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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
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駐日ベトナム社会主義共和国
特命全権大使

鳬鱅ɾ鳓鳫ɾ鳂鳘

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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【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、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 2022 運営事務局】TEL : 03-6228-3037　FAX : 03-3206-1374　Email ：vf-kanagawa@aab.co.jp

プレゼントが
当たる！
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Myベトフォトキャンペーン
� ָזַةأؑؿيشزك

思い出写真を投稿!
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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

会場をまわって3つのスタンプを集め、
景品をゲットしよう！
カードはスタンプラリーの
ブースでもらえるよ！

会場内で出たゴミは
エコステーションにお願いします。

でお願いします。

会場内での飲食は

スタンプラリー エコステーション

Message for Vietnam

ストリートエリア パークエリア

テラスエリア

「ベトナム大好き !」「ベトナムに行きたい !」
など、皆さんの熱い思いをカードに書いて
ベトナムに届けましょう ! 11月にハノイで開催
する「KANAGAWA FESTIVAL in HANOI」で
ベトナムのハノイ市長にお届けします。
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：抽選券配布ブース

大抽選会
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。
抽選券5枚で1回抽選できます。
ホテルの食事券やベトナムグルメ
などが当たります！

ストリートエリア パークエリア テラスエリア
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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。
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�����������ـ؎ٓ

㼭吐⛉繟㶨ٕٝز	يشزك畾楨
�����������ـ؎ٓ

�����������驆ךيشزك"7:4

�����������怴㤈ـ؎ٓ�$*64.�*0,

�٦شىإ⯔錁يشزك
錁⯔筨㽷يشزك錁⯔満٥خ٦هأ⻉俑يشزك

�����������

埆嵋ְֿׁ״牸�����������

Program Schedule
プログラムスケジュール

sat9 .1 0 sun9 .1 1

+BQBO�莸⠓ؒآح։欰ֹ鏾։�����������

劢勻ּזאפչ䎂ㄤպ։ꨇ孖ַ鋅ִך։�����������

㷕欰㔚⡤չךכֿ״պ։يشزك❛崧鎸։�����։�����

�����铂闌䏟�����։يشزك׃ה׳״ח٦؟ٝؐش،㽷ؽٖذيشزك
+BQBO�莸⠓ؒآح։欰ֹ鏾։�����������

�����������٦ّء٦ؙزٍٕءلأ
٦ت؟غٝ،������JO�牞㣽䊛ةأؑؿيشزك	䋐ꞿ�♳ꅿ⮚螟ٝ،؎م 㼭吐⛉繟㶨ٕٝز	يشزك畾楨
�����������ـ؎ٓ

傈馉❛崧ٓ؎٦ّء٦ؙز٦ةؿ،ـ�����������

㼭吐⛉繟㶨ٕٝز	يشزك畾楨
�����������ـ؎ٓ

�����������驆ךيشزك"7:4

7�"SUJTUT�����������

劢勻ּזאפչ䎂ㄤպ։ꨇ孖ַ鋅ִך։�����������

窩劤٥秵蓎㽿ָ稈ּ傈馉❛崧�����������

�����������أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك

�����������أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك
埆嵋ְֿׁ״牸
�����������

�����������ן麇ךيشزك�⡤꿀דז

�����������ן麇ךيشزك�⡤꿀דז
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�����������
آ٦ذإٍٔءلأٝغ䎢㜠ٍؙؗٓحؾי

