
①都市名 飛騨・高山
②推進機関の名称（和文） 一般社団法人 飛騨・高山観光コンベンション協会
③推進機関の名称（英文） HIDA-TAKAYAMA Tourism & Convention Bureau
④住所 〒506－0011 岐阜県高山市本町１丁目２
⑤電話 0577-36-3315
⑥Fax 0577-36-0091
⑦URL http://www.takayama-cb.jp   
⑧Emailアドレス bureau@hidanet.ne.jp

●都市紹介
岐阜県北部に位置する飛騨地方は北アルプス（飛騨山脈）を擁し、槍ヶ岳、穂高連峰、乗鞍岳などの有名な山 を々望むことができます。世
界遺産に登録された白川郷合掌造り集落をはじめとしたアフターコンベンションも充実しており、町には外国語の案内標識も多い為、海外
からのお客様の受け入れもスムーズです。しばし都会の雑踏を忘れ、豊かな自然のなかで実り多いコンベンションを開催して頂けるよう、お
もてなしの心を大切に皆さまをお迎え致します。

最寄りの国際空港から都市部までのアクセス
中部国際空港⇒（名古屋鉄道／28分）⇒名古屋⇒（高山本線／2時間20分）⇒高山駅
富山空港⇒（特急バス／2時間15分）⇒高山駅

主要コンベンション施設
エリア／施設名 会場名 室数 床面積

（㎡）
収容人数（会議） 収容人数（レセプション） 会場の可能

分割数
同時通訳
設備設置

インターネット
設備の有無 備考シアター スクール 着席 立食

高山市民文化会館

大ホール 1,688 1,284 固定席
小ホール 545 399 固定席
3－11講堂 389 270
4－7会議室 208 150

飛騨高山ビッグアリーナ
メインアリーナ 2,200 4,000

1階可動席（672）
椅子設置（2,000）
2階固定席（1,280）
車椅子席（32）

サブアリーナ 840 800
多目的ルーム 199 200 120 4

飛騨・世界生活文
化センター

飛騨コンベンションホール 1,960 2,000 ○ 可動席（480）椅子設置
（1,520）、床暖房設備

飛騨芸術堂 697 500 ○ ○
大会議室 280 156 200 2 ○ ○
イベント広場 100

飛騨地域地場産業
振興センター

研修ホール 253 300 100
第1展示場 133 100 60 50 50 第1・2展示場は合併使用可
第2展示場 131 50 50 第1・2展示場は合併使用可

高山市図書館「煥章館」 生涯学習ホール 204 108 108 3
飛騨高山まちの博物館 研修室 187 120 120 2

主要ホテル

エリア／ホテル名 客室数
大宴会場 その他の会場

備考床面積
（㎡）

収容人数（会議） 収容人数（レセプション） 会場の可能
分割数 室数 床面積

（㎡）シアター スクール 着席 立食

高山グリーンホテル 254 622 720 528 370 450 4 6 70～406 JR高山駅より
徒歩8分

ひだホテルプラザ 225 570 540 300 300 500 2 4 51～380 JR高山駅より
徒歩5分

ホテルアソシア高山リゾート 290 500 400 250 200 350 2 4 70～280 JR高山駅より車で８分
（無料シャトルバスあり）

都市全体の宿泊収容能力
総施設数 総客室数 総宿泊可能人数 備考

ホテル 26 2,143 5,354 ※高山市街地のみ
旅館 41   509 1,701 ※高山市街地のみ
合計 67 2,652 7,055 ※高山市街地のみ

コンベンション開催に対する財政援助
・助成金制度

高山市コンベンション開催支援補助金交付制度
高山市で開催される50人以上のコンベンションにつきましては、高山市が設けている開催助成金の申請手続きが受けられます。
　◆国内会議（会期2日以上のスポーツ大会も対象）…参加人数を10で除した数に10,000円を乗じた額（限度額100万円）
　◆ 国際会議…参加人数を10で除した数に10,000円を乗じた額と、海外からの参加者数に10,000円を乗じた額の合計額（限度額200

