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日本コンベンション都市ガイド
—施設の概要と公的支援—

はじめに

　国際会議、企業会議、インセンティブ旅行等MICEの誘致・開催は、ビジネス機会やイノベーション

の創出につながるとともに、地域に対して大きな経済波及効果を生み出すものであり、国や都市の

国際的な競争力を強化するツールとしてきわめて重要な機能です。

近年、MICEのこうした機能に着目し、アジア諸国をはじめとした海外の有力国・都市がMICE誘致に

官民を挙げて取り組んでおり、国家間の競争は年々激化しています。

　我が国では、日本再興戦略において、2030年にはアジアNo.1の国際会議開催国として不動の地位

を築くことを目標にかかげています。この目標を達成するには、国際観光振興機構、コンベンション推進

機関、PCO（会議運営業者）等、国際会議の業界関係者及び主要学術分野の国際的リーダ－並びに

大学等との連携体制を整備し、オールジャパンの視点により、取り組まなければなりません。

　本書は、国際会議をはじめとしたMICE開催の企画、検討を行うための都市情報についてコンパクト

にまとめたものです。主催者（国際会議誘致担当者）や支援者にとっては、開催地や会場の候補選定

などの計画を策定するため、受け入れ側である都市にとっては、都市の魅力をアピールするツールと

してご活用いただけます。

　この「日本コンベンション都市ガイド」を多くの MICE 関係者にご覧いただき、国際会議・

企業インセンティブ旅行の日本誘致の一層の促進に寄与することができれば幸いです。

2018年2月

日本政府観光局（JNTO）
コンベンション誘致部
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（公財）東京観光財団
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 日新ビル6階
Tel  03-5579-2684　 FAX  03-5579-2685　 URL  http://businesseventstokyo.org/ja/　 Email  businessevents@tcvb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
グランドニッコー東京 台場 882 2,580 3,300 1,632 1,688 3,200 4 2,180 16 有 品川駅から車で約20分
ザ・プリンス パークタワー東京 603 2,394 3,600 1,800 1,200 3,000 7 2,280 15 有 東京駅から車で約10分
品川プリンスホテル 3,560 2,046 2,400 1,620 970 2,000 9 5,052 26 有 品川駅から徒歩約2分
グランドプリンスホテル新高輪 896 2,013 2,400 1,260 1,134 2,200 — 802 4 有 品川駅から徒歩約5分
グランドプリンスホテル新高輪  
国際館パミール — 2,397 2,880 1,512 1,280 2,500 4 4,842 14 — 品川駅から徒歩約5分

ホテルオークラ東京 
（2019年新本館開業以降） 508 2,000 2,300 ～

2,600
800 ～
1,200

800 ～
1,000

2,000 ～
2,500 4 2,930 19 有 東京駅から車で15分

ホテルニューオータニ 1,479 1,992 2,184 1,200 1,150 2,500 2 5,867 33 有 東京駅からJR中央線で9分
帝国ホテル東京 931 1,965 1,800 1,200 1,320 2,000 2 4,969 26 有 東京駅から車で約10分
ホテルイースト21東京 381 1,800 1,600 1,000 700 2,000 2 1,414 7 有 東京駅から車で約15分
東京プリンスホテル 462 1,650 1,500 900 900 2,000 2 3,643 23 有 東京駅から車で約10分

都市の宿泊収容能力	 ●ホテル：総施設数682／総客室数100,122　●旅館：総施設数1,209／総客室数49,164　
 ●合計：総施設数1,891／総客室数149,286

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2026年11月 第33回国際アクチュアリー会議 TBA 2,000
2023年8月 2023年応用数理国際会議（ICIAM) 早稲田大学 3,000
2021年9月 第22回国際栄養学会議 東京国際フォーラム 4,500
2018年12月 シーグラフアジア2018 東京国際フォーラム 7,000
2018年9月 第11回国際水協会（IWA）世界会議 東京ビッグサイト 6,000
2017年11月 第21回アジア外科学会/第79回日本臨床外科学会総会 東京国際フォーラム 6,500
2017年5月 2017年世界女性サミット グランドプリンスホテル新高輪 1,500
2016年9月 第46回国際禁制学会（ICS）年次総会 東京国際フォーラム 2,100
2016年2月 第25回アジア太平洋肝臓病学会議年次総会 国際館パミール、グランドプリンスホテル新高輪 4,300
2015年10月 OpenStack Summit October 2015 Tokyo グランドプリンスホテル高輪 5,000
2014年10月 国際法曹協会年次大会 東京国際フォーラム 6,300
2014年4月 国際眼科学会 東京国際フォーラム、帝国ホテル東京 20,000
2013年10月 第20回ITS世界会議東京2013 東京ビッグサイト 4,000
2012年10月 国際通貨基金 （IMF）/世界銀行グループ 2012年年次総会 東京国際フォーラム、帝国ホテル東京 12,000

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi 備考
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

東京国際フォーラム  — 約145,000 5,012 — ホール7 
会議室34 5,000 2 1,328 3,000 有 屋外「地上広場」、ガラス棟「ロビーギャラリー」

「ラウンジ」にも貸出スペース有

東京国際展示場
（東京ビッグサイト）
東展示棟・東新展示棟

 —
66,140

(除くリンクス
ペース）

 — — — 11,680/
東7ホール — — — 有

全体：
11,680㎡展示場×1
8,670㎡展示場×4
8,350㎡展示場×2
3,080㎡展示場×1
1,120㎡リンクスペース×1

（東1 ～ 3、東4 ～ 6、東7・8は通し使用可能）

東京国際展示場
（東京ビッグサイト）
西展示棟

 —
29,280

(除くアトリウ
ム・屋上展示

場）
 — — —

8,880/
西1ホール
（西1.2同

じ）
— — — 有

全体：
8,880㎡展示場×2
6,840㎡展示場×1
4,680㎡展示場×1
2,000㎡アトリウム×1
6,000㎡屋上展示場×1

（西1・2、西3・4は通し使用可能）

東京国際展示場
（東京ビッグサイト）
会議棟

 — —
1000 
(固定）

/国際会議場
—

22
（一部の会議
室を除きシア
ター、スクー
ル形式可能）

— — —
約700/ 

レセプショ
ンホール

(2分割可)
有 国際会議場は8カ国語対応同時通訳設備有

着付け体験

● 江戸木版画体験
高い技術を持った版画の摺り師が目の前で伝統的な浮世絵を
摺り上げます。浮世絵摺りの体験も可能です。

● 着付け体験
参加者が好みの色柄の振袖を選んで、プロの手による着付けが
受けられます。洋服を着たままで本格的な着物姿を体験でき、
金屏風の前で記念撮影も楽しめます。

● 生け花体験
講師による生け花の歴史講座とデモンストレーションの後、各
自作品を作り上げる体験が参加者に好評です。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

江戸木版画体験

日本の政治・経済・文化の中心である東京は、日本で最も多くのコ
ンベンション施設や宿泊施設、豊富な国際会議の開催実績を有する 
日本を代表するコンベンション都市です。
東京は新旧の観光スポットに溢れ、80,000店舗以上ある飲食店の中に
はミシュランの星を獲得しているレストランが数多くあり、ビジネス
の中心であると同時に伝統とモダンが共存するユニークな文化やグル
メも楽しめる街です。最先端の技術や情報が集まり、迅速できめ細かい
サービスが期待できる等、コンベンションを成功に導く様々な要素が
凝縮されているところに東京の更なる魅力があると言えるでしょう。
東京観光財団では、様々な支援サービスを取りそろえ、皆さまのコン
ベンション誘致から開催までを強力にサポートいたします。コンベン
ションを成功に導く東京での会議開催を是非ともご検討下さい。

支援策
1.	コンベンション開催等に関する財政援助
１）誘致資金助成制度
一定の基準を満たした国際会議を東京都内で開催しようとする主催者に対し
て、その誘致活動経費の一部をサポートする制度。
２） 開催資金助成制度
一定の基準を満たした国際会議に対して、対象となる開催時の運営資金の一部
をサポートする制度。
３）立ち上げ準備/開催資金助成事業
一定の基準を満たした国際会議を東京都内で立上げようとする主催者に対し
て、その準備経費や開催時の運営資金の一部をサポートする制度。
※ いずれも開催地決定前に申請・登録が必要となります。
※ 対象：都内における外国人参加者延泊数（外国人参加者数×開催日数）が

400泊以上となる国際会議。
※ 詳細は、東京観光財団コンベンション事業部ウェブサイト「BUSINESS 

EVENTS TOKYO」でご確認ください。

2.	その他の支援サービス
１）国際会議誘致支援サービス
①立候補までの事前準備段階
・ 東京の最適なコンベンション施設のご提案（会場使用計画の作成及び見積作成

等）
・ 会場視察の手配
・ 宿泊プラン、観光プラン、レセプション会場等のご提案
・ 基本計画策定のサポート（全体基本計画作成及び予算書作成のアドバイス等）
② 立候補から誘致決定まで
・ 基本誘致戦略策定
・ 財政及びプログラム支援（誘致資金助成、開催資金助成、プログラム提供）
・ プロポーザル（ビッド・ペーパー）及びプレゼンテーション資料の作成サポー

ト
・ 国際本部キーパーソン受入サポート（視察手配、主要観光スポットのご紹介等）
・ 総会・理事会での立候補・ロビー活動サポート（誘致ツールのご提供等）
２）国際会議開催支援サービス
① 開催準備にむけて 
・ 会議運営会社、旅行代理店やイベント会社等、会議の運営に必要な関連企業の

ご紹介
② 開催地決定後の開催準備期間
・ 前回大会での参加促進サポート（地図・ガイドブックの提供、DVD・バナー

の貸出等)
・ 開催準備（レセプション会場のご紹介、観光・文化プログラムの企画提案、観

光情報のご提供等）
③ 会議開催期間中
・ 会議運営サポート（海外参加者への地図・ガイドブックのご提供等）

詳しくは...
BUSINESS EVENTS TOKYO
http://businesseventstokyo.org/ja/

アクセス

成田空港
➡︎ 東京駅 成田エクスプレス（53分）

➡︎ 日暮里駅 京成スカイライナー（36分）

羽田空港
➡︎ 品川駅 京急線快特（11分）

➡︎ 浜松町駅 東京モノレール（13分）

成田空港 ➡︎ 都内主要
ホテル

リムジンバス（60 ～ 110分）

羽田空港 ➡︎ リムジンバス（15 ～ 105分）

● 浜離宮恩賜庭園
日本庭園の伝統美と都心高層ビルの対比を楽しむことができる東京な
らではの庭園。都内のコンベンション施設やホテルからのアクセスも良
好です。立食30名～最大1,000名までのレセプションに対応可能です。

● 日本科学未来館
最先端の科学技術が体験可能な科学館。1,500㎡の展示エリア等に加え、
有機ELパネルを使った世界初の地球ディスプレイ、ジオ・コスモス下の
シンボルゾーンではレセプションが開催可能です（立食最大500名）。

日本科学未来館

浜離宮恩賜庭園

ユニークべニュー

http://businesseventstokyo.org/ja/
mailto:businessevents%40tcvb.or.jp?subject=
https://www.tokyo.grand-nikko.com
http://www.princehotels.co.jp/parktower/
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
http://www.princehotels.co.jp/newtakanawa/
http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/banquet/banquet.html#area01
http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/banquet/banquet.html#area01
http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/
http://www.newotani.co.jp/tokyo/
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/
https://www.hotel-east21.co.jp
http://www.princehotels.co.jp/tokyo/
https://www.t-i-forum.co.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
http://www.bigsight.jp
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札 幌
雄大な自然と都市機能が調和し、多様なMICE施設・ホテ
ルが中心部に位置するコンパクトシティ札幌。2016年、
新たな環境配慮の国際的指標であるGDS-Indexに加盟し、
アジア太平洋地域を代表するサステナブルシティを目指
しています。経済効果重視から地域貢献の意義も問われ
る時代に、札幌は、主催者と地域の双方のニーズに対応で
きるような、地域ならではのMICEメニュー（ユニークベ
ニューやCSRプログラムなど）の開発に取り組むなど、グ
ローバルなMICE開催適地として多面的にアピールしてい
ます。

支援策
1.	誘致支援
・ コンベンション誘致に向けての企画コンサルティング　【国際会議】
・ 誘致提案書、プレゼンテーション等の準備・コンサルティング　【国際会議】
・ コンベンション施設等の紹介
・ 札幌のプロモーションツールの提供（観光パンフレット、画像・動画データ等）
・ 現地・会場視察受入の補助【国際会議】
・ コンベンション誘致促進助成金※

 札幌へ誘致を目指すコンベンションが対象で、最大1,000万円を助成。
・ その他
 インセンティブツアー誘致促進サポート制度※

市内に延べ200泊以上でアトラクション･空港歓迎などを提供。

2.	開催支援
・ 会議施設、運営会社（PCO等）、パーティー会場（ユニークベニュー）、アトラ

クション等の紹介
・ 市内広報宣伝、事業の後援
・ 観光マップ、パンフレット等の提供
・ インフォメーションデスク（市内観光案内）の設置 【国際会議】
・ 同伴者向け日本文化体験プログラム等の実施 【国際会議】
・ コンベンション開催資金貸付金※

 開催経費の20％以内で最大300万円。貸付期間は最大2年間。（現在は実質無
利子）

・ シャトルバス助成金※

 コンベンション会場等を結ぶシャトルバスの借上げ費の50％以内で、最大
50万円。

・ グリーンMICEサポート

※ 各種サポート制度の詳細につきましては、札幌国際プラザまでお問合せくだ
さい。

詳しくは...
札幌コンベンションビューロー
http://www.conventionsapporo.jp/j/

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ロイトン札幌 292 1,607 2,014 1,134 1,260 2,000 3 18 有 地下鉄西11丁目駅から徒歩約3分
札幌パークホテル 216 1,165 2,000 1,000 1,000 1,500 3 18 有 地下鉄中島公園駅から徒歩約1分
プレミアホテル -TSUBAKI- 札幌 322 1,100 1,500 700 640 1,200 3 5 有 地下鉄菊水駅から徒歩約9分
京王プラザホテル札幌 507 1,000 1,500 1,000 800 1,200 2 19 有 JR/地下鉄札幌駅から徒歩約3分
札幌プリンスホテル 587 1,000×2 1,120 720 600 1,000 4 11 有 地下鉄西11丁目駅から徒歩約3分
ホテルエミシア札幌 511 764 900 480 500 700 2 12 有 JR/地下鉄新札幌駅から徒歩約3分
札幌グランドホテル 504 760 900 468 530 1,000 2 24 有 地下鉄大通駅から徒歩約5分（直結）
JRタワーホテル日航札幌 350 304 368 180 180 200 2 3 有 JR/地下鉄札幌駅から徒歩約3分（直結）
メルキュールホテル札幌 285 205 130 90 80 120 2 3 有 地下鉄すすきの駅から徒歩3分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数133／総客室数23,532　●旅館：総施設数36／総客室数2,373　●合計：総施設数169／総客室数25,905

