
ご協賛のお願い 

2016年１０月 
日越ボクシング交流戦実行委員会 

in ホーチミン 

 

 

～ スポーツは世界平和の懸け橋だ！ ～ 

 

 

日本 - ベトナム 
ボクシング交流戦  

WBCアジア 

1 



ごあいさつ 『スポーツのまち かわさき』を世界へアピール 

２ 

実行委員会 名誉顧問 

川崎市長 福田紀彦 
実行委員会 委員長 

公益財団法人 川崎市スポーツ協会 

会長  齊藤義晴 

 川崎市に拠点を置く川崎新田ボクシングジムは、「ボクシングを通じた日本とベトナム
との親善・交流」を目的として、2015年1月ベトナム・ホーチミン市にサムライボクシン
グジムを開設し、ホーチミン市文化スポーツ局ボクシング部ヘッドコーチを顧問として迎え
入れ、その目的実現に向けて活動して参りました。 
 同年10月、ホーチミン市「Nguyen Du Indoor Stadium」において、韓国とベトナムの
ボクシング交流戦が開催され、その後、ホーチミン市文化スポーツ局ボクシング部より、
「日本とベトナムとのボクシング交流戦も開催して欲しい」との要請がありました。 
 本要請は、ボクシングを通じた日越の親善・交流を起点として広くスポーツの交流、地域
産業の発展をはじめ、相互の伝統・文化を理解する事につながるものとして本企画をスター
トさせることとなりました。 
 趣旨をご理解頂き、是非ご協賛をご検討下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

日越ボクシング交流戦実行委員会 



大会概要 
大会名  2016 WBCアジア「日越ボクシング交流戦」 

会  場    ホーチミン市青年文化会館（ベトナム ホーチミン市 3000人収容） 

TV放送  tvk テレビ神奈川／ベトナム View TV 

ホーチミン市青年文化会館 Nha van hoa Thanh nien 、 
4 Pham Ngoc Thach St., Dist.1, 

試 合    6回戦2試合・4回戦3試合・アマチュア3試合 
     東洋太平洋女子フェザー級チャンピオン エキシビションマッチ 

後   援    在ホーチミン日本国総領事館（予定） 
             ホーチミン日本商工会（予定）／ベトナム商工会議所（予定） 
             公益財団法人 川崎市スポーツ協会／川崎商工会議所 
     公益財団法人 川崎市国際交流協会 
     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  
     川崎フロンターレ・神奈川新聞社（予定） 

イベントイメージ  

３ 

日 程    2016年11月20日（日）午後２時開場 午後5時第一試合開始 

主 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 

備    考 川崎市に拠点を置くスポーツ・企業等のPRブース出展 

認    定  WBCアジア（ABCO） 

入場料  無料（リングサイド特別招待席／自由席／立ち見） 



実行委員会 

４ 

名誉顧問：福田紀彦  川崎市長 
 
委 員 長：齊藤義晴  公益財団法人 川崎市スポーツ協会 会長 
 
委  員：山田長満  川崎商工会議所 会頭/公益財団法人 川崎市国際交流協会 会長 
 
委  員：曽禰純一郎  公益財団法人 川崎市産業振興財団 理事長 
 
委  員：多田昭彦  公益財団法人 川崎市文化財団 理事長 
 
委  員：片山義規  川崎新田ボクシングジム後援会 会長 
 
委  員：齋藤歖能  横浜国立大学 名誉教授 
 
日本事務局：新田渉世  川崎新田ボクシングジム 会長/日本プロボクシング協会 事務局長 
 
越国事務局：尾島祥吾  ホーチミン サムライボクシングジム 会長 



川崎新田ボクシングジムについて 

会長 新田渉世 
第32代東洋太平洋バンタム級王者／日本プロボクシング協会 事務局長 
公益財団法人 日本プロスポーツ協会 評議員 
かわさき産業親善大使／川崎市多摩区観光大使 
横浜国立大学教育学部卒 