万円）
　　※飛騨3市1村（高山市、飛騨市、下呂市、白川村）からの参加者は対象外。

・会議施設の割引
　当協会を通じて会場を予約されますと下記の会場等で、会場使用料減免措置が受けられます。
　〔高山市民文化会館、飛騨・世界生活文化センター、飛騨高山ビッグアリーナ、飛騨地域地場産業振興センター、高山市図書館「煥章館」〕

その他の支援サービス
・各種都市紹介資料の提供　【英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・フランス語・イタリア語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語】
・画像や映像（DVD）の提供　【英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語】
・開催地立候補提案書類の作成
・事前視察受入れ　※2人までの片道分交通費等を負担。
・PCO、旅行会社等の紹介
・アトラクションの提案　※地方伝統芸能の紹介。
・ボランティアの手配　※高山市ボランティア通訳関連事業の紹介。通訳登録国数：12ヵ国
　【英語・ドイツ語・スペイン語・インドネシア語・中国語・韓国語・ロシア語・フランス語・マレーシア語・タイ語・イタリア語・ポルトガル語】

ユニークなコンベンション会場
施設名 内容
まつりの森 平成の祭屋台が展示されているドーム内でのバンケットが可能（着席80名、立食150名）
飛騨民俗村（飛騨の里） 飛騨各地から移築した合掌造り内でのバンケットが可能。
飛騨高山美術館 北アルプスを望む高台のガラス美術館。芝生の上でガーデンパーティが可能。

ユニークなプログラム、体験プログラム、同伴者プログラム
ふれあい体験プログラム
・農業体験…高冷地の気候を活かして米、野菜、果実などが栽培されています。種まきから収穫まで、様々なメニューを体験することができます。
・環境活動体験…森林面積の広い高山市での間伐や枝打ちなどの体験作業を通じ、自然と人との共生を実感することができます。
・食文化体験…地域の歴史と文化に育まれた伝統食や四季の恵みが感じられる郷土料理などを、体験を通じて学びます。
・生活文化体験…高山の地域に根付いた知恵と工夫が詰まったクラフト体験ができます。
・体験メニュー…源流探検・巨樹、巨石探検・炭焼き、薪割り・陶芸体験など

会議後旅行
・高山市内半日観光Aコース
　（朝市→高山陣屋→古い町並散策→日下部民芸館→高山祭屋台会館→飛騨高山春慶会館）
・高山市内半日観光Bコース
　（飛騨高山テディベアエコビレッジ→飛騨の里→飛騨高山まつりの森・茶の湯の森）
・乗鞍方面1日観光コース（飛騨大鍾乳洞→乗鞍→新穂高ロープウェイ）
・荘川、白川郷方面1日観光コース
・国府、古川方面半日コース

その他
・アウトドア＆スポーツ（ゴルフ、スキー、キャンプ、登山など）

主要コンベンションの開催実績ならびに今後の開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2014年9月 全国トップマスターズモード発表会・東海北信越美容協議会 飛騨・世界生活文化センター 3,500   　　　
2014年3月 第41回耳の日フェスティバル 飛騨・世界生活文化センター 1,000   　　　
2013年11月 第61回東海四県スポーツ推進委員研究大会 飛騨・世界生活文化センター、丹生川文化センターほか 2,384   　　　
2013年11月 HINODE-7（国際シンポジウム） 飛騨・世界生活文化センター 242（150）
2013年10月 全国女性消防団員活性化大会 飛騨・世界生活文化センター 2,530   　　　
2013年6月 第10回レスリング講演及び東海ブロックレフリー講習会 国立乗鞍青少年交流の家 247   　　　
2013年6月 平成25年度中部ブロック児童養護施設・乳児院研究協議会 高山グリーンホテル 211   　　　
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