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2023年8月 第34回国際電波科学連合総会 (URSI GASS 2023) 札幌コンベンションセンター 1,000予定

2022年9月 第22回国際真空学会（IVC-22) 札幌コンベンションセンター 2,000予定

2020年8月 第29回低温物理学国際会議 (LT29) 札幌コンベンションセンター 1,500予定

2019年5月 IEEE回路とシステム国際シンポジウム (ISCAS 2019) 札幌コンベンションセンター 1,500予定

2018年6月 国際海洋極地工学会議2018年次総会（ISOPE 2018) ロイトン札幌 1,000予定

2018年8月 世界牛病学会 (WBC 2018) 札幌コンベンションセンター 1,600予定

2017年5月 アジア石油化学工業会議2017（APIC 2017） ロイトン札幌 1,400 (900)

2016年7月 第17回世界冬の都市市長会議 札幌コンベンションセンター 100 (70)

2015年7月 第5回国際野生動物管理学術会議 (IWMC 2015) 札幌コンベンションセンター 1,300 (400)

2014年7月 第26回有機金属化学国際会議 (ICOMC 2014) ロイトン札幌 1,200 (400)

2014年7月 第11回アジア・大洋州地球科学学会 (AOGS 2014) ロイトン札幌 3,400 (1,900)

2013年5月 第65回日本産科婦人科学会学術講演会 ロイトン札幌、ホテルさっぽろ芸文館、札幌プリンスホテル、札幌市教育文化会館 5,200

2012年5月 第108回日本精神神経学会総会 札幌コンベンションセンター 6,000

2011年9月 世界微生物学協会連合世界大会 (IUMS 2011) 札幌コンベンションセンター他 4,800 (1,300)

2010年6月 日本APEC貿易担当大臣会合 札幌コンベンションセンター 1,000 (900)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

札幌コンベンションセンター — — 2,500 1,200 18 2,607 3 1,200 2,000 有 地下鉄東札幌駅から徒歩8分
アクセスサッポロ — — 5,500 4,000 7 5,000 4 3,000 6,000 有 JR新札幌駅からタクシー約5分

札幌ドーム 53,738 —
固定客

席数 
41,484

— — 14,460 — — — 有 地下鉄福住駅から徒歩10分

開業予定の施設

札幌市民交流プラザ — — 2,302 — 23 448 — — — 有
2018年10月開業
札幌駅から徒歩10分。地下鉄大通駅から 
徒歩2分

● 定山渓温泉
市内中心部から車で40分。「札幌の奥座敷」
として知られる定山渓。支笏洞爺国立公園
内にある定山渓温泉は美しい渓谷に囲まれ
た景勝地。伝統的な和風旅館での茶の席や
アイヌ民話などもお楽しみいただけます。

● 日本文化体験プログラム
札幌での会議をサポートするために様々な
体験メニューをご用意しています。ボラン
ティアスタッフが同伴者向けに、茶道、生
け花、書道、着付体験等のアクティビティ
をお手伝いいたします。

● アイヌ文化体験
ムックリ製作などのアイヌ文化体験プログ
ラムもご紹介できます。

定山渓温泉 日本文化体験プログラム

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

● 大倉山ジャンプ競技場
1972年開催の冬季オリンピック札幌大会のジャンプ競技場。現在も国
際的な大会が多く開かれ、サマージャンプもMICEのアトラクションと
して好評。標高307ｍのジャンプ台頂上までリフトで上がると札幌の街
なみを一望でき、展望台やオリンピックミュージアムを併設している。
多目的ホールはパーティ会場として利用可能。

● 豊平館
1880年高級西洋ホテルとして北海道開拓使が建造。1964年重要文化
財指定。現在中島公園の中に移設され、大広間は会議後のレセプション
などに利用可能。創設当時の白とウルトラマリンブルーの色調が洋風館
と自然の調和を一層際立たせている。

● 札幌芸術の森
札幌郊外に位置し、屋内外にアート空間が広がる芸術文化施設。アート
ホールを貸切り、パーティ会場として利用できるほか、四季折々の楽し
み方ができる。冬は野外美術館でかんじきウォーク体験も可能。

大倉山ジャンプ競技場

豊平館

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）札幌国際プラザ
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目 札幌ＭＮビル３Ｆ
Tel  011-211-3675　 FAX  011-232-3833　 URL  http://www.conventionsapporo.jp/j/　 Email  convention@plaza-sapporo.or.jp

アクセス
（2017年11月現在）

ソウル ➡︎

新千歳空港

直行便（2時間半）

北京 ➡︎ 直行便（3時間45分）

上海 ➡︎ 直行便（3時間半）

香港 ➡︎ 直行便（4時間半）

台北 ➡︎ 直行便（3時間40分）

バンコク ➡︎ 直行便（6時間）

クアラルンプール ➡︎ 直行便（8時間半）

新千歳空港 ➡︎ 札幌駅
JR快速エアポート*（37分）

空港リムジンバス*（約1時間）
*それぞれ15分おきの運行

北
海
道
・
東
北

▼ 

札
　
幌

http://www.daiwaresort.jp/royton/
http://www.park1964.com
https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo/
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp
http://www.princehotels.co.jp/sapporo/
http://www.hotel-emisia.com
https://www.grand1934.com
https://www.jrhotels.co.jp/tower/
http://mercuresapporo.jp
http://www.sora-scc.jp/access/
http://www.axes.or.jp
https://www.sapporo-dome.co.jp
https://www.sapporo-community-plaza.jp
http://www.conventionsapporo.jp/j/
mailto:convention%40plaza-sapporo.or.jp?subject=


10 11

旭 川
旭川市は北海道のほぼ中央に位置し、人口34万人を擁す
る中核市です。周囲には、国内最大の大雪山国立公園や美
瑛・富良野等の景勝地に恵まれ、春夏秋冬それぞれの美し
い雄大な自然が、訪れた人々の目を楽しませてくれます。
公共の大規模コンベンション施設が充実しており、比較的
安価な使用料で利用することができ、隣接する宿泊施設

（ホテル）との併用が可能です。古くから交通の要衝とし
て、新鮮な北海道各地の農畜産物や、日本海、オホーツク
海、太平洋の3海から獲れる海産物の一大集積地旭川で、
大雪山の伏流水を利用した米や地酒とともに美味しい料
理をご堪能ください。

支援策
①旭川の関連施設等情報・資料の提供
②会場の確保と宿泊施設のコンサルティング
③会議・大会等の運営関連業社の紹介
④歓迎看板・ステッカーの設置（条件あり）
⑤旭川の各種ガイド等の提供
⑥開催補助金交付制度の申請支援
⑦コンベンション補助金交付制度の申請支援
⑧知事・市長等挨拶者の招聘要請
⑨報道機関への依頼代行
⑩アトラクション・エクスカーションの企画支援
⑪バリアフリー支援組織の紹介

詳しくは...
（一社）旭川観光コンベンション協会ホームページ
https://www.atca.jp/info/shien/

アクセス

新千歳空港 ➡︎

旭川駅

（JR快速エアポート）⇒札幌駅⇒ 
（JR特急ライラック）⇒旭川駅 
【約2時間10分】

旭川空港 ➡︎ 連絡バス（約30分）

雪の美術館
建物から展示まで全て雪を
イメージして作られていま
す。館内の「雪の館」では
最大100名様までのお食事
利用が可能です。

旭川市市民活動交流センター（CoCoDe）
明治時代に建築された旧国鉄の工場をリノベーション。ホールと屋外を利用したパー
ティーなど多様なイベントに対応できます。

ユニークべニュー

● 雪の美術館
大雪山系のふもと旭川市には日本で最も美しい雪の結晶が降ると言わ
れています。雪の美術館は建物から展示まで全て雪をイメージして作ら
れています。館内の「雪の館」では、最大100名様までのお食事利用が
可能です。

● 旭川市市民活動交流センター
旧国鉄の工場として明治時代に建築された2練煉瓦造り建造物で、セミ
ナー、パーティーが可能です。

お問い
合わせ

（一社）旭川観光コンベンション協会
〒070-0035 北海道旭川市5条通７丁目 旭川フードテラス2F
Tel  0166-23-0090　 FAX  0166-23-1166　 URL  https://www.atca.jp　 Email  info@atca.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
星野リゾート旭川グランドホテル 237 1,072 1,200 800 800 1,000 2 ー 16 有 旭川駅から約1km
アートホテル旭川 265 960 1,110 600 540 1,500 2 2,976 16 有 旭川駅から約1km
旭川トーヨーホテル 128 540 700 330 400 600 2 ー 11 有 旭川駅から約1km
ホテルWBFグランデ旭川 120 155 150 100 70 100 2 195 2 有 旭川駅から約500m
ホテルクレッセント旭川 159 133 100 80 80 100 3 1,600 3 有 旭川駅から約1km

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年12月 ASEAN＋3　財務大臣・中央総裁銀行代理会議 星野リゾート旭川グランドホテル 150 （120）
2016年9月 第30回法人会全国青年の集い　北海道大会 旭川大雪アリーナ 2,000
2016年5月 第86回日本衛生学会学術総会 旭川市民文化会館 1,000
2015年8月 第45回全日本中学校バレーボール選手権　旭川大会 旭川大雪アリーナ 1,000
2014年9月 日本精神科救急学会学術集会 旭川グランドホテル 700
2013年9月 第13回全国赤十字病（産）院スポーツ大会 旭川市花咲スポーツ公園他 1,300
2013年9月 第28回日本糖尿病合併症学会 旭川グランドホテル 800
2013年6月 第19回日本看護診断学会学術大会 旭川市民文化会館 1,200
2013年5月 第65回全国建築板金業社北海道大会in旭川 旭川大雪アリーナ 3,200
2012年10月 日本水道協会　第81回総会 旭川大雪アリーナ 3,000

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

旭川大雪アリーナ 9,133 3,024 8,000 ー 4 1,800 ー ー ー 無 旭川駅から約1km
旭川市大雪クリスタルホール［音楽堂］ 597 540 597 ー 5 ー ー ー ー 無 旭川駅から約1km
旭川市大雪クリスタルホール 

［国際会議場大会議室］ 554 295 300 180 5 295 ー 200 250 無 旭川駅から約1km

旭川市大雪クリスタルホール 
［レセプション室］ ー ー 150 90 5 ー ー 100 150 無 旭川駅から約1km

旭川市民文化会館［大ホール］ 1,546 － 1,546 ー 6 598 ー ー ー 無 旭川駅から約1km
道北地域旭川地場産業振興センター 

［大展示場］ 1,262 1,500 1,000 480 6 1,500 3 400 600 有 旭川駅から約1km

旭川市公会堂 725 ー 717 ー 4 ー ー ー ー 無 旭川駅から約1km
道北経済センタービル［大中ホール］ 640 450 500 360 4 450 2 300 450 無 旭川駅から約1km

● 北の嵐山エリア～陶芸体験、ガラス体験、茶道体験
● そばの里江丹別～そばの手打ち体験
● 旭川市内各所～木工体験、農業体験、ハガキ作り体験、乗馬体験、果樹園でのもぎ取り体験
● 冬季体験～スノーモービル、スノーラフティング体験、圧雪車周遊、レンタルスキー、スノーシューレンタル

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

圧雪車周遊（雪の村） 陶芸体験（北の嵐山）

北
海
道
・
東
北

▼ 

旭
　
川

https://www.atca.jp
mailto:info%40atca.jp?subject=
http://www.hoshinoresort.com/resortsandhotels/uniquehotels/asahikawa.html
https://www.art-asahikawa.com
https://www.toyo-hotel.net
https://www.hotelwbf.com/grande-asahikawa/
https://www.hotel-cr.com
http://www.asahikawa-dpc.co.jp/6Arena/arenaindex.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html
http://www1.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/
http://www.asahikawa-jibasan.com
http://www.asahikawa-jibasan.com
http://www1.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/bunkashinko/siminbunka/contents15.html
http://www.ccia.or.jp
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釧 路
釧路市は北海道の東部、太平洋側に位置し、特別天然記念
物タンチョウで有名な「釧路湿原国立公園」と、マリモで
有名な「阿寒摩周国立公園」2つの国立公園があり、世界
的にも貴重で魅力あふれる地域資源と、港町ならではの豊
富な水産資源に恵まれた自然豊かな街です。
近年は夏の涼しさが注目され、8 月の平均最高気温が
22.9度と涼しく快適で、スポーツ合宿・大学のゼミや、長
期滞在のお客様も増えております。
都心部には、MICE施設・ホテル・繁華街が集中しており、
コンパクトなMICE開催が可能です。

支援策
【コンベンション開催補助制度】
[国際大会]①限度額100万円②日本を含む2か国以上③国外参加者10名以上
④1人当たりの補助額－国内参加者500円、国外参加者5,000円
[ 全国大会 ] ①限度額 100 万円②市内宿泊 50 名以上③一人当たりの補助額
500円
また、上記限度額内において、アトラクション補助、エクスカーション補助、 
交通補助、印刷補助が適用可能
※その他各種条件がございますので、詳細はお問い合わせください。

【準備時】
① 事前視察の受入、会議場・宿泊施設の下見等、事前視察の調整を行います。
② 情報ツールの提供
～事前準備に役立つ情報ツールを提供いたします。
 ・ MICE in 釧路 パンフレット　・観光パンフレット　・MICE in 釧路 

DVD：｢MICE施設（10分）｣ ｢アフター MICE（9分）｣ ｢ぐるめ図鑑（7分）｣
の3種

③ アトラクション・アフター MICEの提案・紹介
④ MICE関連事業者の紹介・手配

【開催時】
① 歓迎ツールの設置・貸与
 ・ 歓迎ポスター　・歓迎のぼり　・歓迎バナースタンド（ロールスクリーン）
 ・ オリジナル折鶴
② 釧路湿原ジオラマ展示
③ 物産販売・観光案内コーナーの設置
④ 釧路フィッシャーマンズワーフMOO鶴の恩返しスタンプカード
⑤ コンベンションバッグ（有料）
⑥ 市長対応・報道機関PRの協力

詳しくは...
釧路・阿寒湖公式サイト Super Fantastic Kushiro Lake Akan
http://ja.kushiro-lakeakan.com/mice/

アクセス

釧路空港 ➡︎ 釧路市街地 バス（約60分）

JR札幌駅 ➡︎ JR釧路駅 特急（1日6往復／約4時間）

お問い
合わせ

（一社）釧路観光コンベンション協会
〒085-0017 北海道釧路市幸町3-3 釧路市観光国際交流センター内
Tel  0154-31-1993　 FAX  0154-31-1994　 URL  http://ja.kushiro-lakeakan.com/mice/　 Email  mail@kushiro-kankou.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