ן麇ךيشزك⡤꿀דז
�������������������������������������

8PX�7JFUOBNךيشزك״חוֿך莸驆

أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك

劢氺何㊣٦ٗ٦ؼչٝو٦ّؽىպ٦ّء
�����������

7�"SUJTUT
�����������

�����������

�JO�牞㣽䊛������⠓䒭ةأؑؿيشزك
�����������

������������JO�牞㣽䊛������⠓䒭ةأؑؿيشزك

�����������
傈劤يشؽن⼿⠓筨さ娀遭يشؽن怴娀

+BQBO�莸⠓ؒآح�։欰ֹ鏾։�����������

�����������

չ4PVOE�PG�7JFUOBNպ��։ �OE�����������

آ٦ذأـ؎٦ؙٓز�:-*."'�)/"(�5*(/
�����������

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

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

⚕柲䛾牜	�4POH�MBO�DVOH�DIVD״חـؙٓز٦،柲㶨莸يشزك
�����������Ӫؔأٝو٦ؓؿػؚٝصف٦

կְֻׁ׃嚂ֶأٝو٦ؓؿػך柲㶨֮ד珏♧ךز٦،�أٝو٦ؓؿػ�ز٦ٔزأְגזחךְז妀ַׇח牸ֶװ傊姻剢زذדيشزك

ծ傈劤٥〴חأ٦كٝىث٦م 弨٦ٖو٥؎ة٥
٥ؕ،ء זֶֿ崞ـ؎ٓדוז،آنٝ
ٝغؙحٗ�ؕأ➂傈劤ך♧㈓يشزكծְג

ٝ؞؎؟يقيق	�չIFNӹIFN�4BJHPOسպ
ծ傈וז姏ֲד姏鑁ך傈劤铂刼ךيشزكծה
馉갈嚂ך卹ֽ堀ג׃ה崞ְג׃㖈傈شزك
ّءؙتٗف갈嚂ך➂ي չٝ,0*�.64*$պך❛崧
կְֻׁ׃嚂ֶـ؎ٓ

媷ꤏ٥莸驆㛇锃׃הծ柲㶨莸٥䗼罏٥鑐倔㹋怴וז㢳䀄גח崞ְג׃莸㔚⡤ծ匌❨莸⠓ؒآحˌ䘊⠗崧ˌֶأٝو٦ؓؿػ״ח嚂ְֻׁ׃կ

� �

㖈傈״ח➂يشزك蔓遭زًٝٝ؎ذ٦ة٥ؒٝ꧊㔚 7�"SUJTUT״ח圫ղأٝو٦ؓؿػז䫪ꪪׅת׃կ

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

劢氺何㊣ח䗳銲זչ굸պչ麊պչ爡⠓⸇պך㣐ⴖׁ涺ֶׁח⠗ִׅծָٝو٦ّؽى崞鬨ׅת׃կ

ة٦٥ص٦չ/)*�5)"/(�'".*-:ٔى؋ؿ꧊岣湡חהⰕ猘דيشزك կׅת遤ְآ٦ذأـ؎٦ؙٓز״ח٦պٔى؋ؿ٥ٝ

ת׃13ؙحؾידآ٦ذإٍٔءلأ״ח哅㼭ꊚך٦تٔ٦ٝغ䘔䴂ٍؙؗٓحؾי ׅ姻鍑罏כ韜螟兝ㅷָؤ؎ִؙ㣐⠓דך֮ծמ麇חן勻ֻג Ԓְׁ

畾⢪驆فح؟؎ٍصװծ駈⢪ٝزٝىسغ ٦ؕؐتוזծךيشزك⠗窟ך麇ן⡤꿀״׃ ֲ

ן麇ךيشزك⡤꿀דז
ֻגג׃⡤䠬מيشؽن筨さ娀遭ծך歲⚅䎢ָחծ��ٟ㕂ת欰דيشزكחկ����䎃ׅת׃䫪ꪪ怴娀ךպيشؽن㕂䪮չ筨さ娀遭ךيشزك կְׁ

Event Program イベントプログラム
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�����������
傈馉❛崧ٓ؎٦ّءـIFNӹIFN�4BJHPO�,0*�.64*$

չ4PVOE�PG�7JFUOBNպ��։ �TU
�����������

♳ꅿ⮚螟 剌呎歋䋞寐

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

LPMNF

埆嵋ְֿׁ״牸
�����������
埆嵋ְֿׁ״牸⳿怴㔚⡤הծ�䎃חةأؑؿيشزكךעぢֽג甧־♳嵲㢩״חي٦ثְֿׁ״鶕⸂֮ך怴莸䫪ꪪׅת׃կ

埆嵋ְֿׁ״牸

(Bゾーン)

