクノロジー、株式会社イノベイションオブメディカルサービス、公益財団法人神奈川産業振興センター、
富士フイルム株式会社、横浜高速鉄道株式会社、前田建設工業株式会社、株式会社日新、SEIKO IDEAS CORPORATION、
株式会社アイネット、京浜急行電鉄株式会社、東京急行電鉄株式会社、黒沢建設株式会社、AIC VIETNAM CO.,LTD.、株式会社タカラ     

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（NPOきもの文化
交流協会、（一社）日本きもの文化連絡協議会） 、
（一社）在日ベトナム人協会、ドン・キホーテ、神奈川県
住宅供給公社、ベトナム文化スポーツ観光省、ベトナム
観光総局、NPOファゼール・ボン、紙芝居文化推進協
議会（紙文協）、スマイル幼稚園（ベトナム）、（独）国際
交流基金アジアセンター
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ベトナム日新
届く、伝わる、世界へ。
横浜で創業した日新は、ベトナムに３ヵ所の拠点（ハノイ、ダナン、ホーチミン）を持つ
国際物流企業です。

株式会社日新

株式会社アイネット

個人のパーティーから学校行事、企業の各種式典、小規模から数千人規模のイベント・
パーティーの企画のご提案から設営・運営のコーディネートまで、トータルプロデュースします。
お気軽にお問合せください。

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
で提供しています。

東京の品川・羽田空港を中心に、首都圏・神奈川エリアで事業展開している赤い電車が
イメージの京急電鉄です。
９月に本社が横浜に移転いたしますのでよろしくお願いいたします。

株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エスはベトナムのホーチミン、ハノイ、ダナンに直営の海外支店
を展開しています。今回、ベトナムフェスタ協賛にともない、神奈川エリアの店舗にて限定
商品をご用意いたしました。是非、この機会にベトナムへ足を運んでみませんか？！

株式会社P&Eフーズ

タカラは 95 年の歴史を持つ「給排水衛生空調設備」の技術を中核に置きながら、
ベトナム・ダナン建築大学にてタカラゼミを開講し、知識と技術を分かち合い、ともに「共創」
できるアジア社会を目指しています。

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、クルマを開発してい
る会社です。ベトナムに日産オートモーティブテクノロジーベトナム社を2001年に設立し開発
業務を行い、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

当社は、日本初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）」の運営と、新技
術で事業化を目指す企業をサポートしています。ベトナムとはサイゴンやホアラックのハイテ
クパークと交流しています。

株式会社ケイエスピー
日産は1933年、神奈川県横浜市で誕生しました。県内には、本社をはじめ開発・生産拠点など
があり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、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

※共同出展者ブース出展団体（1ページ、S-18ブースへの出展団体）

横浜高速鉄道株式会社
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