
��書

���援プロジェクト2022���援プロジェクト2022

在⽇ベトナム�⽣⻘年協��東��
 (VYSA Kanto)

年間スポンサー年間スポンサー 主�者主�者

在⽇ベトナム�⽣⻘年協��東��在⽇ベトナム�⽣⻘年協��東��ウエスタンユニオンウエスタンユニオン

ご�援者ご�援者

⽇��立⼤�協�⽇��立⼤�協�



⽬�⽬�
���援プロジェクトについて���援プロジェクトについて

VYSAについてVYSAについて

ご協賛についてご協賛について

���料���料

0101

0202

0303

0404



VYSAについてVYSAについて



  VYSAは�年�立21周年を�える、�400�の��
利団体です。在⽇ベトナム�⽣⻘年を代�する、ベト

ナム政�に��された�⼀に団体としての�りを持

ち、⽇��国で活動しています。

 現在、北��、��、�東、東�、⼤�、��な

ど、14��があり、メンバー500�ほどいます。各�
�は��・��・スポーツ・国��流などの�々な活

動を⾏い、ベトナム�同⼠での�流を�め、VYSAの
ネットワークを�げています。また、�⽇友�促�に

も⼒を�れています。

VYSAについてVYSAについて
VYSAとはVYSAとは

メンバー��124�

活動��者�24,000�

�署����、�告���、スポーツ・���、���

VYSA KANTOについてVYSA KANTOについて



「各⾃の�⼒を�⼤�に発揮し、お�いに助

け�い、��の��を⽬指す」  

 VYSAメンバーの�員は「同じ�国の�を助
け�うことでお�いに成�していく」という

想いで�団し、ボランティアの形で活動して

います。また、チャレンジ精�を持ち、�⽣

活�びVYSAの活動を�立しながら⽇々�⼒し
ています。  更に、弊協�は各イベント�じ
て、各⾃の�⼒やポテンシャルを�⼤�に�

き�し、チームワークに必�なスキルなどを

�く場を提供しています。��、メンバーの

�員がこの�を�える�材になることを�っ

ています。

「在⽇ベトナムの若者を�えるとともに、

ベトナムの��を発�していく」  

 弊協�は在⽇ベトナムの若者の⽣活・�

�・��・��・���流などを�⾯的に�

援したいという想いで、�国で�期的にイベ

ントなどの活動を⾏っています。また、在⽇

ベトナムの若者を代�として��の発�・�

流などにも�⼒しており、国��流や異��

理�などの活動も��し、ベトナムの��を

�界中に発�しています。

使��び活動��使��び活動��

使�使� 活動��活動��



���援プロジェクトについて���援プロジェクトについて



専⽤ランディングページ

に��情�や先�トーク

を掲�することで、�期

保�できる。

��な告知チャネルに

��情�を発�する。

イベント���⽣に

VYSA Kantoがまとめる
�料と��からの�料

をメールに配�する。

先�による����コ

ンテストを�じて、�

�の�⽬が�まりその

�知度が�まる。

�⽣は、VYSAのウェブ
サイトにアクセスすれ

ば、いつでも��情�が

⼿に�れられる。

��な告知チャネルで�

�に�する、重�・��

な情�を�かりやすく発

�し、より�くの�⽣に

アプローチできる。

��相��(2回)と���
�コンテストを⾏う。�

⽣はVYSA Kantoによる年
1回しかいないschoolfair
に��できなくても、�

�情�を⾒�さない。

���援プロジェクトの�����援プロジェクトの��
��を�す在⽇ベトナム�に�して��情�や先�トークを�ける、���援のVYSA Kantoプロジェクト

�模�⼤ 情�の�期保���の�知度向上

��

��

理理

由由



8/8(⽉ )
��の申�開�

プロジェクトのスケジュールプロジェクトのスケジュール

8/21(⽊ )
����コンテストの

募�開�

8/28(⽇ )
オンライン��相��①

9/9(金 )
��の申��了(相�可)