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

sat9 .1 0 sat9 .1 0sun9 .1 1

ストリートエリア パークエリア

sun9 .1 1

أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك

�����������

랲䀵濼✲�♳ꅿ⮚螟ةأؑؿيشزك�JO�牞㣽䊛������،ٝ٦ت؟غ٦ّء٦ؙزٍٕءلأ
�����������

랲䀵濼✲ةأؑؿيشزكה�JO�牞㣽䊛������،ٝך٦ت؟غ♳ꅿ⮚螟ׁ٦ّء٦ؙزٍٕءلأךה遤ְׅתկ

٦ّء٦ؙزٍٕءلأ٦ت؟غٝ،�������JO�牞㣽䊛ةأؑؿيشزك䋐ꞿ�♳ꅿ⮚螟ٝ،؎م
�����������

ا կׅת遤ְ㣐⠓ؤ؎ؙװ٦ؙزךגְאח⸃눁ךٝ،؎مծ״חꅿ⮚螟ׁ♳٦ت؟غٝ،ה䋐ꞿٝ،؎م٥ٝ

7:4"㖈傈يشزك㷕欰ꫬ䎃⼿⠓ךيشزك״ח佦鿢ך姏ծ孖做莸驆ծ⠗窟莸驆ך䫪ꪪדծךيشزك俑⻉⡤䠬ְׅתֽկ

驆ךيشزك"7:4
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宏♳➂䕎ⷚ
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וֿך��,744*/*/٦ؖٝء
갟ֽ �劢勻פ ��/*/* 䠥آ٦إحًך
�����������

殅㷕欰زأذٝث٦ؾأ
�����������

�����������խ邌䕤䒭
�����������������������
㼭吐⛉繟㶨ٕٝز��	يشزك畾楨
ـ؎ٓ

�����������
7�"SUJTUT

�����������
怴㤈ؤٍآسٝغؚحؽ

٦شىإ⯔錁يشزك�����������

�������������������������
㼭吐⛉繟㶨ٕٝز��	يشزك畾楨
ـ؎ٓ

㼭吐⛉繟㶨ٕٝز��	يشزك畾楨
ـ؎ٓ

㼭吐⛉繟㶨ٕٝز��	يشزك畾楨
ـ؎ٓ

� �

�����������

կְֻׁ׃嚂ֶآ٦ذأّٝء٦ٖنٓ傈馉״חוֿךծ,744ה*/*/٦ؖٝء➂يشزك㖈傈ְג׃崞鬨דآ٦ذأ傈馉❛崧זְְ

ծؕろ٦غًٝ篑֮חيشزك կְֻׁ׃嚂ֶآ٦ذأ崧❛״חպؤح뇪徦ֹׁؗչַي٦ثأٝو٦ؓؿػأٝت㼭㷕欰ך٦ؙٕأ٦ةؿ،ز٦،ٕغ4ؚٗ٦%+آحٖ

կׅתְֹג铂וזהֿծ䠬ׄהֿ䨫䞨麩ְַךוז٥统䢪⻉ծ俑הְֿגװծג勻ח牞㣽䊛ַيشزك㣄պկך猘ְ〼ִדָזծչַכو٦ذךկ➙䎃ׅת׃⪵زأذٝث٦ؾأ傈劤铂״ח殅㷕欰➂يشزك

埆嵋䋐⳿魦㖈⡝ծيشزك⠗窟畾嚂㐻չٕٝزպך傈劤ֶֽח痥♧➂罏ג׃הծ㕂ⰻ㢩ד崞鬨ׅ㼭吐⛉繟㶨ֶׁآ٦ذأ״ח㾈ֽׅת׃կيشزك畾ָ㤈ד牞猼涸ז갟ֹ僽ꬊ׀㜔腉ֻׁ ְ

ؤح뇪徦ַֹׁؗ
չ䗰敌ׇװ �ぢְג鹌 �պ⬁ٕؕـ؟ך❛崧 源耵㆞⚥䗰ח穠䧭ׁسٝغؚحؽؤٍآչ牞㣽䊛源䎟ٓزأ؛٦ؔ٦غ٦ع٦ٕـպկךؤٍآسٝغؚحؽ㹀殢չؚٖ կׅת׃㾈ֶֽד怴㤈سٝغؚحؽ嚂刼يشزكך㕂姏瘝يشزكכծ➙䎃ת怴㤈կ٦غٝشٝذٓ⢪דؽٖذծせ刼ַךוז٦嚂㔚պٓى٥ٝ

�أٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂يشزك
�����������
կׅת׃⪵٦ّءؙحآ٦ُىأٝو٦ؓؿػ䕎ⷚ➂ך劤㜥״ח錁⯔満خ٦هأ⻉俑يشزك