釧路プリンスホテル 400 610 720 360 400 600 235 5 有 釧路駅より徒歩10分

ANAクラウンプラザホテル釧路 180 600 600 216 320 240 3 479 5 有 釧路駅より徒歩12分

釧路センチュリーキャッスルホテル 48 760 1,000 500 800 1,000 1,035 9 有 釧路駅より車で5分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数31／総客室数3,714　●旅館：総施設数20／総客室数271　●合計：総施設数51／総客室数3,985

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）

2017年1月 第38回全国都市清掃研究・事例発表会 釧路市観光国際交流センター 約500

2016年8月 第67回日本電気泳動学会総会 釧路市観光国際交流センター 約200

2015年1月 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ 
第8回パートナー会議

釧路市観光国際交流センター 約100

2015年1月 第87回日本学生氷上競技選手権大会 釧路市柳町スピードスケート場 ほか 約1,400

2014年12月 FIS公認第27回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会 国設阿寒湖畔スキー場 約250

2014年1月 第8回自動車リサイクラーズ国際会議2014in釧路 釧路プリンスホテル 約200

2014年1月 全日本断酒連盟第51回全国大会 釧路市観光国際交流センター 約1,500

2014年1月 2014ふゆトピア・フェアin釧路 釧路市観光国際交流センター 約500

2013年9月 国際啄木学会第24回釧路大会 釧路市生涯学習センターほか 約500

2012年1月 第29回法人会全国大会北海道大会 釧路市民文化会館 ほか 約2,000

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

釧路市観光国際交流センター 1,600 1,793 1,500 1,200 7 1,793 3 1,600 有 釧路駅より徒歩12分

釧路市生涯学習センター 800 559 806 15 271 2 有 釧路駅より車で5分

釧路市民文化会館 1,524 1,541 1,524 4 391 無 釧路駅より車で10分

釧路市交流プラザさいわい 150 139 75 20 240 2 有 釧路駅より徒歩10分

阿寒湖まりむ館 480 434 480 360 5 無 釧路空港より車で1時間

● 釧路地区では釧路湿原国立公園で木道散策のほか、夏や冬一年を通して体験できる釧路川カヌー体験などが楽しめます。
● 阿寒地区では阿寒摩周国立公園での自然散策のほか、アイヌコタンではアイヌ古式舞踊や、アイヌの楽器「ムックリ」製作体験などがございます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

アイヌ古式舞踊釧路川カヌー体験

北
海
道
・
東
北

▼ 

釧
　
路

http://ja.kushiro-lakeakan.com/mice/
mailto:mail%40kushiro-kankou.or.jp?subject=
http://www.princehotels.co.jp/kushiro/
http://www.anacpkushiro.com
http://www.castlehotel.jp
http://www.kushiro-kankou.or.jp/kkc/
http://www.kushiro-bunka.or.jp/manabo/
http://www.kushiro-bunka.or.jp/hall/index.html
http://www.kushiro-bunka.or.jp/saiwai/
http://www.city.kushiro.lg.jp/shisetsu/hp0005_00001.html
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青 森
市街地と海と駅が隣接する青森市は、八甲田連峰や陸奥湾
などの美しい自然に囲まれ、豊富な海の幸や山の幸が自慢
です。駅前に広がるベイエリアは、青森ねぶた祭を体感で
きる「ねぶたの家ワ・ラッセ」をはじめとする青森の魅力
を満喫できる施設が充実しています。八甲田エリアでは、
四季折々に美しい景観が見られ、数々の温泉が点在してい
ます。青森の奥座敷といわれる浅虫は、棟方志功や太宰治
などの多くの文化人も訪れた歴史ある温泉街です。四季彩
豊かな自然に抱かれ、おもてなしの笑みいっぱいの青森市
で、会議を開催してみませんか。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
※要件がありますので詳細はお問合せください。
1） 青森県大規模MICE開催費助成金

対象：県外参加者の延べ宿泊人数が100人以上の全国大会等
金額：宿泊人数に応じて上限300万円の開催費を助成

2） 青森市コンベンション開催事業補助金
対象：県外参加者の延べ宿泊人数が50人以上の全国大会等
金額：宿泊人数に応じて上限20万円の開催費を補助

3） 青森市MICE開催事業補助金
対象：県外参加者の延べ宿泊人数が10人以上の県外企業等の研修・ 

報酬旅行等
金額：宿泊人数に応じて上限15万円の開催費を補助

2.	その他の支援サービス
・ コンベンション企画のお手伝い
・ コンベンション開催情報のPR
・ 観光情報のご紹介
・ コンベンション関連業者のご紹介
・ 観光パンフレットの無料提供
・ 歓迎看板の無料掲示
・ 歓迎ポスターの無料掲示
・ コンベンションバッグの提供（有料）
・ ミニねぶたの無料貸出（運搬費はご負担ください）
・ 各種グッズの無料貸出
・ アトラクション（ねぶた囃子や津軽三味線）の紹介、斡旋
・ お土産品などの物産展の開催
※参加人数など、要件がある場合があります。

詳しくは...
青森市観光情報サイト「あおもり案内名人」
http://www.atca.info/

アクセス

青森空港 ➡︎ 青森駅 空港バス（35分）

東京駅 ➡︎ 新青森駅 東北新幹線（3時間）

新青森駅 ➡︎ 青森駅 JR奥羽本線（5分）

アスパム展望台

昭和大仏 青龍寺

ユニークべニュー

● ねぶたの家ワ・ラッセ
貸室に隣接するねぶた展示ホールを開放し、パーティーと同時にねぶた
の鑑賞が可能です。

● 青森県観光物産館アスパム
青森市街はもちろん、下北・津軽・夏泊の各半島や陸奥湾、八甲田の山々、
青森ベイブリッジ等の景観を360度ぐるりと眺望できる展望台での 
貸切立食パーティーが可能です。

● 昭和大仏 青龍寺
ライトアップされた五重塔周辺で屋外パーティーが可能です。境内には
日本最大の青銅座像である昭和大仏が鎮座しています。

お問い
合わせ

（公社）青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森県青森市柳川1-4-1 青森港旅客船ターミナルビル2F
Tel  017-723-7211　 FAX  017-723-7215　 URL  http://www.atca.info/　 Email  info@atca.info

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテル青森 155 1,117 1,500 900 840 1,200 2 1,075 7 有 青森駅からタクシー 5分、バス10分
青森国際ホテル 67 540 700 330 400 800 2 998 7 有 青森駅から徒歩5分
アップルパレス青森 54 390 400 270 240 350 3 186 3 有 青森駅からタクシー 5分
アラスカ（ホテルアベスト青森） 77 390 400 270 240 350 3 186 3 有 青森駅から徒歩5分
ホテルJALシティ青森 167 91 96 45 50 60 27 2 有 青森駅から徒歩6分
ホテルクラウンパレス青森 44 430 616 294 300 500 2 619 7 有 青森駅からタクシー 5分
ラ・プラス青い森 24 250 250 180 128 280 420 3 有 青森駅からタクシー 5分、バス10分
浅虫温泉　南部屋・海扇閣 86 297 250 180 100 150 480 7 有 浅虫温泉駅から徒歩3分
八甲田ホテル 55 180 100 100 135 2 有 青森駅からタクシー 60分、バス90分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数32／総客室数3,325　●旅館：総施設数28／総客室数619　●合計：総施設数60／総客室数3,944

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年10月 第25回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム リンクステーションホール青森 800
2018年9月 日本看護技術学会　第17回学術集会 青森県立保健大学 650
2017年11月 第18回核融合炉材料国際会議 リンクステーションホール青森 394 (263)
2017年6月 平成29年度一般社団法人日本温泉協会会員総会 酸ヶ湯温泉、八甲田ホテル 200
2017年6月 日本歯科保存学会2017年度春季学術大会 リンクステーションホール青森 1,300
2017年5月 第27回日本臨床工学会及び平成29年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会 リンクステーションホール青森 2,550
2016年10月 第81回日本泌尿器科学会東部総会/第33回日韓泌尿器科会議 リンクステーションホール青森 1,500 (43)
2016年9月 第63回日本栄養改善学会学術集会 リンクステーションホール青森、ホテル青森、ホテルクラウンパレス青森 1,900
2015年7月 第8回国際被嚢類学会 リンクステーションホール青森 131 (36)
2015年6月 第4回「卵成熟と受精」国際会議 浅虫海洋生物教育センター 48 (17)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

リンクステーションホール青森 
（青森市文化会館） 3,385 4,598 2,031 10 648 2 青森駅からタクシー 10分、バス10分

リンクモア平安閣市民ホール 
（青森市民ホール） 1,160 983 7 青森駅から徒歩3分

ねぶたの家ワ・ラッセ 456 931 180 5 395 3 150 180 青森駅から徒歩1分
青森県観光物産館アスパム 918 1,942 100 100 12 300 100 青森駅から徒歩8分
青森産業会館 2,044 6,631 3,500 1,500 2 2,596 3 1,500 5,000 青森駅からバス40分
マエダアリーナ（青い森アリーナ） 5,648 12,335 3,368 5,348 1 9,812 青森駅からタクシー 25分、バス40分
青森公立大学 1,068 2,265 768 1 330 青森駅からタクシー 25分、バス40分
青森県立保健大学 1,115 482 5 青森駅からタクシー 20分、バス20分
青森大学 643 745 522 1 青森駅からタクシー 20分、バス30分

● ねぶたの家ワ・ラッセ
青森ねぶた祭に出陣したねぶたを展示しているほか、お囃子、ハネトの体験や、本物のねぶたに和紙を貼る製作体験ができます。

● りんごのもぎ取り体験
市街地から車で30分ほどのりんご園で8月から11月頃までりんごの収穫が体験できます。季節によって、さくらんぼや桃などの収穫体験も。

● あおもり街てく
市内の名所旧跡・名物・地元で愛されている名店や市民も知らない隠れた魅力をボランティアガイドが案内します。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

ねぶたの家ワ・ラッセ りんごもぎ取り体験

北
海
道
・
東
北

▼ 

青
　
森

http://www.atca.info/
mailto:info%40atca.info?subject=
https://www.hotelaomori.co.jp
http://www.kokusai-hotel.co.jp
https://apple-palace.com
http://www.hotelabest-aomori.com
http://www.aomori-jalcity.co.jp
https://www.crownpalais.jp/aomori/
http://www.aomori-hka.com
http://www.kaisenkaku.com
http://www.hakkodahotel.co.jp/top/
http://www.aobun-sogei.com/facility/linkstationhall/
http://www.aobun-sogei.com/facility/linkstationhall/
http://www.aobun-sogei.com/facility/shiminhall/
http://www.aobun-sogei.com/facility/shiminhall/
http://www.nebuta.jp/warasse/
http://www.aomori-kanko.or.jp/web/
http://sangyokaikan.com
http://www.sport-aoimori.jp
https://www.nebuta.ac.jp
http://www.auhw.ac.jp
http://www.aomori-u.ac.jp
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盛 岡
雄大な岩手山の裾野に広がる盛岡市は、北上川、雫石川、
中津川の三本の川が悠々と流れ、春は石割桜が咲き、夏は
踊り手と太鼓のエネルギッシュな群舞のさんさ踊り、秋
は県庁所在地では珍しく鮭が遡上し、冬は白鳥が飛来す
る自然豊かな街。東京から北へ新幹線で最短2時間10分。
盛岡駅至近にはMICE施設が充実し、アクセス良好な環境
からさまざまなMICEが開催されています。三陸ジオパー
ク、世界遺産平泉、八幡平などアフター MICEの選択肢も
豊富です。東北最大級の助成金制度・支援で開催を強力に
バックアップいたします。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助【助成金制度】
○ 盛岡MICE助成金
1) 開催支援助成金
 ①会期：２日以上
 ②上限：500万円

〔対象：全国規模MICE〕
 ・大会参加者数：200人以上

〔対象：国際規模MICE〕
 ・大会参加者数：100人以上
 ・参加国：日本を含めた３以上の国と地域
 ・海外居住参加者が総参加者数の1割以上
2) 歓迎おもてなし助成金
 ①開催支援助成金決定したものを除く
 ②助成額：レセプション等におけるアトラクション出演料、 

講師料等の経費の２分の１以内
 ③上限：10万円

〔対象：全国規模MICE〕
 ・レセプション参加者数：100人以上

〔対象：国際規模MICE〕
 ・レセプション参加者数：50人以上
 ・参加国：日本を含めた３以上の国と地域
 ・海外居住参加者が総参加者数の１割以上

詳しくは...
(公財）盛岡観光コンベンション協会
http://hellomorioka.jp

小岩井農場乾草のステージ

ユニークべニュー

● 小岩井農場まきば園
21の施設が国の歴史的建造物に指定され、そのほとんどが現役で使わ
れている小岩井農場はさながら農業近代遺産博物館。乾草のステージ、
BBQ、花火など岩手山を間近に見ながら、屋外で開放感あるパーティー
が可能です。雨天時には屋内に変更も可能。

● 岩手県公会堂
国の登録有形文化財。設計は日比谷公会堂と同じ佐藤功一。大小16の
会議室、839席のレトロな大ホール、ギャラリー等があります。

お問い
合わせ

（公財）盛岡観光コンベンション協会
〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-10 プラザおでって4階
Tel  019-606-6688　 FAX  019-653-4417　 URL  http://hellomorioka.jp　 Email  cnv@odette.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルメトロポリタン盛岡本館 191 528 600 420 270 600 2 315 5 有 JR盛岡駅より徒歩1分
ホテルメトロポリタン盛岡
NEWWING 121 1,000 1,100 700 500 1,000 3 885 8 有 JR盛岡駅より徒歩3分

盛岡グランドホテル 24 950 1,000 650 630 1,300 2 1,738 8 有 JR盛岡駅より車で15分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数27／総客室数3,914　●旅館：総施設数21／総客室数652　●合計：総施設数48／総客室数4,566

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年3月 第5回日本獣医病理学専門家協会学術集会 いわて県民情報交流センター 250
2018年2月 回復期リハビリテーション病棟協会第31回研究大会 盛岡市民文化ホール、いわて県民情報交流センター 2,000
2017年9月 日本物理学会2017年秋季大会 岩手大学、いわて県民情報交流センター 4,000
2017年9月 第19回日本褥瘡学会学術集会 盛岡市民文化ホール、いわて県民情報交流センター、ホテルメトロポリタン盛岡NEWWING 5,000
2016年12月 LCWS2016 いわて県民情報交流センター、マリオス 338 (150)
2016年8月 国際会議IEA/AIE2016 いわて県民情報交流センター 157 (58)
2015年7月 IEEE国際会議ICSSE2015 いわて県民情報交流センター 100 （60）
2015年3月 ISOセキュリティー専門委員会総会 いわて県民情報交流センター 120 (110)
2014年10月 第27回日本内視鏡外科学会総会 マリオス、いわて県民情報交流センター、ホテルメトロポリタン盛岡 5,000
2014年6月 第76回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会 盛岡グランドホテル 1,000
2014年1月 第35回全国都市清掃研究・事例発表会 いわて県民情報交流センター 600
2013年6月 第15回日本医療マネジメント学会学術総会 岩手大学県民情報交流センター、マリオス 3,500
2012年9月 第71回日本矯正歯科学会大会 いわて県民情報交流センター、マリオス、盛岡市アイスアリーナ 4,500
2012年9月 第154回日本獣医学会学術大会 岩手大学 1,450
2011年6月 人工知能学会 いわて県民情報交流センター 650