9/16(� )
����コンテストの

募��了

10/9(⽇ )
��相��②

「先�の声」
⽇�の⼤�・専⾨��に

�っている先�に⾃�の�

�を��してもらう。

「先�の体��」
専攻�びや���び、�路の決め�

などに重�なポイントを�る。

「先�の体��」
��に必�な��とその��

についてアドバイスする。

※１ ����コンテスト�び��相��はVYSA Kantoが主�するイベントである。協賛��に負担をかけない。
※２ �てのイベントにおけるゲストスピーカーは、��の����なベトナム�先�の�々である。



��項⽬ ���援プロジェクト Schoolfair 2021

相�点

ランディングページに��情�を保� あり なし

先�による����コンテスト あり なし

���同��� なし あり

����� ��なし �� (12�)

��の��料 ¥20,000~ ¥30,000~

��点 ---
�⽣に�す��情�の発�

��相�を⽬的としたオンライン・�⾯イベントあり

SCHOOLFAIR 2021との�いSCHOOLFAIR 2021との�い



イベント��

119,831
リーチ�

�ての��のまとめ��

35,149
リーチ�

��の個別��

2,000+
リーチ�

「VYSA SCHOOLFAIR 2021の��」「VYSA SCHOOLFAIR 2021の��」
 〜Facebook fanpageでの告知活動�� 〜



 

N2
42.1%

N3
25%

N4
13.6%

N1
10%

N5
4.7%

その他

4.7%

 ⽇��
�⼒

��

71%

理�

29%

「VYSA「VYSA  
SCHOOLFAIRSCHOOLFAIR

2021」2021」
  

〜��〜〜��〜

���⽣�����⽣���200��200�

⼤�⾜

57%

�⾜

37%

��

6%

��者
�⾜度

専攻



1

2

N1＆N2  60％N1＆N2  60％
N3     25％N3     25％
N4＆N5  15％N4＆N5  15％

イベント��者の⽇���⼒イベント��者の⽇���⼒

��  50％��  50％
理�  50％理�  50％

希�専攻の��希�専攻の��

プロジェクトの⽬標プロジェクトの⽬標
Facebookグループでの 
平���リーチ�

Facebook fanpageでの
平���リーチ�

イベント
���⽣�

��希��⽣
�リーチ�

2,000 3,500

120 7,000



ご協賛についてご協賛について



サービス ��・�� 料金

����

(��型)
VYSA Facebookグループ
ウェブサイト

VYSA facebook fanpage (�ての��のまとめ�� x 2回)

告知チャネル

¥20,000

各イベントにて

����

MCにより��
イベントのプレゼント�料にてロゴ掲�

メールマガジン ベトナム�留�専⽤���料 (VYSA Kanto作成)
��よりいただく�料 (オンライン�のブックレット、パンフレット等)

イベント��者にメールにて配布する���内�料は、

�⾯イベントにて

���内�料を配布
パンフレットなど、��よりいただく�料を配布。

ご協賛の基�プランご協賛の基�プラン

メンバー� 24,678�

平�リーチ� 2,000 

グループ

フォロワー� 49,045

「いいね」� 47,170
 
平�リーチ� 3,500   

Fanpage

https://www.facebook.com/groups/vysajp
https://www.facebook.com/VYSAJP


No. サービス 料金 ��・��

1 ���� (ビデオ型) ¥3,000
5��内のビデオをご⽤�いただく。
ベトナム���作成をご担当する。

2 ビデオ制作 ¥25,000
VYSA Kantoはビデオの��、��と��までご担当する。
東�都、�奈川�、千葉�、埼⽟�にある��のみ��。

先�順で 10 �。

3 ��者のデータ共有 ¥5,000
�⽣���120�（予�）
�可�みの�⽣のみは、データをご共有する。

4
VYSA facebook fanpage

にて��
¥3,000 個別��

5 ��相��にてご発� ¥3,000
5��内
「��相��①」では、先�順で 3 �。
「��相��②」では、先�順で 3 �。

��オプション��オプション



 セットA

セットE

10% Off

15% Off���� (ビデオ型)