怴㤈ـ؎ٓ�$*64.�*0,
�����������
ّءؙتٗف갈嚂ך➂يشزك㖈傈ְג׃崞ג׃ה卹ֽ堀ךծ傈馉갈嚂וז姏ֲד姏鑁ך傈劤铂刼ךيشزك չٝ,0*�.64*$պֶـ؎ٓך嚂ְֻׁ׃կ

կׅת׃➜稱٥錁⯔㖑زحهأ岣湡ס֮⸃눁ך植㖑يشزك
錁⯔筨㽷يشزك錁⯔満ծخ٦هأ⻉俑يشزك

Event Program イベントプログラム

㖈傈״ח➂يشزك蔓遭زًٝٝ؎ذ٦ة٥ؒٝ꧊㔚 7�"SUJTUT״ח圫ղأٝو٦ؓؿػז䫪ꪪׅת׃կ
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�����������埆嵋ְֿׁ״牸
埆嵋ְֿׁ״牸⳿怴㔚⡤הծ�䎃חةأؑؿيشزكךעぢֽג甧־♳嵲㢩״חي٦ثְֿׁ״鶕⸂֮ך怴莸䫪ꪪׅת׃կ

����������� 7�"SUJTUT

�����������

�����������
傈馉❛崧ٓ؎٦ّءـխ،٦ّء٦ؙز٦ةؿ

�����������
⚕柲䛾牜	�4POH�MBO�DVOH�DIVD״חـؙٓز٦،柲㶨莸يشزك
կְֻׁ׃嚂ֶأٝو٦ؓؿػך柲㶨֮ד珏♧ךز٦،�أٝو٦ؓؿػ�ز٦ٔزأְגזחךְז妀ַׇח牸ֶװ傊姻剢زذדيشزك

ず傈�����։ً؎ٝדآ٦ذأ傈馉❛崧ٓ؎ـ䫪ꪪ׃չIFNӹIFN�4BJHPOպהչ,0*�.64*$պָ ծٓ կׅת־䎢粸٦ؙزזֹ铂כדـ؎

�����������
傈劤يشؽن⼿⠓筨さ娀遭يشؽن怴娀

+BQBO�莸⠓ؒآح�։欰ֹ鏾։
�����������

sat9 .1 0 sat9 .1 0 sat9 .1 0sun9 .1 1

sun9 .1 1

�����������

�����������窩劤٥秵蓎㽿ָ稈ּ傈馉❛崧
ꞿꅿرؼ㶨⯓欰يشزكה➂⡲㹺٦ّء٦ؙزךխ秵蓎㽿ה窩劤♧ⱁيشزكא׆铂ה傈劤铂ד㹋怴ת׃ ׅ俑⻉ך麩ְָؙؗح ٔխ❛崧ך娖〷���䎃黈ת ׅيشزك铂窩劤ך㾜爙顋㡰殯俑⻉❛崧⸃ח岣ְְד⥂肪㕦/10岀➂٦ئ؋ؿ ָٝن٥ٕ ⥂肪㡦ׁד⡲דزٝك؎ ׅ

�����������

�����������
劢勻ּזאפչ䎂ㄤպ։ꨇ孖ַ鋅ִך։

�����������
劢勻ּזאפչ䎂ㄤպ։ꨇ孖ַ鋅ִך։

ٕؔز5SáßOH�5Iʚ�5I¸Z�5SBOH�׃勻傈ה㹺做ג׃הꨇ孖ַيشزك ׁٍٝث٥؎؏ز٥؍ذ٥ٝ կׅת铂גְאח䙼ְּזאפ劢勻ך牎㕂٥傈劤ך✳痥הպךז㣐ⴖְז鋅ִחծչ湡ֽב孡ַֿծꨇ孖ג׃⡤꿀ծךג׃הծꨇ孖ָ