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

岩手産業文化センター（アピオ）/ 
催事場・会議場 9,153 ー 8,000 ー 16 3,600 ー ー ー 有 JR盛岡駅よりバスで30分、 

JR滝沢駅から車で5分
岩手産業文化センター（アピオ）/ 
野外展示場 ー 112,800 ー ー ー 80,000 ー ー ー 有 JR盛岡駅よりバスで30分、 

JR滝沢駅から車で5分
盛岡タカヤアリーナ 

（盛岡市総合アリーナ） 3,173 ー 3,053 ー 2 3,200 ー ー ー 無 JR盛岡駅より車で5分

岩手県民会館（2017/12/2 ～
2018/6/25改修工事休館） 2,841 ー 1,991 ー 7 904 2 ー ー 有

（ロビーのみ） JR盛岡駅より車で10分、徒歩25分

マリオス 2,249 ー 1,510 ー 12 576 ー ー ー 無 JR盛岡駅より徒歩2分
いわて県民情報交流センター 

（アイーナ） 1,693 ー 507 210 26 299 3 ー ー 有
（会員のみ） JR盛岡駅西口より徒歩4分

岩手県公会堂

● チャグチャグ馬コがお出迎え
記念撮影ができます。チャグチャグ馬コは毎年6月に開催され、滝沢市
の鬼越蒼前神社から盛岡市の盛岡八幡宮まで、華やかな装束を着けた約
100頭の馬が練り歩きます。

● 出張わんこそば大会
盛岡と言えば「わんこそば」。大会懇親会等でミニわんこそば大会の開催
はいかがですか。各地区からの代表者で競えば、出場者も応援の観客も
大盛り上がり。もともと大勢集まる宴席で「お腹一杯召し上がれ」という
おもてなしから始まったともいわれるわんこそばを是非アトラクションで。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

チャグチャグ馬コ

わんこそば

アクセス

いわて 
花巻空港

➡︎ 盛岡駅 リムジンバス（約45分）

東京駅 ➡︎ 盛岡駅 東北新幹線（130分）

さんさ踊り

岩手銀行赤レンガ館

北
海
道
・
東
北

▼ 

盛
　
岡

http://hellomorioka.jp
mailto:cnv%40odette.or.jp?subject=
http://www.metro-morioka.co.jp/banquet/hall1/
http://www.metro-morioka.co.jp/banquet/hall2/
http://www.metro-morioka.co.jp/banquet/hall2/
http://www.m-grand.jp
http://www.apio-iwate.com
http://www.apio-iwate.com
http://www.apio-iwate.com/index.php/instituton/ct04-010/ct04-010p030/
http://www.apio-iwate.com/index.php/instituton/ct04-010/ct04-010p030/
http://www.morioka-taikyo.or.jp/shisetsu/mitsugi%20arena.html
http://www.morioka-taikyo.or.jp/shisetsu/mitsugi%20arena.html
http://www.iwate-kenmin.jp
https://www.malios.co.jp
http://www.aiina.jp
http://www.aiina.jp


18 19

仙 台
美しい自然と、学術研究の気風が調和する街、仙台は東北
地方の政治・経済の中枢都市で、近年MICEの誘致・開催
に力をいれています。東京から東北新幹線で約９０分
というアクセスの良さに加え、地下鉄東西線開業に
より市内中心部のコンベンション開催がよりスムーズに
行えるようになりました。2015年には「第3回国連防災
世界会議」、2016年には「G7財務大臣・中央銀行総裁会
議」の開催地に選ばれ、世界からも注目されました。目的
に応じ、国際会議場での「大型コンベンション」、シティ
ホテルでの「都市型コンベンション」、喧騒から離れた
秋保、作並温泉での「リゾートコンベンション」の３つの
スタイルから最適な会場をご案内いたします。また、多数
の語学ボランティアも皆様の国際会議開催をサポートし
ております。

支援策
1.	コンベンション誘致開催に対する財政援助

【助成制度】
1） 大規模国際コンベンション開催助成金

仙台市が誘致活動に寄与し、市内で①会期3日以上 ②参加者1,500名以上
(内、海外から300名以上)の国際会議に対して、1,000万円を上限として
開催経費を助成。

2） 国内会議助成
市内で開催される500人以上の全国規模以上の会議に対し、参加人数に応じ
て100万円～ 300万円を上限として開催経費を助成。

3） 国際会議助成
市内で開催される100人以上、参加国3 ヵ国以上、総数に占める外国人の
割合が10％以上の国際会議に対し、参加人数に応じて50万円～ 500万円
を上限として開催経費を助成。

4） 小規模国際学術会議助成
市内で開催される50人以上100人未満の国際学術会議で、参加国3 ヵ国
以上、もしくは総数に占める外国人の割合が10％以上に対し、20万円を
上限として開催経費を助成。

5) シャトルバス等補助制度
市内で開催される2会場以上に分散するコンベンションに対して、50万円
を上限として会場間移動のためのシャトルバス等の運行経費を補助。

【貸付金制度】
市内で開催されるコンベンションの主催者に対し、開催準備に要する資金を、
200万円を上限として無利息で貸付（最長2年間）。

【おもてなしメニュー】
市内の会場及び県内の当協会賛助会員施設で開催されるコンベンションで、
総数が 300人以上、もしくは国外から参加する外国人が50 人以上の場合、
仙台らしいおもてなしメニューを提供。（一例）伊達武将隊、すずめ踊りの派遣、
地酒飲み比べセットの提供
※条件等詳細につきましては当協会までお問い合わせください。

2.	その他の支援サービス
● 都市紹介資料の提供 

【対応言語：英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語】
● 誘致用パンフレットやプロモーション映像（DVD)の提供【対応言語：英語】
● 開催地立候補提案書（ビッドペーパー）の作成支援
● 仙台に関する画像データの提供
● 事前視察の受入
● PCO、旅行会社や各種関連企業等の紹介
● アトラクションの提案
● ホスピタリティデスクの設置、語学ボランティアの派遣　など

詳しくは...
仙台コンベンションナビ
http://www.sentia-sendai.jp/conventionnavi/

アクセス

仙台空港 ➡︎ JR仙台駅 仙台空港アクセス線（17分～）

JR東京駅 ➡︎ JR仙台駅 東北新幹線（91分～）

仙台市指定有形文化財にも指定されている旧伊達邸「鍾景閣」は、今では 
珍しい藩政時代の大名屋敷を思わせる二階建ての建築で、伝統工芸品で
ある仙台箪笥に収めた本格懐石料理が味わえます。「宮城県知事公館」は 
大正中期に建てられた和洋折衷の建築で東北大学や仙台国際センターから
も近いことから市内中心部でのコンベンションの際に便利にご利用いただ
けます。その他、三陸の海を再現した「仙台うみの杜水族館」では幻想的な
夜の海を感じるパーティーが開けます。

旧伊達邸鍾景閣　テーブルと椅子を完備

宮城県知事公館　純和風の門構え

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）仙台観光国際協会
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10 仙台青葉ウィングビルA棟11階
Tel  022-268-9603　 FAX  022-268-6252　 URL  http://www.sentia-sendai.jp/conventionnavi/　 Email  conv@sentia-sendai.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ウェスティンホテル仙台 292 595 756 420 342 500 2 680 4 有料 JR仙台駅より徒歩9分
江陽グランドホテル 149 900 1,600 750 650 800 3 1,865 7 有 地下鉄南北線広瀬通駅より徒歩1分
仙台国際ホテル 234 861 1,100 650 500 1,000 3 1,010 10 有 JR仙台駅より徒歩5分
ホテルメトロポリタン仙台
メトロポリタン仙台イースト含む 577 1,000 1,200 600 550 1,000 3 1,514 10 有 JR仙台駅より徒歩1分

仙台ロイヤルパークホテル 110 755 800 570 450 700 2 1,110 7 有 JR仙台駅より車で30分
仙台サンプラザホテル 74 390 450 255 210 280 ー 1,018 9 有 JR仙石線榴岡駅より徒歩0分
仙台ヒルズホテル 179 400 250 170 160 200 ー 400 4 有 JR仙台駅より車で20分
ホテル仙台ガーデンパレス 66 307 280 180 160 200 ー 751 7 有 JR仙台駅より徒歩3分
ANAホリディ・イン仙台 165 74 50 36 36 50 ー 202 2 有 JR仙台駅より徒歩6分
ホテルモントレ仙台 206 289 250 180 154 150 ー 608 6 有 JR仙台駅より徒歩3分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数89／総客室数20,360　●旅館：総施設数51／総客室数9,374　●合計：総施設数140／総客室数29,734

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年11月 世界防災フォーラム／防災ダボス会議＠仙台2017 仙台国際センターほか 500
2017年5月 第90回日本整形外科学会学術総会 仙台国際センターほか 8,000
2017年3月 日本薬学会第137年会 仙台国際センターほか 7,273
2016年10月 第75回全国産業安全衛生大会 仙台国際センターほか 9,341
2016年9月 第15回分子磁性国際会議 仙台国際センター 489
2016年5月 G7仙台財務大臣・中央銀行総裁会議 伝承千年の宿佐勘 800
2016年4月 第104回日本泌尿器科学会総会 仙台国際センターほか 6,400
2016年3月 第80回日本循環器学会学術集会 仙台国際センターほか 15,000
2015年5月 米国電気電子学会進化計算国際会議 仙台国際センター 536
2015年3月 第3回国連防災世界会議 仙台国際センターほか 6,500
2014年11月 アジアパシフィックマイクロ波会議 仙台国際センター 767
2013年11月 第1回アジア国立公園会議 仙台国際センター 800
2012年7月 世界防災閣僚会議 in 東北 仙台国際センター 800
2012年4月 第12回WTTC グローバルサミット ウェスティンホテル仙台 529
2010年9月 2010年APEC第3回高級実務者会合（SOM3） ウェスティンホテル仙台 950

コンベンション施設

会議施設名 収容人数(人) 総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

仙台国際センター 7,084 7,490 1,000 ー 16 3,000 5 2,000 3,000 有 地下鉄東西線国際センター駅より徒歩1分

夢メッセみやぎ 
（みやぎ産業交流センター）

1,576
（展示スペース

除く）
10,534 500 250 7 7,500 3 ー ー 無 JR中野栄駅よりタクシーで5分

仙台勝山館 2,100 2,196 1,000 450 6 735 2 430 800 無 JR仙台駅より徒歩15分
仙台市中小企業活性化センター 824 1,154 709 351 3 185 ー ー ー 有 JR仙台駅より徒歩2分
仙台市戦災復興記念館 824 1,031 270 ー 7 185 ー ー ー 有 地下鉄東西線大町西公園駅より徒歩6分
仙台市民会館 2,610 2,137 1,310 ー 9 491 ー ー ー 無 地下鉄南北線勾当台公園駅より徒歩10分
東京エレクトロンホール宮城 2,030 2,421 1,590 ー 6 377 2 ー ー 有 地下鉄南北線勾当台公園駅より徒歩5分
TKPガーデンシティ仙台 1,440 2,063 380 300 9 406 2 120 250 有 JR仙台駅より徒歩2分
東北大学百周年記念会館 
川内萩ホール 1,350 1,081 1,230 ー 3 ー ー ー ー 無 地下鉄東西線国際センター駅より徒歩5分

ハーネル仙台 760 1,072 ー 255 6 348 2 160 250 有 地下鉄南北線広瀬通駅より徒歩3分

● 震災関連施設として仙台市荒浜小学校が震災遺構として
整備され一般公開されました。校内が見学でき、展示室に
なった教室では写真、映像、災害への備えが展示されてい
ます。津波の威力や脅威を知ることができます。

● 仙台の奥座敷 秋保地区では温泉郷のホテルでのリゾート
コンベンションが開けるほか、手軽に楽しめる、こけしの
絵付け体験などが人気です。
日本三景 松島では湾内のクルージングや歴史散策の
ほか、数珠づくり体験がお楽しみいただけます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

円通院　石との相性を見ながら数珠づくり震災遺構　仙台市立荒浜小学校

北
海
道
・
東
北

▼ 

仙
　
台

http://www.sentia-sendai.jp/conventionnavi/
mailto:conv%40sentia-sendai.jp?subject=
http://www.westin-sendai.com/
http://www.koyogh.jp/index.php
http://www.tobu-skh.co.jp/
http://sendai.metropolitan.jp/
https://www.srph.co.jp/
http://www.sendai-sunplaza.com/
http://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel/
http://www.hotelgp-sendai.com/
https://www.anaholidayinn-sendai.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
http://www.aobayama.jp/
http://www.yumemesse.or.jp/
http://www.yumemesse.or.jp/
http://www.shozankan.com/
http://www.siip.city.sendai.jp/sckc/
http://www.city.sendai.jp/aoba-chiikishinko/aobaku/shokai/kunai/kinenkan/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/index1.html
http://miyagi-hall.jp/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai/
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/hagihall/
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/hagihall/
http://www.heanel.jp/
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秋 田
秋田市は、北東北の日本海側に位置する人口約31万人
の中核市です。秋田藩20万石の城下町として栄え、四季
彩鮮やかな秋田は自然に抱かれた“心のふるさと”です。
平成6年12月には運輸省（現国土交通省）から「国際会議
観光都市」の認定を受けるなど、ハード・ソフトの面に
おいてその取り組みは、内外から高く評価されています。
美酒、美食、美景と秋田美人がもてなす「美の国あきた」
をぜひ、あなたのコンベンションステージにお選びくださ
い。地元スタッフとして当協会が心を込めてお手伝いいた
します。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
●	助成金制度
金額：	県外参加者1名あたり1,000円（上限はありません）
条件：	①主な開催会場および宿泊地が秋田市内	

②参加者のうち、県外参加者が100名以上	
※会場費、運営費、講師費、現地移動費、事務費等（対象経費）

●	助成金交付申請
助成対象コンベンションの指定を受けようとする主催者は開催日より起算して
6ヶ月前までに、助成対象コンベンション指定申請書を理事長に提出しなけれ
ばならない。
それ以降に申請があった場合でも助成対象コンベンションの指定は受けられ
るが、交付額は（1）のとおりとする。また、開催日より起算して2年以上前に、
全国大会について申請があった際の交付額は、（2）のとおりとする。
（1）	開催日より起算して、6ヶ月前以降の助成金指定申請
・	東北大会（新潟・北海道含む）	
→県外参加者1名あたり1,000円（最大300,000円）
・	全国大会	
→県外参加者1名あたり1,000円（最大500,000円）