世界戦含む主催興行実績2３回 

2003年2月開設（神奈川県川崎市多摩区） 

第34代日本ライトフライ級王者  
黒田 雅之 

Masayuki Kuroda 

第2代女子東洋太平洋ﾊﾞﾝﾀﾑ級 王者  
第2代女子東洋太平洋ｽｰﾊﾟｰﾌｪｻﾞｰ級王者   
初代女子東洋太平洋ﾌｪｻﾞｰ級王者 

三好 喜美佳 
Kimika Miyoshi 

第46代東洋太平洋ミドル王者  
第60代日本ミドル級王者  

西田 光 
Hikaru Nishida ５ 



HCMサムライボクシングジムについて 

フェイスブック社会ベトナム
での注目度 

ホーチミン市文化スポーツ局との提携 
ヘッドコーチ Vinh氏（右）が顧問就任 

ジム内の様子 2015年ベトナム国内チャンピオン輩出 
ベトナム王者Hai選手（左）と尾島会長（右） 

会長 尾島祥吾 2011年全日本バンタム級新人王 
（川崎新田ボクシングジム出身） 

選手育成から健康増進まで指導 

ホーチミン日本商工会会員 

６ 

「いいね」人数 
3万2千人超 



ご協賛メニュー 

「ゴールド」スポンサー 

「シルバー」スポンサー 

「ブロンズ」スポンサー 

● 「テレビCM」 「事前告知物」「イベント当日」各アイテムご協賛の 

  合計が200万円以上の企業様に、リングサイド席特別ご招待券 

  20枚を贈呈致します。 

● 「テレビCM」 「事前告知物」「イベント当日」各アイテムご協賛の 

  合計が100万円以上の企業様に、リングサイド席特別ご招待券 

  10枚を贈呈致します。 

● 「テレビCM」 「事前告知物」「イベント当日」各アイテムより、 

  ご予算に応じて少額からご協賛いただけます。ご協賛10万円毎に 

  リングサイド席特別ご招待券1枚を贈呈致します。 
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①番組提供30秒CM : 60万円・税別（限定１０口） 

テレビCMアイテム（tvk テレビ神奈川） 

②応援メッセージCM：一口20万円（放送前1週間に5本）  

８ 

【ご協賛企画】 
①番組提供（３０秒提供）    実施料金  ６００，０００円（税別） 
 

②「○○を応援しています！」など応援メッセージＣＭ 
 番組の告知ＣＭ（１５秒）の最後５秒間で、貴社名と 
 選手への激励メッセージを画面表示します。 
  

 ＜放送期間＞放送前１週間程度 
 ＜放送本数＞ １５秒ＣＭ×５本 
 
 ＜１５秒ＣＭイメージ＞ 

 
 

 
 
 
 
   １０秒は番組の告知             ５秒でメッセージと 

                               貴社名を表示します。                     
                        

                    実施料金 １口（５本） ２００，０００円(税別） 

【放送日時（予定）】  
 ２０１６年１２月○日（日） 
         １６：００～１６：５５（仮） 
※11月20日（日）のベトナムでの試合の模様を 
録画中継いたします。 

【出演（予定）】  
・新田渉世 
 （川崎新田ボクシングジム会長） 
・〇〇 ○○ 
・○○ ○○（アナウンサー） 

【放送概要】 
・〇回戦〇試合 

「日越ボクシング交流戦」を
応援しています 

株式会社○○ 

日本ＶＳベトナム 
ボクシング交流戦 
放送決定！！ 
（番組の宣伝） 

※競合する業種の排除はいたしません。 



ｔｖｋ（テレビ神奈川）での地上波録画中継について 

９ 

日越初のボクシング興行試合を、地元神奈川の地上波で録画中継！！ 
熱い戦いの模様を、録画中継にてｔｖｋ（テレビ神奈川）でお送りします！ 
貴社のCM、メッセージなどをテレビ番組内で放送いたします。 