⼱䎃ח鏣甧ׁ㷕欰㔚⡤٦ָغًٝךծيشزك➂殅㷕欰ה♧筰ָזִ❛ؤ؎ؙח嚂ֻֿ׃ կׅת׃➜稱גְאח崧❛ךדת

��䎃鵚ֻ佝鷏噟歲ח䵿穗꿀٦؟ٝؐش،֮ךծ؍رًيشزكָׁٝؓؿְ،✲䞔גְאח铂חההծ濼הְג䕵ח甧يشزكא铂稱➜ׅת׃կ

�����������
㷕欰㔚⡤չךכֿ״պ։يشزك❛崧鎸։

铂闌䏟يشزك׃ה׳״ח٦؟ٝؐش،㽷ؽٖذيشزك
�����������

sun9 .1 1

(Aゾーン)

テラスエリア テラスエリアストリートエリア

ֻגג׃⡤䠬מيشؽن筨さ娀遭ծך歲⚅䎢ָחծ��ٟ㕂ת欰דيشزكחկ����䎃ׅת׃䫪ꪪ怴娀ךպيشؽن㕂䪮չ筨さ娀遭ךيشزك կְׁ

媷ꤏ٥莸驆㛇锃׃הծ柲㶨莸٥䗼罏٥鑐倔㹋怴וז㢳䀄גח崞ְג׃莸㔚⡤ծ匌❨莸⠓ؒآحˌ䘊⠗崧ˌֶأٝو٦ؓؿػ״ח嚂ְֻׁ׃կ

7:4"㖈傈يشزك㷕欰ꫬ䎃⼿⠓ךيشزك״ח佦鿢ך姏ծ孖做莸驆ծ⠗窟莸驆ך䫪ꪪדծךيشزك俑⻉⡤䠬ְׅתֽկ
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厚生労働省
Webサイト

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

♶籼䋒ךؙأو滠欽ֶ격ְׅת׃
ׇתֽⰅ㜥ְ׀כ倯涪攦氾朐ָ֮ך♳⟄˫���� 㡮䴂כ犜姺ךה➂ׅת׃騃ꨄ⼧ⴓ然⥂ְֻׁג׃
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Event Program イベントプログラム

感染症対策に御協力をお願いします
新型コロナウイルス

来場者のみなさまへ

・体温37.5℃以上の発熱症状や強い倦怠感、感冒様症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等）、味覚・嗅覚異常などの異変がある方
・PCR等検査陽性歴がある方で、発症日から10日未満かつ症状軽快後72時間以内の方、無症状病原体保有者で、検査陽性日から7
日以内の方
・濃厚接触者として自宅待機中の方
・日本政府が定める日本入国時の検疫措置において、入国後の待機期間がある国・地域への渡航歴があり、待機期間が解除されて
いない方又は待機期間が解除されてない者と濃厚接触がある方

●大声・声援は禁止です
食事中でも、会話をするときは必ずマスクをつけましょう。

●マスク飲食に御協力ください

熱中症予防などのための水分補給は除きますので、
水分補給はこまめに行いましょう。

●食べ歩き、飲み歩きは禁止です

●アルコールによる手指消毒をお願いします

●観覧席では立ち上がっての観覧は禁止です
拍手・手拍子など、声を出さない応援を行いましょう。

●人との距離を十分確保してください

熱中症対策のためマスクを外す場合は、他者と十分に距離を取り、
会話はお控えください。

●不織布マスクの着用をお願いします

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いします

˥"QQMFכ"QQMF�ٞעإյ"QQMF�*ODס�よ嘅ךն"QQ�4UPSFעյ"QQMF�*ODךؠ٭ُتل٭ئס�նմ˥(PPHMF�1MBZ�ֽצ�(PPHMF�1MBZ�ٞעإյ(PPHMF�--$ס�よ嘅ךն

COCOAとは、利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、お互いに分からないよう
プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができるアプリです。

以下の項目のいずれかに該当する方は、参加をご遠慮ください

ご来場の際の注意事項

会場内では、運営スタッフ、警備員等の指示に従ってください。
指示に従っていただけない場合は、やむを得ず御退場いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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日本からその先へ、あなたの想いを届ける

迅速

海外送金海外送金
サービス

即時に
受取人に着金 株式会社ディコミュニケーションズ

ケン・コーポレーション グループ

■ 協 賛
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FPTジャパンホールディングス株式会社

株式会社ホテル三日月 SBIレミット株式会社

上野トランステック株式会社

大和ハウス工業株式会社

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
上野グループは創業以来150年以上にわたり、生活に欠くことのできない石油製品やケミカル
製品の輸送を中心に従事してまいりました。これからも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。