（2）	開催日より起算して、2年前の助成金指定申請（全国大会のみ）
・県外参加者500名以上	
→助成金を200,000円加算
・県外参加者1,000名以上	
→助成金を300,000円加算

2.	その他の支援サービス（※条件があるものもあります）
・	アトラクションにかかる費用の1/2（最高50,000円）を助成　※県内郷土芸
能
・	各種観光パンフレット類の無料提供
・	歓迎ポスター作成・配布
・	駅、空港への臨時案内所の設置
・	あきたコンベンション応援団の派遣（10名まで無料）
・	あきた観光レディーの派遣　
・	コンベンションバックの販売
・	臨時売店の設置や業者の紹介等
・	コンベンション開催に必要な業者の紹介
・	アトラクションの紹介と手配
・	関係機関との連絡調整など

詳しくは...
公益財団法人秋田観光コンベンション協会　コンベンション情報
http://www.acvb.or.jp/convention/

アクセス

秋田空港 ➡︎ 秋田駅 リムジンバス（35分）

東京駅 ➡︎ 秋田駅 新幹線（最短3時間39分）

お問い
合わせ

（公財）秋田観光コンベンション協会
〒010-0921	秋田県秋田市大町二丁目2番12号	イーホテル秋田1階
Tel  018-824-1211　 FAX  018-824-0400　 URL  http://www.acvb.or.jp/　 Email  acvb@acvb.or.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積	
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数	
（レセプション） 分割	

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
秋田ビューホテル 186	 1,000	 1,300	 980	 1,000	 1,600	 4	 50 ～ 400 7	 秋田駅より徒歩3分
秋田キャッスルホテル 175	 1,056	 1,100	 760	 1,000	 1,600	 3	 33 ～ 363 7	 秋田駅より徒歩7分
ホテルメトロポリタン秋田 123	 500	 700	 400	 360	 500	 2	 19 ～ 340 10	 秋田駅西口直結
アキタパークホテル 131	 258	 270	 200	 200	 250	 2	 44 ～ 170 2	 秋田駅より車で8分
ホテルパールシティ（秋田竿燈大通り） 115	 130	 ー 70	 80	 90	 ー 120	 1	 秋田駅よりバスで5分
ホテルパールシティ（秋田川反） 113	 73	 ー 40	 40	 50	 ー 64	 1	 秋田駅よりバスで10分
秋田温泉さとみ 75	 420	 400	 250	 250	 400	 5	 170	 1	 秋田駅よりバスで15分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年5月 全日本広告連盟秋田大会 秋田県民会館 1,500
2017年10月 第21回日本心不全学会学術集会 秋田キャッスルホテル 2,000
2017年10月 第41回日本死の臨床研究会年次大会 秋田キャッスルホテル 2,500
2017年5月 第32回絵手紙友の会全国大会in秋田 秋田県民会館 650
2016年10月 日本女性会議2016秋田 秋田県民会館 2,000
2016年2月 平成27年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会 秋田キャッスルホテル・アトリオン 2,000
2015年10月 アジア自動車環境フォーラム（国際大会） 秋田キャッスルホテル 257 （54）
2015年10月 第63回日本農村医学会学術総会 秋田県民会館 1,100
2014年11月 第28回法人会全国青年の集い 秋田県民会館 2,200
2014年7月 平成26年度教頭会全国大会 秋田県立武道館 2,500
2014年6月 第52回全飲連全国秋田県大会 秋田県民会館 2,200
2013年10月 第17回日本医業経営コンサルタント学会 秋田県民会館 1,200
2013年9月 日立ITユーザー会 秋田キャッスルホテル 1,084
2013年6月 第2回国際姿勢歩行学会・歩行と精神機能合同世界大会 秋田ビューホテル 500 （300）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積	
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の	
会議室・	
ホールの	
総室数

最大の展示場／	
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割	

可能数 着席 立食

秋田市文化会館 約2,000 1,188	 ー 7	 328	 ー ー ー 秋田駅よりバスで15分
秋田市にぎわい交流館 約1,900 1,800	 300	 ー 19	 1,800	 2	 ー 1,000	 秋田駅より徒歩7分
秋田県総合生活文化会館（アトリオン） 約1,200 2,644	 700	 ー 5	 216	 2	 ー ー 秋田駅より徒歩5分
秋田拠点センター　アルヴェ	
秋田市民交流プラザ 約1,200 600	 ー 700	 10	 600	 12	 700	 1,000	 秋田駅直結（改札より3分）

秋田ビューホテル 約2,300 1,820	 1,300	 980	 7	 420	 1	 1,340	 2,000	 秋田駅より徒歩3分
秋田キャッスルホテル 約2,000 1,056 1,100	 760	 7	 348	 1	 1,000	 1,600	 秋田駅より徒歩7分
ホテルメトロポリタン秋田 約1,500 500	 700	 400	 10	 340	 2	 360	 500	 秋田駅西口直結
開業予定の施設
県・市連携文化施設 約3,000 2,000	 ー 備考：平成33年開館予定

●	高清水　酒蔵
工場見学（予約制）のあと、向か
い側にある「仙人蔵」にて会議（約
80名）やレセプションも可能。

●	旧金子家住宅
秋田市有形文化財。和室会議20名
（16畳）蔵50名の（70㎡）会議が
可能。

●	にぎわい広場
アトラクションとして竿燈の演技
を間近でご覧いただきながら会食
も可能。

●	アゴラ広場
アトラクションとして竿燈の演技
を間近でご覧いただきながら会食
も可能。
※隣にアーケードがあるため、雨
が降った場合も可能。

●	旧割烹　松下
約80畳の大広間で会食が可能。

高清水の「仙人蔵」にて、会議での使用例

旧金子家住宅のお蔵

ユニークべニュー

●	秋田酒類製造株式会社
酒蔵見学（要予約）

●	秋田市のまちあるき（無料）
受付場所：	エリアなかいち
設 置 日：	4月中旬～ 12月中旬頃までの土日祝
時 間：	10：00～ 16：00
黄色のユニフォームを着たベテラン観光案内人が、魅力ある「まちあるき観光」をご案内いたします。
※大型コンベンションやイベント開催時なども設置します。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

まちあるきの様子 あきた観光レディー

北
海
道
・
東
北

▼ 

秋
　
田

http://www.acvb.or.jp/
mailto:acvb%40acvb.or.jp?subject=
https://www.viewhotels.co.jp/akita/
https://www.castle-hotel.jp/
http://www.metro-akita.jp/
http://www.akita-parkhotel.co.jp/
https://www.pearlcity.jp/akitakanto/
https://www.pearlcity.jp/akitakawabata/
http://www.satomi-e.com/
http://www.city.akita.akita.jp/City/ed/ch/default.htm
http://www.akita-nigiwai-au.jp/
http://www.atorion.co.jp/
http://www.alve.jp/
http://www.alve.jp/
https://www.viewhotels.co.jp/akita/
https://www.castle-hotel.jp/
http://www.metro-akita.jp/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12990
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北
海
道
・
東
北

▼ 

山
　
形

山 形
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」
俳聖・松尾芭蕉が紀行文『奥の細道』の中で詠んだ有名な句で
す。この句の舞台となった山寺（宝珠山立石寺）は、豊かな自然に 
恵まれた山形市にあり、四季折々の雰囲気を楽しめる場所となって 
います。山形市を中心とした村山地域では他に、さくらんぼ・芋煮・ 
お米（つや姫・雪若丸）・板そば・日本酒などの美味しい食べ物や、
蔵王温泉・銀山温泉・天童温泉・かみのやま温泉などの温泉、紅花
染め・天童将棋駒・山形鋳物などの伝統工芸品等も自慢です。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
● コンベンション開催助成金

宿泊する参加者数：国際規模50人以上／全国規模200人以上
・ 国内在住参加者：1,500円／人
・ 国外在住参加者：5,500円／人

● コンベンション開催用貸切バス費用の助成
参加者数：国際規模50人以上／全国規模100人以上
・ 上限10 ～ 40万円
※上限額は、参加者数に応じています。

● 国際会議におけるアトラクション費用の助成
参加者数：国際規模50人以上
・ 上限10万円

2.	その他の支援サービス
● 歓迎看板の掲示

山形空港や開催地の最寄駅等への歓迎看板を掲示します。
● 山形おもてなしガイドの提供

飲食店や宿泊・みやげ・観光情報を掲載したガイドブック「ウマイベヤマガタ」
を提供します。 

● 山形情報アプリの提供
参加者に便利な情報が盛りだくさんのアプリ「やまがたMICEなび」を提供
します。

● コングレスバッグの提供
山形の観光・物産写真をデザインした紙バッグで、A4サイズの資料が入り、
防水加工も施してあります。
※支援対象：税込50円／袋
※支援対象外：税込120円／袋

● ネームホルダーの提供・貸出

その他、コンベンションの企画から開催までお手伝いします。

詳しくは...
（一財）山形コンベンションビューローホームページ「支援内容のご紹介」
http://www.convention.or.jp/shien/

アクセス

山形空港 ➡︎ JR山形駅 空港シャトル（35分）

JR東京駅 ➡︎
JR山形駅

山形新幹線（約2時間50分）

JR仙台駅 ➡︎ 仙山線（快速 最短1時間12分）

JR仙台駅 ➡︎ JR山形駅 高速バス(1時間7分）

蔵王温泉：開湯1900年日本屈指の古湯

銀山温泉：大正ロマンの湯の町

ユニークべニュー

● 温泉ホテル・旅館
温泉ホテル・旅館は、日本特有の宿泊施設です。会場に使用すれば、日
本らしい・日本ならではの雰囲気の中でのコンベンションとなり、特に
国際会議で喜ばれることは間違いありません。多くの名湯・温泉地があ
る温泉王国山形には、コンベンション・ホールを有したり、大宴会場を
場面転換し、ミーティング・スペースとして使ったりすることもできる
温泉ホテル・旅館があります。コンベンション開催実績もあるため、ス
ムーズな準備も期待できます。

お問い
合わせ

（一財）山形コンベンションビューロー
〒990-0076 山形県山形市平久保100
Tel  023-635-3000　 FAX  023-635-3030　 URL  http://www.convention.or.jp/　 Email  sales@convention.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
山形グランドホテル 104 468 700 315 320 400 3 519 4 有 山形駅より車で5分、徒歩15分
ホテルキャッスル 152 500 － 400 360 400 － 528 4 有 山形駅より徒歩7分
ホテルメトロポリタン山形 116 741 1,100 530 480 1,000 3 838 7 有 山形駅直結（徒歩1分）
山形七日町ワシントンホテル 211 62 50 30 40 50 2 36 1 有 山形駅より車で5分
山形駅西口ワシントンホテル 100 － － － － － － － ー 有 山形駅西口直結徒歩2分
山形国際ホテル 177 824 1,000 540 400 600 2 2,260 16 有 山形駅より徒歩5分
ヒルズサンピア山形 46 328 500 250 220 300 3 800 7 無 山形駅よりバスで20分、車で15分
ホテル樹林 58 5,090 － 250 150 300 － 419 2 有 山形駅よりバスで約37分
ホテルルーセントタカミヤ 60 248 150 100 80 100 4 0 0 有 山形駅よりバスで約37分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数45／総客室数3,411　●旅館：総施設数14／総客室数351　●合計：総施設数59／総客室数3,762

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年6月 第14回高温超伝導高周波領域ワークショップ 蔵王温泉　たかみや瑠璃倶楽リゾート 60 （20）
2018年6月 第7回内視鏡下耳科手術ハンズオンセミナー in山形 山形大学医学部 交流会館 103 （15）
2018年5月 第46回日本血管外科学会学術総会 山形テルサ、山形国際ホテル 1,800 （10）
2018年5月 HQL2018　重いクォークとレプトンの物理研究に関する国際会議 山形テルサ 100 （70）
2017年4月 ICEP2017　エレクトロニクス実装に関する国際会議 天童温泉　ほほえみの宿滝の湯 343 （90）
2016年8月 ACOM2016　第５回アジア・ミキシング・カンファレンス 天童温泉　ほほえみの宿滝の湯 86 （40）
2015年2月 MAPLEX2015　多様な語彙理論に関するワークショップ 天童温泉　ほほえみの宿滝の湯 52 （36）
2014年10月 第66回全国理容競技大会in山形　～理容2014メッセージ全国大会～ 山形市総合スポーツセンター 3,800 （0）
2014年10月 第47回日本薬剤師会 学術大会 山形国際交流プラザ　他 6,200 （0）
2014年6月 第64回国際青年会議所 アジア太平洋地域会議 山形大会 山形国際交流プラザ　他 8,129 （1,211）
2013年6月 第61回全国ろうあ者大会 in 山形 山形国際交流プラザ　他 2,445 （2）
2012年5月 第3回国際応用情報学シンポジウム かみのやま温泉　仙渓園月岡ホテル 51 （38）
2011年8月 2011年秋季 第72回 応用物理学会学術講演会 山形大学小白川キャンパス 5,601 （80）
2010年8月 第9回国際計算機情報科学会 かみのやま温泉　仙渓園月岡ホテル 190 （103）
2010年5月 第46回日本肝臓学会総会 ホテルメトロポリタン山形、山形テルサ、山形国際ホテル 2,442 （3）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

山形ビッグウイング（山形国際交流プラザ） 4,629 5,283 396 － 11 3,831 3 176 300 有 山形駅からタクシーで約15分、 
バスで約20分

山形テルサ 1,649 2,522 806 － 10 － － 200 300 無 山形駅西口より徒歩3分
やまぎんホール（山形県県民会館） 1,706 1,424 1,496 － 3 250 － － － 無 山形駅東口より車で10分
山形市民会館 1,572 1,677 1,202 － 3 138 － 300 300 無 山形駅より徒歩7分
山形県生涯学習センター（遊学館） 588 1,353 324 － 6 80 － 105 ー 有 山形駅より車で10分

山形県郷土館「文翔館」 298 943 250 ー 2 89 － 250 ー 有 山形駅より山交バス 
「市役所前」下車徒歩1分

パレスグランデール 1,450 2,418 1,300 650 12 1,020 2 600 900 有 山形駅より車で約7分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

さくらんぼ：山形といえば！ 蔵王の樹氷：期間限定ライトアップver.