VYSA facebook  fanpage
にて個別��

���� (ビデオ型）

VYSA facebook fanpage
にて��

�⾯イベント

にてご発�

��者のデータ共有

お得なセットお得なセット

 セットB

10% Off

���� (ビデオ型)

�⾯イベント

にてご��

 セットC

10% Off

ビデオ制作

VYSA facebook  fanpage
にて個別��

 セットD

10% Off

ビデオ制作

�⾯イベント

にてご�� セットF

15% Off

ビデオ制作

VYSA facebook fanpage
にて��

�⾯イベント

にてご発�

��者のデータ共有



�プロジェクトの���⽤

50%

VYSA��奨励金
25%

他イベントの���⽤

15%

��の���⽤

10%

協賛金の��予算�協賛金の��予算�

支出
予算表

⼀�当たり����¥30,000
受���5�

・イベントの�場�

・イベントスタッフの⼿当

・先�の��金

・その他



01
��との打ち�わせ

 

オンラインで��する

02

��申�

申�期�までに申�書をご
提�いただく。

打ち�わせの内�に�え、
�プログラムとの�性度を
チェックさせていただく。

03

�果�知

申�書受�⽇から3⽇�内に�
果をメールでご��する。

ご��いただくことになった
場�に、���内もお�りす
る。

05
協賛金��

��⽇から30⽇�内に協賛金
のお��いをお願いします。

04

��との��の流れ��との��の流れ

※��オプションに�して、
別�ご�内する。

サービス提供

�果�知⽇から２�間�内
に��の個別��を⾏う。

メールマガジンについて、
各��相��から１�間�
内に⾏う。



下�の「��申�書」をクリックする、

�は左側にあるQRコードを�み�り、

��申�書をダウンロードすること。

必�項⽬を��すること。

ご��の上、下�のメールアドレスにご

�付ください。

申�期�

     taigai.vysa@gmail.com

         2022年9⽉9⽇(金) 23:59（相�可）

��申�書

申���

��申�のQRコード

協賛申�のご�内協賛申�のご�内

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL2ct2DyNjLQupoI7EmCk199WKrYUq2-ZO0xrZq2CO0/edit#gid=450166324


問い�わせ先問い�わせ先

VYSA KANTOの副��・ウエンVYSA KANTOの副��・ウエン

LinkedInLinkedIn

Facebook FanpageFacebook Fanpage080-7812-3154080-7812-3154

taigai.vysa＠gmail.comtaigai.vysa＠gmail.com

https://www.facebook.com/VYSAJP
https://www.facebook.com/VYSAJP
https://www.facebook.com/VYSAJP


���料���料



��⼤�

國��⼤� 立��⼤�  中央⼤� 吉�国�⼤� �奈川⼤� 吉�国�⼤� ��⼤�

��⼤�
北���⼤�

東�� 
デジタルハリウッド

⼤�
立��アジア�平�⼤� ⼤���⼤�

告知掲�

��薬科⼤� ⼗����女�⼤� �政⼤�

「VYSA SCHOOLFAIR 2021」「VYSA SCHOOLFAIR 2021」
〜〜��⼤�の��〜��⼤�の��〜



 

��内� リーチ� エンゲージメント�

Schoolfair�� 119,831 4,943

プレイイベント�� 11,255 1,936

VYSA奨�金�� 13,240 1,329

����のまとめ�� 35,149 3,302

��の個別�� 2,000 (平�) 200 (平�)

「VYSA SCHOOLFAIR 2021」の��「VYSA SCHOOLFAIR 2021」の��
 〜Facebook fanpageでの告知活動�� 〜 〜Facebook fanpageでの告知活動�� 〜



フォロワー� 49,045

「いいね」� 47,170

平�リーチ� 3,500

Facebook FanpageFacebook Fanpage

メンバー� 24,678�

平�リーチ� 2,000

プロジェクト専⽤の告知チャンネルプロジェクト専⽤の告知チャンネル

FacebookグループFacebookグループ ウェブサイトウェブサイト

https://www.facebook.com/VYSAJP
https://www.facebook.com/VYSAJP
https://www.facebook.com/VYSAJP