SBIレミットは、最新の金融テクノロジーで国際送金サービスを提供しています。
安全性を確保しながら、ATM、コンビニ、アプリ等から簡単に手数料業界最低水準で実現して
います。

このたび2022年6月、ダナンにグランドオープンした「ダナン三日月」はベトナム初アジア最大級
の全天候型温泉＆アクアドーム、ダナン湾エリア初の５ツ星ホテルで親子三世代に愛されるホ
テルを目指しております。

ナショナルフラッグキャリア･ベトナム航空は、現在 成田ーハノイ･ホーチミン、羽田ーハノイ 路
線の運航再開をしております。 REDISCOVERY･旅の再開は、ベトナムへ！ご搭乗をお待ちしてお
ります。

日本に住む在日外国人たちの母国への海外送金をサポートする会社です。当社にはベトナム・
インドネシア・フィリピンのスタッフがおり、日本語が不安なお客様も安心してご利用いただけま
す。また送金手続はオンラインから24時間可能で、送金手数料も業界最低水準です。

日産オートモーティブテクノロジーは、日産グループの一員としてクルマを開発している会社で
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。

カゴメの使命は野菜の力で健康寿命の延伸に貢献すること。日本の野菜不足をゼロにするこ
とをめざし、「野菜をとろうキャンペーン」を展開しています。生活者と野菜の接点を増やすこと
で、野菜摂取量向上を図ります。

各地域に外国人スタッフを配置し、エンジニアなどの高度人材から特定技能まで外国人雇用
をフルサポート。ベトナム・理工系大学最高位のハノイ工科大学生に日本語教育と日本企業へ
の就業支援を無償で行っています。

日産自動車は、神奈川県内に、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、グローバルに事業を展開しています。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。

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、高品質な建築・サービスを世界の人々
へお届けします。

高い「工事施工力」と「工事計画力」を武器に解体事業を行っています。また、新規分野としてブ
ロックチェーンやメタバースなど最先端IT技術を活用したアーキテクト集団としてクライアント
のDXに貢献しています。

エースコックは即席麺・スープの製造販売を行っており、ベトナムで販売している「ハオハオ」
は、ベトナム国内シェアNo.1商品です。日本でも本場の味が楽しめるフォー「ハノイのおもてな
し」を販売しています。

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。ベトナムカレーなどをご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。

ＦＰＴジャパンホールディングスはベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋と
なり、日本のお客様に最高のバリューを提供することを目的とし2005年に設立されました。
サービスとして、RPA、ブロックチェーン、AIなどの最新テクノロジーにも注力しています。

株式会社アイデム

カゴメ株式会社

株式会社オアシス・イラボレーション

エースコック株式会社ベトナム航空



相鉄グループ

株式会社ロピア･ホールディングス、橋本電気工事株式会社、日総工産株式会社、ハナム省工業団地管理局、
鹿島建設株式会社、川本工業株式会社、アズビル株式会社、株式会社村田製作所、神奈川県央電業協会、
株式会社日新、株式会社ツクイ、株式会社横浜銀行、プライムデリカ株式会社、SMBC日興証券株式会社、
株式会社NORIZ、株式会社アイ･ジー･エム、オン･ジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、公益社団法人ベトナム協会、
株式会社スリーエフ、株式会社ありあけ、カフェジャンジャパン株式会社、ベトナム映画祭2023準備委員会

神奈川よさこい組織委員会/（一社）日越文化教育交流
会（JVCEE）/NPO法人ファゼール・ボン/ベトナム文化
スポーツ観光省/ベトナム観光総局/ベトナム計画投資
省/ベトナム・クアンナム省ホイアン市

当社は1971年の創立以来、「感謝・継続・健康」を理念に地域密着経営を大切にしております。
SDGs達成をみなさまと目指し、財団・障がい者雇用促進のための特例子会社の設立等様々な
活動に取り組んでいます。

HONTO TV

株式会社タカラ

■ 協 賛

■ 協 力
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横浜高速鉄道株式会社

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。

富士フイルムグループは、「ヘルスケア」「マテリアルズ」「ビジネスイノベーション」「イメージン
グ」の4つの事業領域において、優れた製品サービスを提供し続けていくことで、社会とともに
成長していきます。