● さくらんぼ狩り
さくらんぼで有名な山形ならではの初夏限定
プログラムです。

● 蔵王の樹氷
蔵王特有の気象条件によってできる樹氷は、 
特にライトアップされた夜が幻想的です。

● そば打ち
山形はそばでも有名です。通年体験可能です。

● 平清水焼（七右エ門窯）
平清水焼の共通点は千歳山の陶石を使うこと
で、あとは窯元ごとに異なる作風となります。
窯元の１つである七右エ門窯は、土味を活か
した素朴な風合いが特徴で、陶芸体験ができ
ます。

http://www.convention.or.jp/
mailto:sales%40convention.or.jp?subject=
https://www.yamagatagrandhotel.co.jp/
http://premierhotel-group.com/hotelcastle/
http://yamagata.metropolitan.jp/
http://washington-hotels.jp/yamagata-nanokamachi/
http://washington-hotels.jp/yamagata-ekinishiguchi/
http://www.kokusaihotel.com/
http://www.hills-sunpia.jp/
http://www.zao.co.jp/jurin/
http://www.zao.co.jp/lucent/
http://www.convention.or.jp/bigwing/
http://www.yamagataterrsa.or.jp/
http://www.yamagata-kenmin.jp/
http://www.shanshanshan.jp/
http://www.gakushubunka.jp/yugakukan/
http://www.gakushubunka.jp/bunsyokan/
https://www.palace-net.co.jp/
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鶴 岡
日本海側に位置する山形県庄内地方は、3つの日本遺産

（出羽三山・北前船寄港地・サムライゆかりのシルク）が
点在する文化圏。中でも鶴岡市は、城下町として栄え、 
参勤交代による江戸文化、北前船による上方文化も混在し
た地域で、今なお歴史と伝統文化が息づいています。東側
には、山岳修験の地である出羽三山が鎮座し、ユネスコ創
造都市ネットワーク（食文化部門）で日本唯一の加盟認定
された食文化創造都市。慶應義塾大学先端生命科学研究所
や最先端の技術を研究開発する企業・研究機関が集う、伝
統と最先端が共生する街でもあります。

支援策
当協会では、庄内地区で会議や大会、コンベンションを開催する際に、下記の	
ような各種サポート・補助金の制度がございます。

1.	コンベンション開催支援グッズ
（1）	歓迎看板、歓迎フラッグの設置（全国規模以上）
（2）	コングレスバッグの提供（200枚を超える場合は有料）
（3）	管内マップ、観光パンフレット等の提供
（4）	観光DVDの貸出

2.	コンベンション開催全般に関しての相談・紹介
（1）	会場、宿泊施設、交通機関、ユニークベニュー等の紹介
（2）	プレ、アフターコンベンションの企画相談	(歓迎レセプション、エクスカー

ションコースの提案等)
（3）	通訳、観光ボランティア等の紹介

3.	補助金について
（1）	補助要件
・	エリアに宿泊する参加者が東北規模または全国規模の場合200名以上、	国際
規模の場合50名以上	など

（2）	補助金額
・	国内からの宿泊者数：1,500円/人
・	海外からの宿泊者数：5,500円/人
※一会議・大会あたりの総補助金額上限：300万円

詳しくは...
庄内観光コンベンション協会　開催支援内容
http://www.mokkedano.net/hall/support/index.html

アクセス

庄内空港 ➡︎
鶴岡

リムジンバス（約25分）

山形空港 ➡︎
（空港シャトル／約35分）⇒山形駅⇒	
（高速バス／約2時間）⇒鶴岡市内

東京 ➡︎

鶴岡

高速バス（約8時間）

仙台市 ➡︎ 高速バス（約2時間20分）

山形市 ➡︎ 高速バス（約2時間）

JR東京駅 ➡︎ JR鶴岡駅

上越新幹線	
（JR新潟駅より在来線特急約4時間）
山形新幹線	
（JR新庄駅より在来線約4時間30分）

斎館　精進料理

いでは文化記念館

ユニークべニュー

●	斎館
羽黒山で唯一現存する江戸時代の僧院で、精進料理をいただけます。	
（予約制）
●	いでは文化記念館
羽黒山ふもとの「いでは文化記念館」は、	最大200名のレクチャー
ホールがあり、修験の世界を紹介した資料館と併設されています。山伏
修行体験塾の受付も行っております。

●	東田川文化記念館
明治36年創建、県指定文化財のコロニアル様式の旧郡役所で、2階の
「明治ホール」はコンサートや講演会に利用されています。

お問い
合わせ

庄内観光コンベンション協会
〒997-1392	山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1	山形県庄内総合支庁内
Tel  0235-68-2511　 FAX  0235-66-4728　 URL  http://www.mokkedano.net　 Email  shonai@mokkedano.net

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積	
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数	
（レセプション） 分割	

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

東京第一ホテル鶴岡 124	 500	 700	 400	 400	 550	 2	 723	 10	 有 鶴岡駅から徒歩3分
庄内空港からバスで30分

萬国屋 127	 － － － 400	 － 5	 － 7	 有
（ロビー周辺）

90分圏内10名様以上送迎可
あつみ温泉駅まで送迎可
（いずれも要予約）

たちばなや 78	 272畳 － － 320	 － 4	 306畳 3	 有 あつみ温泉駅まで送迎可（要予約）
庄内空港から車で45分

亀や 66	 225畳 － － 250	 － 4	 271畳 9	 有 鶴岡駅から車で25分、バス40分
庄内空港から車で10分

ホテル八乙女 59	 554	 300	 － 250	 － 2	 － 6	 有 2名以上、三瀬駅まで送迎可（3日前まで要
予約）庄内空港から車で25分

華夕美日本海 42	 120畳 － 150	 150	 200	 3	 2	 有 鶴岡駅から車で20分
庄内空港から車で10分

開業予定の施設
SHONAI	HOTEL	SUIDEN	TERRASSE 143 － － － － － － 277	 11	 有 2018年度開業

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数7／総客室数949　●旅館：総施設数87／総客室数1,192　●合計：総施設数94／総客室数2,141

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年10月 第12回メタボロームシンポジウム 鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール 280
2018年9月 第7回生命医薬情報学連合大会 荘銀タクト鶴岡／鶴岡アートフォーラム 300
2017年11月 2017農業情報学会秋季大会 鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール 100 （5）
2017年11月 農業×情報通信ワークショップ2017 鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール 100 （5）
2017年9月 第15回日本スポーツ精神医学学会総会・学術集会 山形県立こころの医療センター	

鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール
150

2017年8月 第53回東北農業経済学会山形大会 山形大学農学部鶴岡キャンパス 190
2017年8月 園芸学会東北支部平成29年度大会 山形大学農学部鶴岡キャンパス 100
2016年10月 第10回メタボロームシンポジウム 鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール 250
2016年7月 茶道裏千家淡交会第42回東北学校茶道連絡協議会研修会 萬国屋 250
2016年6月 バイオハッカソン2016 鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール／たちばなや 103 （30）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積	
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の	
会議室・	
ホールの	
総室数

最大の展示場／	
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割	

可能数 着席 立食

庄内産業振興センター	
（マリカ市民ホール） 613	 1,228	 300	 － 8	 134	 0	 300	 － － 鶴岡駅から徒歩2分

庄内空港から車で20分

グランド　エル・サン 2,020	 2,353	 1,020	 500	 4	 655	 2	 550	 1,000	 有 鶴岡駅から車で10分
庄内空港から車で30分

小真木原総合体育館 3,000	 9,059	 1,720
（固定） － 5	 － － 63	 － － 鶴岡駅から車で15分

庄内空港から車で25分

鶴岡市温海ふれあいセンター 870	 2,041	 700	 － 5	 － － 60	 60	 有
（ロビーのみ）

鶴岡駅から車で40分
庄内空港から車で35分

鶴岡市中央公民館 740	 4,392	 466
（固定） － 7	 － － － － － 鶴岡駅から車で15分

庄内空港から車で25分
出羽庄内国際村	
（鶴岡市国際交流センター） 390	 － 300	 150	 3	 － － － － 有

（ロビー周辺）
鶴岡駅から車で10分、バス20分
庄内空港から車で30分

鶴岡市先端研究産業支援センター
（鶴岡メタボロームキャンパス）
レクチャーホール

300	 302	 300	 150	 － － － － － 有 鶴岡駅から車で5分
庄内空港から車で20分

鶴岡市勤労者会館 335	 940	 180	 － 5	 － － － － － 鶴岡駅から車で10分
庄内空港から車で25分

開業予定の施設

荘銀タクト鶴岡 － 7,846	 1,120
（固定） － 2	 － － － － 有

（ホールを除く） 2018年度開業

今もなお歴史と伝統文化が息づく鶴岡市では、伝統文化の体験ができる	
ほか、50種類もの在来作物が受け継がれてきた独自の伝統的な食文化、	
豊かな食も体感いただけます。
●	伝統文化体験
御殿まり、いづめこ人形、しな織など伝統的な民芸品作り体験ができます。

●	農園収穫体験
さくらんぼや刈屋梨、ぶどうなど旬のフルーツを農園で収穫体験する	
ことができます。

●	クラゲの展示種類数世界一の加茂水族館
水族館の鑑賞の他、レクチャールームでクラゲの生態を学ぶことが	
できます（要相談・予約）。施設内レストランでは、クラゲを使った料理も	
ご賞味いただけます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

加茂水族館さくらんぼ収穫体験

北
海
道
・
東
北

▼ 

鶴
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http://www.mokkedano.net
mailto:shonai%40mokkedano.net?subject=
http://www.tdh-tsuruoka.co.jp/
http://www.bankokuya.jp/
http://www.tachibanaya.jp/
https://www.kameya-net.com/
http://yaotome.in.net/
http://hanayuubi-nihonkai.com/
https://www.yamagata-design.com/facilities/
http://www.shonai-sansin.or.jp/eventhall
https://www.el-sun.com/
http://tsuruoka-taikyo.jp/shisetsu/ko-sougou.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/manabi/kyoikushisetsu/at-fureaicenter.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/shiyakusyo/soshiki/kyouikuiinkai/chuo-kominkan.html
https://www.dewakoku.or.jp/
https://www.dewakoku.or.jp/
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/TsuruokaMetabolomeClusuter/TMC.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/TsuruokaMetabolomeClusuter/TMC.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/static/TsuruokaMetabolomeClusuter/TMC.html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/shigoto/kinnkaiannnai.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/bunka/bunka/tact/index.html
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つ く ば お問い
合わせ

（一社）つくば観光コンベンション協会
〒300-3292 茨城県つくば市筑穂1-10-4
Tel  029-869-8333　 FAX  029-869-8332　 URL  http://www.ttca.jp　 Email  info@ttca.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
オークラフロンティアホテルつくば 164 705 600 400 360 800 3 10 有 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩5分
オークラフロンティアホテルつくば
エポカル* 186 有 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩10分

ホテルグランド東雲 115 666 1,000 560 500 800 3 6 有 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩8分
ダイワロイネットホテルつくば* 240 有 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩5分
ホテルベストランド* 110 有 つくばエクスプレス研究学園駅より徒歩3分
ホテルマークワンつくば研究学園 160 147 100 70 50 80 1 有 つくばエクスプレス研究学園駅より徒歩3分
筑波山江戸屋 40 250 300 240 170 200 2 有 筑波山シャトルバス神社前下車より徒歩5分
つくばグランドホテル 56 328 450 300 4 有 筑波山シャトルバス神社前下車より徒歩5分
筑波山ホテル青木屋 38 288 250 250 200 300 4 2 有 筑波山シャトルバス神社前下車より徒歩3分
*客室のみ

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年5月 第27回原子力工学国際会議 つくば国際会議場 1,000 （300）
2018年10月 第17回世界湖沼会議 つくば国際会議場 4,000 （500）
2018年9月 第30回国際情報オリンピック つくば国際会議場、つくばカピオ 880 （800）
2018年9月 第13回水泳医学バイオメカニクス国際シンポジウム 筑波大学 500 （200）
2017年12月 2017 IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications 産業技術総合研究所 200 （100）
2017年11月 第43回全国語学教育学会年次国際大会 つくば国際会議場 1,500 （100）
2017年10月 第8回国際表面科学シンポジウム つくば国際会議場 688 （101）
2017年7月 第15回世界音楽療法大会 つくば国際会議場 2,959 （713）
2017年3月 日本地理学会2017年春季学術大会 筑波大学 1,026 （80）
2016年11月 世界鍼灸学会連合会学術大会　東京/つくば2016 つくば国際会議場 1,766 （273）
2016年7月 第23回セルロース学会年次大会 つくばカピオ 224 （4）
2016年7月 第34回国際スポーツバイオメカニクス学会 筑波大学 422 （256）
2016年5月 G7茨城・つくば科学技術大臣会合 つくば国際会議場 933 (50)
2015年6月 第6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 つくば国際会議場 4,700 （20）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積

(㎡ )
分割 

可能数 着席 立食

つくば国際会議場 23,000 1,258 808 22 627 210 310 有料 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩10分
つくばカピオ 9,130 384 10 1,360 無 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩9分
ノバホール 5,138 1,000 2 無 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩3分
つくばイノベーションプラザ 197 100 2 100 有 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩3分

つくば研究支援センター 1,344 36 8 145 36 100 
有

(ホール
は無)

つくばエクスプレスつくば駅より車で7分

文部科学省　研究交流センター 170 7 220 無 つくばエクスプレスつくば駅より徒歩15分

つくば市は、水郷・筑波国定公園の指定を受けた筑波山を
有し、豊かな自然と千年の歴史が息づく一方、約300の研
究機関、18,000人におよぶ研究者が最先端の研究活動を
行っており、我が国最大のサイエンスシティであるととも
に、120カ国以上からの多くの外国人が居住する国際色豊
かな街でもあります。
2016年5月には『G7茨城・つくば科学技術大臣会合』が
開催され、また2018年10月には『世界湖沼会議』など
様々な国際会議の舞台になっています。
つくばの中核施設「つくば国際会議場」をはじめとした市
内コンベンション施設は、国際会議や大会、企業研修など
様々な催事に対応できます。
都心から最短45分で結ぶ「つくばエクスプレス（TX）」、
また成田国際空港から最短55分で結ぶ高速バスなど、抜
群のアクセスを誇ります。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
● 補助金制度

つくば市内で開催される学術会議に対し、最大180万円を上限に開催費補助
制度がございます。

（条件）
・ 主会場がつくば市内施設であること
・ 開催期間が連続して2日以上であること。ただし、開催期間には、視察旅行、

観光旅行を含めない
・ 参加人数が国内会議にあっては200人以上、国際会議にあっては50人以

上であること
・ プログラム等につくば観光コンベンション協会及びつくば市からの協力を

得て開催する旨を記載すること
● 貸付金制度

つくば市内で開催される学術会議に対し、300万円を上限に貸付制度がござ
います。

（条件）
・ 主な会場がつくば市内
・ 会議を主体とするもの
・ 営利を目的としないもの
・ 参加規模が関東地方を越えるもの（国内会議の場合）
・ 6 ヶ月以上の準備期間を要するもの
・ 国又は地方公共団体の賛同を得られるもの

