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趣 旨 

 
16世紀初めには、日本とベトナムは交易という形をとり、日本人のための居留地、 

日本町がホイアンに設けられ、シャム（タイ）やマレーシアなどと共に、 
日本の朱印船はベトナムの港を頻繁に出入りしました。 

 
そして時を経て、本年2018年は，1973年9月21日に日本とベトナムとの間で 

外交関係を樹立してから45周年を迎えました。 
  

本年6月に、グエン・スアン・フック・ベトナム首相と、安倍総理により 
「日本とベトナムの広範な戦略的パートナーシップの深化に関する共同声明」が発出され、 

両首脳は，日越外交関係樹立45周年を記念する諸活動の成功に向け、 
緊密に協力することに合意しました。 

 
この記念すべき年に、ボクシングそしてサッカーの盛んな日本国とベトナは基より、あらゆる国の 

子供たちが参加出来る「ボクシング・サッカー交流フェスティバル」を開催することで、 
各国民の交流が促進され、併せて、体力作りや健康維持に関心が高まる、 

大変意義深いものになると考えております。 
        

ボクシングやサッカーというスポーツの楽しさを通して喜びと感動を与え、 
未来にわたる友好親善の芽を開花させるために、 

「日・越 ボクシング ・サッカー交流フェスティバル」を開催いたします。 
 

はじめに 



基本理念 １ 
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こどもたちに感動と夢や希望を与えるために、ボクシングとサッカー文化の楽しさを伝えます。 
ボクシングとサッカーによって「誰もが楽しむ」スポーツ・文化本来のあり方を伝え、更に各国の
こども達や国民が、体力増進・健康維持に関心が高まり、併せて等身大の日本を知る機会となり、
各分野の交流によって、友好親善の促進に寄与するために、本記念事業を実施します。 

§ 日・越 ボクシング・サッカー交流フェスティバル  
 
 
 
 
  
 
 
 

本フェスティバルを配信することで、各国のこども達や国民が、等身大の日本を知る機会と
なり、各分野での相互理解とシンパシーが増えることを念頭におき、「誰もが楽しむ」ボク
シング・サッカー本来のあり方を通して、こども・夢・未来・支援 を、本プロジェクトに
よって確立することを目的とします。 

大好きな先生とお友達は 

 「日本からやって来た」 →→→→ （習う）   学ぶ・外交 

 「日本を知りたい」 →→→→ （知る）   興味・観光 

 「日本が好きだ」 →→→→ （好む）   絆・確立 

基本概要 

基本計画の概要 
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実施計画 

開催事業  日・越 ボクシング交流戦  こども サッカー教室  こども ボクシング体験教室      

※ こども 未来 夢 支援 イベント → めざせ！ 2020年 東京オリンピック・パラリンピック 

大会名  2018  日・越 ボクシング・サッカー交流フェスティバル 「サムライ ファイト vol.2」 

日 程   2018年12月９日（日）午後２時開場（各種イベント開始） 午後5時ボクシング交流戦開始 

会 場   ベトナム・ホーチミン市 PHU THO スポーツセンター 

試 合   OPBFナショナル 初代スーパーライト級王座決定戦（ベトナムvsベトナム） 

   OPBFシルバー スーパーバンタム級王座決定戦（日本vsタイ）  他・プロ数試合 ※予定 

主 催 
 

共 催  

 日越ボクシング交流戦実行委員会 

 ホーチミン市文化スポーツ局ボクシング部 

認 定  OPBF東洋太平洋ボクシング連盟 

来場者数  １２００人 ※予定 

協 力  特定非営利法人 日本グローバル・コミュニケーション・センター 

後 援  在ホーチミン日本国総領事館                 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 公益財団法人 川崎市スポーツ協会  ホーチミン日本商工会議所 

   公益財団法人 川崎市国際交流協会   川崎商工会議所 

   公益財団法人 川崎市産業振興財団  公益財団法人 川崎市文化財団  

   Ｊリーグ 川崎フロンターレ  一般社団法人 川崎市観光協会 

   公益財団法人 ベトナム協会  神奈川新聞社 

放 映    HTV ホーチミンテレビ 



4 

 ジャパンＰＲ・文化交流コンンテンツ 

Ｊリーグ 川崎フロンターレ  
こどもサッカー教室 

※ 画像例はイメージです。 

 こどもボクシング体験教室 

ジャパン漫画ＰＲ 
日本製プロテイン・サポーター 

輸入品展示ブース 

ボクシング漫画「はじめの一歩」と、 
OPBFのコラボグッズ展示 

アルプロン社製 プロテイン「IZMO」 日本シグマックス社製 サポーター「ZAMST」 
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■ ボクシング・サッカー交流がつなぐ、友情の和！  