日本～ベトナムの輸出入は相広物流へ。当社は物流を「わかりやすく」「世界中のどこでも」「あ
んしんなものに」するためにお客様の要望をお聞きした輸送プランナーが最適な物流ネットワ
ークを提案いたします。

当社は、ベトナム進出からその後の経営管理までワンストップで対応します。困難とされる100
％外資での飲食・流通などサービス分野での企業設立にも精通しています。また、進出前の事
業収支計画作成も可能です。

当社は、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、既に
日本で本事業出身のベトナム人看護師が活躍しています。今後はベトナムの人々の健康を支え
る事業を展開していく予定です。

私たちは横浜市緑区を本社とする食品用パッケージ製造メーカです。製品は食品全般に幅広
く使用して頂き、話題のおりがみカップも自社オリジナル製品です。ベトナム・ハノイ市にも工場
があるので宜しくお願いします。

日本郵政グループのJPメディアダイレクトは、郵便・郵便局ネットワークを活用したダイレクトマ
ーケティングとBPOサービスを中心に展開しています。ベトナムにおいてもこれらのソリューショ
ンを組み合わせた新しいサービスを推進しています。

2018年に東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京が合併し、「きらぼし銀行」として新たにスタ
ートしました。神奈川、東京等首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グルー
プとして、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。

くらしの礎（もと）を「創る」「担う」「つなぐ」
当社の使命は、安心、安全な社会を創り、人々の“くらし”を力強く支え、そしてそれを次世代につ
なげること。ひたむきに、地球と人々のために。

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、販路開拓、海外展
開、人材支援、事業承継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。

京急電鉄は、品川・羽田・横浜を中心に都心から三浦半島までを結ぶ鉄道会社です。横浜へ
は「京急線往復割引きっぷ」と電車・バスが乗り放題の「フリー区間１日乗車券」がセットにな
った「横浜１DAYきっぷ」をご利用ください。

ベトナムコーヒーの定番といえばコレ！
世界60カ国以上の人々に親しまれているプレミアムインスタントコーヒー
「G7コーヒー」の日本正規代理店。新規お取り扱い店様募集中。お問い合わせ下さい。

日本初輸入のベトナム産精白米ST25をもっと多くの方々に食べていただきたく、お試しサイズ
の1kg袋としっかり食べられる5kg袋をご用意しております。
一番の特長であるその香りを是非お試しください。

333ビール、サイゴンビール、ネプモイ、ルアモイを輸入する池光エンタープライズです。今日はた
くさんのベトナムのお酒を楽しんで、ベトナムフェスタ in 神奈川 2022を一緒に盛り上げていきま
しょう！

横浜駅～元町・中華街駅を結ぶ鉄道「みなとみらい線」を運営しています。みなとみらい21地区
をはじめ、山下公園、横浜中華街、元町など、横浜を代表するビジネス・観光エリアを結び、都市
活動を支えています。

相鉄グループは、相鉄ホールディングスを持株会社とする企業集団で運輸業、流通業、不動産
業、ホテル業、その他の分野で事業活動を展開しています。生活に密着したサービス・お客さま
のニーズを捉えた裾野の広いサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。

タツノはガソリン計量機の世界三大メーカーのひとつです。ベトナム国内には年間1,000台以
上を納めています。その性能と品質は高く評価され、世界の80を超える国でエネルギーインフ
ラを支えています。

HONTO TVは、駐日ベトナム大使館の後援をいただいた上で、在日ベトナム人コミュニティのた
めの公認オンラインテレビになることを目指しています。両国の友好関係や相互理解の深化に
役に立てれば嬉しいです。

タカラは「衛生の重要性」をベトナムに普及する為に、ダナン建築大学やユネスコ世界文化遺
産のホイアンにて技術教育支援や人材育成、建築衛生物の建築指導を行っております。

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。

株式会社タツノ

サンライズフーズ株式会社

東急電鉄株式会社

京浜急行電鉄株式会社株式会社JPメディアダイレクト

SEIKO IDEAS CORPORATION

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

AICベトナム CO.,LTD

株式会社スパイスハウス 株式会社アイネット

株式会社 池光エンタープライズ

相広物流株式会社

株式会社シンメイ

株式会社イノベイションオブメディカルサービス

株式会社ケイエスピー

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

株式会社きらぼし銀行