※詳細は、（一社）つくば観光コンベンション協会までお問い合せください。

2.	その他の支援サービス
● 各種都市紹介資料の提供【対応言語：英語、中国語】
● 画像や映像（DVD）の提供【対応言語：英語】
● 開催地立候補提案書類の作成（招請レター手配）
● 事前視察受け入れ
● 会議施設、宿泊施設の予約支援
● PCO、旅行会社等の紹介
● ボランティアの手配（語学、会議支援、日本文化紹介）
● 物産販売手配
● アトラクションの手配（和太鼓演奏、ガマの油売り口上など）
● コンベンションバックの販売、観光パンフレット等の提供
● 歓迎看板、歓迎バナーの設置

詳しくは...
(一社）つくば観光コンベンション協会
http://www.ttca.jp/

アクセス

成田空港 ➡︎

つくばセンター

高速バス（ 最短55分）

羽田空港 ➡︎ 高速バス（100分）

茨城空港 ➡︎ 高速バス（60分）

秋葉原駅 ➡︎ つくば駅 つくばエクスプレス（45分）

JR土浦駅 ➡︎
つくばセンター

路線バス（30分）

東京駅 
八重洲南口

➡︎
高速バス 
特急つくば号（100分）

● つくば国際会議場
解放感あるエントランスホールにてパーティーをご開催いただけます。

● つくば山水亭
枯山水の日本庭園と料亭会席料理が楽しめます。会議やレセプション
パーティーなど幅広くご利用いただけます。

つくば国際会議場 
エントランスホール
でのパーティ

つくば山水亭

ユニークべニュー

● 市内研究所を見学する「サイエンスツアー」はアフター
コンベンションに最適です。

● 国際会議での同伴者向けに、華道、茶道、着付け、書道
など日本文化体験プログラムをご案内しています。

● バンケット等において、琴や和太鼓の演奏、ガマの 
油売り口上の実演を手配いたします。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

日本文化体験プログラム（茶道）アトラクション（琴演奏）

関
　
東
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http://www.ttca.jp
mailto:info%40ttca.jp?subject=
https://www.okura-tsukuba.co.jp/
https://www.okura-tsukuba.co.jp/facilities/epochal/
https://www.okura-tsukuba.co.jp/facilities/epochal/
http://www.hg-shinonome.co.jp/
https://www.daiwaroynet.jp/tsukuba/
http://www.hotel-bestland.co.jp/
http://www.mark-1.jp/tsukuba/30_mobile_company/index_sp.html
http://www.tsukubasan.co.jp/
http://tsukuba-grandhotel.co.jp/
http://aokiya-hotel.com/
https://www.epochal.or.jp/
http://www.tcf.or.jp/capio/
http://www.tcf.or.jp/novahall/
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/2117/007622.html
https://www.tsukuba-tci.co.jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/kouryucenter/
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前 橋 お問い
合わせ

（公財）前橋観光コンベンション協会
〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目12－1 前橋プラザ元気21 1階
Tel  027-235-2211　 FAX  027-235-2233　 URL  http://www.maebashi-cvb.com　 Email  info_mice@maebashi-cvb.com

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
前橋テルサ 26 330 180 180 180 250 2 480 7 有 JR前橋駅からバスで8分
前橋さくらホテル 183 400 360 200 240 300 ー 200 10 無（有線） JR前橋駅から徒歩で10分
ホテルサンダーソン 69 120 120 80 81 100 ー 65 2 有 JR新前橋駅からタクシーで10分
ホテルラシーネ新前橋 49 510 500 360 360 450 2 987 9 有 JR新前橋駅から徒歩で5分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年11月 全国商工会議所観光振興大会2017 in前橋 ベイシア文化ホール、ヤマダグリーンドーム前橋ほか 1,500

2016年10月 第53回日本小児アレルギー学会 ベイシア文化ホール ほか 1,800

2016年8月 平成28年　電気学会産業応用部門大会 群馬大学 荒牧キャンパス 1,100

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

ヤマダグリーンドーム前橋 20,000 5,000 8,000 ー 5 5,000 ー 8,000 ー 無 JR前橋駅からバスで10分
ALSOKぐんま総合スポーツセンター 9,000 3,664 5,433 ー 4 3,664 ー ー ー 無 JR前橋駅からタクシーで25分
ベイシア文化ホール 1,994 3,461 1,994 ー 9 350 2 334 ー 無 JR前橋駅からバスで10分
昌賢学園まえばしホール 1,200 1,440 1,200 ー 5 669 ー ー ー 無 JR前橋駅から徒歩で8分
前橋テルサ 500 1,278 500 ー 6 330 ー 180 250 無 JR前橋駅からバスで8分
前橋商工会議所会館 1,187 1,900 500 300 7 667 ー 500 500 無 JR前橋駅からバスで10分
群馬會舘 670 1,359 410 ー 8 295 ー 100 ー 無 JR前橋駅からバスで8分

「水と緑と詩のまち」前橋市は、関東平野の北西部に位置 
する群馬県の県庁所在地であり、北側には日本百名山

「赤城山」がそびえ、流域面積日本一を誇る「利根川」が
流れる自然豊かな都市であります。市内には大小様々な 
コンベンション施設があり、学会・会議・スポーツ大会
など多くのコンベンションが開催され、国際観光コンベン
ション都市として飛躍しております。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
前橋観光コンベンション協会　誘致促進助成金制度
前橋市内で開催される各種コンベンションで当市内において相当数の宿泊が見
込めるもの。
● 全国規模以上
・ 全国から参加が見込める全国規模100名（国際50名）以上のコンベンション

に限ります。
・ 助成金申請書が当該年度前年の指定時期（9月末）までに提出された場合に限

ります。
＊ 助成金額最大　100万円まで
・ 国際コンベンション 

海外からの参加外国人1人当たり3,000円＋県外参加者1人当たり1,000円
・ 国内コンベンション 

県外参加者1人当たり1,000円
● 関東ブロック規模以上
・ 関東規模以上で、当協会が支援するコンベンションとする。
・ 助成金申請書が当該年度前年度の指定時期（3月末）までに提出された場合に

限ります。
＊ 助成金額最大　50万円まで 

県外参加者1人当たり500円
＊ 要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

2.	その他の支援サービス
● 観光マップ・食のマップ・コングレスバック等の提供
● 歓迎フラッグ横断幕の設置、のぼり旗の貸与
● 地元物産販売出展手配
● アトラクション（郷土芸能等）の紹介
● 事前視察受入・PCO・旅行会社・その他市内関連業者等の紹介
＊ 参加人数・開催規模など、支援の要件がある場合があります。

詳しくは...
前橋まるごとガイド　コンベンション情報
http://www.maebashi-cvb.com/convention/

アクセス

羽田空港 ➡︎
前橋駅

約100分

成田空港 ➡︎ 約120分

東京駅 ➡︎
前橋駅

（JR上越・北陸新幹線/約50分）⇒
高崎駅⇒（両毛線約15分）⇒前橋駅

上野駅 ➡︎ （JR高崎線／約2時間）⇒高崎駅⇒
（両毛線約15分）⇒前橋駅

浅草駅 ➡︎ 中央前橋駅
（東武鉄道特急りょうもう号／ 
約2時間）⇒赤城駅⇒（上毛電鉄／
約38分）⇒中央前橋駅

● 臨江閣
本館と別館があります。本館は明治17年に迎賓館として建設された数
寄屋風建築の建物で県指定重要文化財です。別館は明治43年に貴賓館
として建設された書院風建築で市指定重要文化財です。別館2階の大広
間は150畳という広さです。

（本館50名・別館1階50名・別館2階150名）
● 前橋市芸術文化れんが蔵

前橋市芸術文化れんが蔵の建物を前橋市が整備、保存、活用しています。
館内は建設時からある柱をそのままにし、多目的施設としてご使用いた
だけます。（館内226㎡ 200名）

前橋公園日本庭園

臨江閣別館2F大広間

ユニークべニュー

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

赤城山大沼湖畔 サンデンフォレスト・森林散策

● サンデンフォレスト
森の中の21世紀型工場「サンデンフォレスト」。自動販売機・ショーケースなど製造工程を見学できるほか、周辺の森を生かした自然体験もできます。

● ソーセージ作り
本格的なソーセージ作りを体験することができます。ほかに季節の野菜収穫体験もできます。

● 酒蔵見学
製造工程の説明や酒造内部の案内の後、様々なタイプの日本酒や焼酎等の利き酒ができます。

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数19／総客室数1,474　●旅館：総施設数－／総客室数－　●合計：総施設数19／総客室数1,474

関
　
東

▼ 

前
　
橋

http://www.maebashi-cvb.com
mailto:info_mice%40maebashi-cvb.com?subject=
http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/
http://www.maebashihotel.com/
http://www.sanderson.jp/
http://racine.tsudoie.co.jp/
http://www.greendome.jp/
http://www.pref.gunma.jp/07/x5010002.html
http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/
http://www.maebashi-cc.or.jp/maebashishibun/
http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/
http://www.maebashi-cci.or.jp/hall/
http://www.pref.gunma.jp/01/a2710017.html
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さいたま お問い
合わせ

（公社）さいたま観光国際協会
〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3F
Tel  048-647-0788　 FAX  048-647-0116　 URL  http://www.stib.jp　 Email  conv@stib.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年12月 第13回原子核衝突に関する国際会議 ソニックシティ 350 (200)
2018年9月 第67回ISO ／ TC61年次国際会議 ソニックシティ 250 （200)
2017年8月 第21回国際疫学会総会 ソニックシティ 1,131 （624)
2017年4月 第8回世界盆栽大会inさいたま さいたまスーパーアリーナ、ソニックシティ他 1,215 （766)
2013年12月 MORIS 2013 ソニックシティ 150 （30）
2011年12月 日米医学協力計画 結核・ハンセン病専門部会 日米合同会議 ソニックシティ 300 (100)
2011年11月 LEM21(第6回先端生産技術に関する国際会議） ソニックシティ 250 (40)
2010年10月 Heli Japan 2010  ソニックシティ 400 (100)
2010年10月 日本薬物動態学会 第25回年会（東京） ソニックシティ 1,200 （20）
2010年8月 第22回国連軍縮会議inさいたま 浦和ロイヤルパインズホテル 250 (50)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

ソニックシティ 5,000 17,483 2,505 ー 43 804 ー ー 600 無 JR大宮駅西口より徒歩3分
さいたまスーパーアリーナ 37,703 16,800 37,000 ー 8 1,000 ー ー ー 無 JRさいたま新都心駅西口よりすぐ
埼玉会館 2,636 ー 1,315 ー 22 598 ー 100 100 無 JR浦和駅西口より徒歩6分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

さいたま市は首都東京に隣接し、成田、羽田両空港からと
も電車で70 〜 90分という距離で、直通バスも運行され
ており、東京都心施設と遜色ない利便性を誇っておりま
す。また、主要コンベンション施設はJRの駅に近く、海外
からの参加者にとっては勿論、国内の参加者にとっても新
幹線5路線をはじめ、JR各線や私鉄が結節する交通の要
衝として参加し易いこと請け合いです。また、日本文化に
も簡単に触れることができ、大宮盆栽村や日本屈指の歴史
を誇る武蔵一宮氷川神社、人形のまち・岩槻では日本人形
の製作行程をご覧いただけます。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
① コンベンション開催助成金
1） 市内を主会場とする参加者100人以上（内10%以上が海外から）の国際会

議、又は参加者500人以上（参加者が関東全域以上）の国内会議
2） 最高100万円まで助成。※申請は開催前年度の6月末日まで
② アフターコンベンション開催助成金
1） 市内を主会場とする参加者50人以上（日本を含む3 ヶ国以上に亘る）の国際

会議、又は参加者100人以上（参加者が関東全域以上）の国内会議
2） ユニークベニュー、エクスカーション、アトラクションのいずれか1つの申

請とし、経費の1/2以内、最高20万円まで助成。

2.	その他の支援サービス
1） 各種都市紹介資料の提供
2） 画像や映像（DVD)の提供
3） 開催地立候補提案書類の作成
4） 事前視察受入れ
5） PCO、旅行会社等の紹介
6） アトラクションの提案
7） ボランティアの手配
8） 行政機関との調整（県・市の後援名義や首長挨拶要請依頼等）
9） 土産品販売コーナーの設置
10） JR最寄駅での案内看板の掲出（大宮駅・さいたま新都心駅・浦和駅）
11） コンベンションバッグの提供（ビニール製：無料・不織布：有料）

詳しくは...
（公社）さいたま観光国際協会ホームページ　コンベンション 支援メニュー
http://www.stib.jp/conv/shien.shtml

アクセス

成田空港
➡︎ 大宮駅 京成線・JR（約100分）

➡︎
大宮駅、 
さいたま新都心駅

高速バス（約120分）

羽田空港

➡︎ 大宮駅 モノレール・JR（約80分）

➡︎
大宮駅、 
さいたま新都心駅、
浦和駅、武蔵浦和駅

高速バス（約80分）

東京駅 ➡︎ 大宮駅 新幹線各線（25分）

鉄道博物館でのユニークベニュー

鉄道博物館 ヒストリーゾーン

ユニークべニュー

● 鉄道博物館
「てっぱく」の愛称で知られる鉄道博物館での思い出作りはいかがで
しょうか？閉館後の「てっぱく」はナイトミュージアムに変身し貸切に
てご利用いただけます。大迫力の実物車両を眺めながらの懇親会は参加
者のみなさまにとって貴重な機会になること間違いなしです。さまざま
なプランやオプションが用意されておりますので、特別な時間をお過ご
しいただけます。過去、実施したみなさまからもご好評をいただいてい
ます。（写真提供：鉄道博物館）

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
パレスホテル大宮 204 1,116 900 450 400 1,200 6 749 11 有 JR大宮駅西口より徒歩3分
ホテルブリランテ武蔵野 60 660 600 400 260 500 3 552 5 有 JRさいたま新都心駅西口より徒歩5分
ラフレさいたま 186 417 440 234 240 300 2 1,055 8 有 JRさいたま新都心駅西口より徒歩10分
浦和ロイヤルパインズホテル 196 1,100 1,400 860 710 1,500 3 1,755 12 有 JR浦和駅西口より徒歩７分
ホテルメトロポリタン 
さいたま新都心 157 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 JRさいたま新都心駅西口より徒歩1分

東横インさいたま新都心 227 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 JRさいたま新都心駅東口より徒歩2分
アパホテル〈さいたま新都心駅北〉 223 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 JRさいたま新都心駅東口より徒歩6分
東横インさいたま岩槻駅前 178 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 東武アーバンパークライン岩槻駅東口より徒歩1分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数20／総客室数2,617　●旅館：総施設数11／総客室数127　●合計：総施設数31／総客室数2,744