神奈川の県域局 

「ｔｖｋ（テレビ神奈
川）」の放送エリアは
通常の県域局の枠
を超えた力を持って
います。 

視聴可能世帯数は、
９０９万世帯、そして 
視聴可能人口は 
１，９８１万人に 
のぼります！ 

2016年12月～1月の土日祝いずれかの１時間枠（55分間）で放送予定 

ｔｖｋのエリアデータ 



テレビCMアイテム（ベトナム View TV） 

2016年12月●日（●）90分 放送予定  

1０ 

「ベトナムView TV」放送枠でのCM放送料 
 15秒CM：  8万円/本＝16,000,000VND/本 
 30秒CM：12万円/本＝24,000,000VND/本 

  「View TV」について 

※ベトナム初の日系テレビチャンネル「View TV」は、ベトナム全土の  90％

以上で視聴可能な新設のテレビ局で、VTCチャンネル8の国営電波のライセンス

を取得している。 

エンターエイジア株式会社(ENTER ASIA 東京都中央区)が、日本の民間企業と

して初めてベトナムのテレビチャンネル運営会社に出資した。 

初回放送：土曜日 20:30-22:00 
再 放 送 ： 日曜日 12:00-13:30 
 
編集や検閲などの準備の関係で最短で12月17日（土）となります。 



トータルパック：20万円  ⇒ 各種事前告知物プロモーションや報道発表会にて展開 

事前告知物・プロモーションアイテム（9月末締切） 

●ポスター、チラシ、チケット、看板など 

●報道発表会などのバックボード 

●HP,FBにてバナー展開 
※本件のみの場合10万円(締切相談) 

サムライジムFBでは既に 
3万人以上の関心を獲得 

※写真はイメージです 

１１ 



●コーナーポスト ●ラウンドガール 

各20万円～40万円 

●両国選手トランクス（後日メディア露出期待） 

A：40万円（限定1社） 
B：各20万円（限定6社） 

20万円（限定2社） 

⇒ イベント当日、会場における各種展開 ※写真はイメージです 
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イベント当日アイテム①（10月20日締切） 

●ステージバックスクリーンCM放映 

  B 
  B 

     A 

  B 

１本20万円（限定4口） 

入場ステージのバックスクリーン(4m×6m)にて、
試合の合間等に30秒CMを2回放映：一口20万円 

●会場ブース出展(応相談) 

午後２時より自社PRやサンプル配布等：20万円（限定10口） 

  B 
  B 
  B 



試合プログラム広告各種 

 試合プログラム広告協賛 

①社名・氏名のみ 1万円 

②A4判 約1/8 3万円 

③A4判 約1/4 5万円 

④A4判 約1/2 10万円 

⑤A4判1ページ 20万円 

イベント当日アイテム②（10月20日締切） 

イベント記念うちわ 

 イベント記念うちわ 

① うちわ（ロゴ掲載） 5万円 

② うちわ（社名・氏名のみ） 2万円 
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※写真はイメージです 



「日越ボクシング交流戦」ご協賛とは？ 

日本プロボクシングと、 
ベトナムボクシングによる初の興行 

 
この興行のスポンサードをして頂くことは、    
日越ボクシング交流の”歴史的スポンサー” 

と言っても過言ではありません。 

 
主催者として、 

最大限の広告協力に努めて参ります。 

1４ 



ご協賛お申込書 必要事項を全てご記入の上、各アイテム期限日までに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  平成    年    月    日 

【お問合せ】 ２０１６ WBCアジア 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 

1５ 

円 TTL 

●事前告知物プロモーションアイテム 

  ・トータルパック２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・HP, FBバナーのみ１０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

●イベント当日アイテム 

  ・選手トランクス A４０万円 ・ B２０万円  （どちらか○）×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・ラウンドガール２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・コーナーポスト１本２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・バックスクリーンCM２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・会場ブース２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・プログラム広告 １万円・３万円・５万円・１０万円・２０万円（いずれかに○）（＿＿＿＿    ＿円） 

  ・記念うちわ①５万円・②２万円（どちらか○）（＿＿＿＿    ＿円） 

●テレビCMアイテム 

  ・tvk３０秒CM６０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 

  ・tvk応援メッセージCM２０万円×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 
  ・View TV １５秒CM８万円・３０秒CM１２万円（どちらか○）×＿＿＿＿口（合計＿＿＿＿    ＿円） 