 アジアのこどもたち 

県 

福島県 

※ アジアのこどもたちのために！  

アジアのこどもたちをご招待（案） 

※ 画像はイメージです。 



SameTwo,INC  日本のスポーツ・文化を世界各国に情報配信！  
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ベトナムテレビジョン   Channel ９（予定）    

日・越 ボクシング・サッカー 交流フェスティバル 



第１回開催時の様子 

日本選手団 ベトナム選手団 齊藤義晴実行委員会委員長 総領事館 矢ヶ部義則首席領事 
ホーチミン市文化スポーツ局  

マイ・バー・フン副局長（中央） 
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第１回開催時 メディア関連 
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「冠スポンサー」ご協賛 1,000,000円 

※ ポスター・チラシ・試合プログラム・会場看板・イベントホームページ等にて「●●●●ＣＵＰ」と表示します。 
※ VIP席4枚を、ご招待券として贈呈致します。 
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ポスター・チラシ 
試合プログラムバナー 

会場看板等バナー 

●●●●ＣＵＰ 

ホームページTOPバナー 

●●●●ＣＵＰ 

ご協賛アイテム Ａ 

ご協賛アイテム Ｂ 

※ 上記に加え、次ページご協賛アイテムＡ・Ｂ全てに御社名を表示致します。（※試合プログラム：⑤、うちわ：①） 

※写真はイメージです。  



コーナーポスト ラウンドボード タイトルマッチ出場選手トランクス 

各2000万ドン（10万円） １社2000万ドン（10万円） 

ご協賛アイテム Ａ ※ VIP席2枚を、ご招待券として贈呈致します。   

１本2000万ドン（10万円）  

ブース出展（自社PR/サンプル配布） 

1社2000万ドン（10万円） 
※自社PRやサンプル配布等 
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ご協賛アイテム Ｂ ※ プログラム③④⑤、うちわ①＝VIP席2枚 

                                           その他＝VIP席1枚・を、ご招待券として贈呈致します。 

 試合プログラム広告協賛 

①社名のみ 200万ドン（1万円） 

②1/8 600万ドン（3万円） 
③1/4 1,000万ドン（5万円） 

④1/2 2,000万ドン（10万円） 

⑤1ページ 4,000万ドン（20万円） 

 イベント記念うちわ 

① うちわ（ロゴ掲載） 
1,000万ドン 
（5万円） 

② うちわ（社名・氏名のみ） 
400万ドン 
（2万円） 

●●● ●●● ●●● ●●● 

●●● ●●● ●●● ●●● 

●●● ●●● ●●● ●●● 

イベントホームページロゴ掲載 
１社200万ドン（1万円） 

※写真はイメージです。  



ご協賛お申込書 
必要事項を全てご記入の上、Eメール、TEL/FAX等にてご提出下さい。後ほどお支払い方法を連絡させて頂きます。 

申込日        年    月    日 

【お問合せ】 ２０１８  日越ボクシング交流戦実行委員会 

    日本事務局 川崎新田ボクシングジム TEL/FAX ０４４（９３２）４６３９ kawasaki.nittaboxing@gmail.com 

    越国事務局 サムライボクシングジム TEL ０８（３９４１）５０５４ samurai.s.g.boxing@gmail.com 

  ドン/円 TTL 

●冠スポンサーご協賛 

  ・２００,０００,０００ドン（１００万円）×＿＿＿＿口 合計_____________        ドン/円 

●ご協賛アイテム Ａ 

  ・タイトルマッチ出場選手トランクス ２０００万ドン（１０万円）×＿＿＿＿口 合計           ドン/円 

  ・ラウンドボード ２０００万ドン（１０万円）×＿＿＿＿口 合計            ドン/円 

  ・コーナーポスト ２０００万ドン（１０万円）×＿＿＿＿口 合計            ドン/円 
  ・ブース出展 ２０００万ドン（１０万円）×＿＿＿＿口 合計            ドン/円 

●ご協賛アイテム Ｂ   

  ・プログラム広告 ２００万ドン（１万円）・６００万ドン（３万円）・１０００万ドン（５万円） 
             ２０００万ドン（１０万円）・４０００万ドン（２０万円）              合計             ドン/円 
 

  ・記念うちわ ①１０００万ドン（５万円）・②４００万ドン（２万円） 合計             ドン/円 
 

  ・ホームページロゴ ２００万ドン（１万円） 合計             ドン/円 
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