日本文化に深く触れ、楽しいひと時を過ごせる様々なプログラムをご紹介いたします。

● 文化体験
盆栽見学、書道、茶・華道、折り紙、浴衣の着付、風呂敷などの文化体験

● 伝統芸能鑑賞
能・雅楽などの伝統芸能鑑賞

盆栽の見学 能の鑑賞

関
　
東
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http://www.stib.jp
mailto:conv%40stib.jp?subject=
https://www.sonic-city.or.jp/
https://www.saitama-arena.co.jp/
http://www.saf.or.jp/saitama/
http://www.palace-omiya.co.jp/
https://www.hotel-brillante.com/
http://www.rafre.co.jp/
http://www.royalpines.co.jp/
http://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/
http://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00121/
https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/2_saitamashintoshin-ekikita/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00265/
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千 葉 千葉市/成田市/木更津市/浦安市

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
MICE開催に対し、様々な種類の財政補助の用意がございます。
1. 千葉県国際会議開催補助金制度

日本最大規模の「国際会議開催補助金」（最大2,000万円）制度【県単独で
は最大1,000万円（市町村による補助がある場合には合算して最大2,000
万円）】
● 対象となる会議の条件

①会議の参加国数が5カ国以上、会議の開催期間が3日以上　②開催地
が未決定であること　③国又は地方公共団体が主催ではないこと　④政
治的、宗教的又は営利的な目的を持つ会議でないこと

2. 千葉市国際会議開催補助金制度及び大規模コンベンション開催補助金制度
3. 成田市コンベンション開催事業補助金制度
4. （公財）ちば国際コンベンションビューロー　コンベンション開催助成金制度

5. （公財）ちば国際コンベンションビューロー　開催準備資金貸付制度
6. （公財）ちば国際コンベンションビューロー　インセンティブ旅行等支援 

プログラム
詳細については当財団までお問い合わせください。

2.その他の支援サービス
● 各都市紹介資料【対応言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語など】
● 画像や映像（DVD）の提供【対応言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、 

韓国語など】
● 国際本部へ向けた各種招聘状の手配・千葉県知事のビデオレター手配
● 千葉県内の施設や観光地などの画像データ提供
● PCO、旅行会社等の紹介
● 伝統芸能（太鼓、能、琴など）各種アトラクションの提案
● ボランティアの手配

アクセス 成田空港 ➡︎
千葉市

リムジンバス（約30分）

羽田空港 ➡︎ リムジンバス（約40分）

成田市は、世界120都市以上と結ばれている日本の表玄関成田空港と、
1,000年以上の歴史を持つ「成田山新勝寺」など日本らしい雅な文化を
持ち合わせています。
空港周辺には、8,000室以上の客室と充実した会議施設を有するホテ
ル群があり、高いレベルのサービスを経済的な価格でご利用いただけ
ます。
さらに、歴史や文化が感じられる街並み、多数のゴルフ場やアウトレッ
トなどのショッピング、レジャー施設にも容易にアクセスできる国際
的な観光都市でもあります。

アクセス
成田空港 ➡︎ 成田市

JR及び京成線（約10分）
※ 空港周辺ホテルへは無料シャト

ルバスにて5 ～ 10分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）

2019年3月 日本薬学会第139年会 幕張メッセ 9,000 (300)

2018年11月 第16回国際航法学会世界大会 幕張メッセ 300 (180)

2018年4月 第13回ACIアジア太平洋地域総会、会議 及び展示会 東京ベイ幕張ホール 500 (200)

2018年2月 国際シンポジウム『早老症と関連疾患』 かずさアカデミアパーク 110 (25)

2017年9月 第10回アジア環太平洋音声言語聴覚学会 国際医療福祉大学成田キャンパス 500 (200)

2017年4月 Gastech Exhibition & Conference 幕張メッセ 2,344 (1,500)

2017年1月 第22回アジア南太平洋設計自動化会議2017 幕張メッセ 397 (221)

2016年11月 International Conference on Electrical Machines and Systems 2016(ICEMS) 東京ベイ幕張ホール 562 (306)

2016年7月 第13回国際尿路結石症学会・日本尿路結石症学会第26回学術集会 幕張メッセ 402 (97)

2016年3月 第19回東アジア看護学研究者フォーラム 幕張メッセ 1,002 (101)

2015年11月 第16回クリニカルパス学会学術集会 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 924 (34)

2015年9月 第16回国際クラニオフェイシャルサージャリー学会 ヒルトン東京ベイ 840 (490)

2015年8月 第9回国際中欧・東欧研究協議会(ICCEES) 世界大会 幕張メッセ・神田外語大学 1,310 (783)

2015年5月 第14回オタワグループ会合 シェラトングランデ・トーキョーベイホテル 73 (63)

2014年7月 第99回国際キワニス年次総会2014 幕張メッセ 2,832 (1,834)

お問い
合わせ

（公財）ちば国際コンベンションビューロー
〒261-7114 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14階
Tel  043-297-2751　 FAX  043-297-2753　 URL  http://www.ccb.or.jp/mice/　 Email  request@ccb.or.jp

千葉都市モノレール 千葉市美術館さや堂ホールでのパーティ

● 千葉都市モノレールでのパーティ
懸垂型のモノレールを貸し切って、空中散歩を
しながらパーティーを楽しむことができます。

● 千葉市美術館さや堂ホール
さや堂ホールは、約90年前に建てられた旧川
崎銀行の建物で、新しいビルの内部に包み込
まれるように保存されています。8本の円柱が
並ぶネオ・ルネサンス様式の重厚感あるホー
ルは、非日常感を味わうことができ、アフター
コンベンション（会議、イベント、パーティー
等）に最適です。また、上階は美術館となって
おり、絵画・美術品鑑賞も楽しむことができ
ます。

千葉市は、東京都心、成田・羽田空港から約30分でアクセス可能であ
り、中でも幕張エリアは、日本を代表する複合コンベンション施設「幕
張メッセ」をはじめ、多数の宿泊施設や商業施設等が集積した、コンベ
ンション開催適地です。
また、日本一の長さを誇る人工海浜の海辺や緑豊かな都市公園・里山
を有するなど、海と緑が調和した自然の豊かさを身近に感じることが
できます。
ユニークベニューとしては、懸垂型で世界最長の営業距離を誇る「千葉
都市モノレール」での空中パーティーや、格調高い“ネオ・ルネサンス
様式”の空間が広がる「さや堂ホール（千葉市美術館）」でのレセプショ
ンなど、魅力的なコンテンツをご紹介できます。

千葉市

木更津市は、東京湾アクアラインの利用で東京都心から約1時間、羽田
空港からはわずか30分と、交通アクセスに優れた、海と山に囲まれた
自然豊かなまちです。
コンファレンスセンター「かずさアーク」は、かずさアカデミアホール
やオークラアカデミアパークホテルなど充実した施設があり、国際会議、
学術会議、企業イベントなど、さまざまなご要望にお答えいたします。
また、周辺には温泉施設やゴルフ場、アウトレットパークなど多彩な観
光地もあり、プレ/ポスト・カンファレンス・ツアーもお楽しみいた
だけます。

アクセス 成田空港 ➡︎
木更津市

バス（約60分）

羽田空港 ➡︎ バス（約30分）

木更津市

浦安市は、「東京ディズニーリゾート」をはじめ、国際色豊かな近代的
な都市としての顔を持つ一方、海や川によって育まれた昔ながらの江
戸の風情が感じられる一面も併せ持ち、ヘリコプタークルージングや
屋形船パーティーなどのユニークベニュー、大型温泉施設や複合型商
業施設など、バラエティに富んだ多くの観光資源を有しています。
東京からも、成田空港や羽田空港からも近い、コンベンション開催と
しては好立地なこの市内には、ホテルの客室数も2019年５月には約
12,000室となる予定です。
舞 浜 地 区 に は、14,000 ㎡ を 超 え る ア ン フ ィ シ ア タ ー を は じ め、
2,000㎡を超える会議場を擁するホテルが多数存在し、ロケーション
最高のコンベンションエリアです。

アクセス 成田空港 ➡︎
浦安市

リムジンバス（約50分）

羽田空港 ➡︎ リムジンバス（約30分）
浦安市成田市

提供：成田国際空港株式会社

ユニークべニュー
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http://www.ccb.or.jp/mice/
mailto:request%40ccb.or.jp?subject=
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千 葉 千葉市/成田市/木更津市/浦安市

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数38／総客室数6,772　●旅館：総施設数90／総客室数3,249　●合計：総施設数128／総客室数10,021
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルスプリングス幕張 259 577 700 432 350 500 4 10 有 海浜幕張駅から徒歩1分
ホテルグリーンタワー幕張 204 550 580 360 320 350 2 6 海浜幕張駅から徒歩3分
ホテルフランクス 222 324 300 160 140 170 5 有 海浜幕張駅から徒歩3分
ホテルザ・マンハッタン 131 500 420 270 250 400 9 海浜幕張駅から徒歩4分
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 2,007 2,070 2,366 1,570 1,150 2,200 11 12 有 海浜幕張駅から徒歩7分
ホテルニューオータニ幕張 418 1,322 1,786 900 880 1,500 4 12 有 海浜幕張駅から徒歩5分

コンベンション施設

会議施設名 収容人数(人) 総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション会場
収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

幕張メッセ 30 ～ 20,000 9,000 22 72,000 11 2,000以上 4,000以上
有 

（一部
有料）

海浜幕張駅から徒歩5分

千葉県文化会館 1,787 1,787 4 本千葉駅から徒歩10分
千葉ポートアリーナ 7,512 2,730 7,512 5,000 市役所前駅から徒歩8分

千葉市

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数8／総客室数1,187　●旅館：総施設数4／総客室数39　●合計：総施設数12／総客室数1,226
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
オークラアカデミアパークホテル 124 891 840 560 420 600 2 912 6 有 木更津駅から車で20分
龍宮城スパホテル三日月 479 668 450 450 450 450 3 － 30 有 木更津駅から車で20分
木更津ワシントンホテル 146 307 220 189 160 200 2 有 木更津駅から徒歩１分
グランパークホテルエクセル木更津 90 有 木更津駅から徒歩４分
ホテルロイヤルガーデン木更津 132 37 1 有 木更津駅から徒歩３分
開業予定の施設
ホテルルートイン木更津 186 平成30年3月オープン予定

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

かずさアカデミアホール 1,975 2,869 700 11 1,035 2 420 600 有 木更津駅からバスで20分

木更津市

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数18／総客室数6,782　●旅館：総施設数42／総客室数1,456　●合計：総施設数60／総客室数8,238
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテル日航成田 721 425 400 220 250 380 2 7 成田空港からバスで5分
成田東武ホテルエアポート 484 405 400 270 240 300 2 9 成田空港からバスで5分
ラディソンホテル成田 490 333 400 234 240 300 4 13
ANAクラウンプラザ成田 394 540 500 270 280 400 3 4 有 成田空港からバスで15分
マロウドインターナショナルホテル成田 800 862 1,140 600 500 1,000 4 7 有 成田空港からバスで10分
ヒルトン成田 548 781 1,100 580 500 800 3 16 有 成田空港からバスで15分
メルキュールホテル成田 248 360 390 240 160 250 2 3 成田空港からバスで20分
成田ビューホテル 489 800 800 700 350 800 3 23 成田駅からバスで30分

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

成田国際文化会館 1,188 4,348 1,188 7 京成成田駅からバスで10分
成田市文化芸術センター 301 250 301 4 成田駅から徒歩1分

成田市

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数23／総客室数9,261　●旅館：総施設数6／総客室数353　●合計：総施設数29／総客室数9,614
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
シェラトン・グランデ・トーキョーベイホテル 802 1,603 2,000 1,000 1,200 2,000 3 16 有 舞浜駅からバスで7分
ヒルトン東京ベイ 819 1,188 1,400 828 800 1,200 3 14 舞浜駅からバスで7分
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 703 1,800 2,500 1,500 1,500 2,500 6 7 舞浜駅からバスで10分
東京ディズニーランドホテル 705 486 400 234 210 300 2 3 舞浜駅から徒歩8分
ディズニーアンバサダーホテル 504 790 700 480 360 650 3 6 舞浜駅から徒歩8分
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 502 940 900 528 400 700 3 4

サンルートプラザ東京 696 540 550 350 320 500 3 9 一部
有料 舞浜駅からバスで5分

ホテルオークラ東京ベイ 427 577 720 420 310 500 4 舞浜駅からバスで7分
浦安ブライトンホテル 185 600 800 480 350 700 4 新浦安駅から徒歩1分
オリエンタルホテル東京ベイ 506 657 500 360 260 400 2 10 新浦安駅から徒歩1分

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

舞浜アンフィシアター 2,170 14,000 2,170 19 舞浜駅から徒歩10分
浦安市文化会館 1,765 1,304 浦安駅からバスで10分

浦安市

● 南房総 高家神社 庖丁式
高家（たかべ）神社は南房総市千倉町にある日本で唯一、料理の祖神を祀る神社です。

「庖丁式」は、烏帽子、直垂をまとい、庖丁とまな箸を用いて、一切手を触れることなく、鯉、真鯛、真魚鰹
などを調理する日本料理の伝統を今に伝える厳粛な儀式です。古式に則った所作と熟練された庖丁さば
きをご覧いただけます。

● 南総里見八犬伝　人形劇
戦国時代安房の地を本拠とした房総里見氏によるロマン溢れる物語を人形劇で演じます。
見ごたえある人形を使った迫力ある世界をご堪能いただけます。

● 千葉ロッテマリーンズ　M☆Splash!!
千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクター マーくん・リーンちゃん・ズーちゃん・COOL、そし
て球団公式チアパフォーマー M☆Splash!!のメンバーが会場に駆けつけ、最高のパフォーマンスで盛り
上げます。 

南房総 高家神社 庖丁式

南総里見八犬伝　人形劇

千葉ロッテマリーンズ　M☆Splash!!

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど
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http://springs.co.jp/index.html
https://www.greentower.co.jp/
http://www.francs.co.jp/
http://www.the-manhattan.co.jp/
https://www.apahotel.com/ja_ja/resort_hotels/?hotel_id=16423
http://www.newotani.co.jp/makuhari/
https://www.m-messe.co.jp/
http://www.cbs.or.jp/chiba/
https://chibacity.spo-sin.or.jp/shisetu/arena-top.html
http://www.kap.co.jp/oap/
http://www.mikazuki.co.jp/ryugu/
http://washington-hotels.jp/kisarazu/
https://grandpark-ex.jp/kisarazu/
http://hotel-royalgarden.co.jp/
https://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_663
http://www.kap.co.jp/hall/
http://www.nikko-narita.com/
https://www.tobuhotel.co.jp/narita/
http://chi-hotelsresorts.com/
http://www.anacrowneplaza-narita.jp/top/
http://www.marroad.jp/narita/
http://www.hiltonnarita.jp/
https://www.mercurehotelnarita.com/
https://www.viewhotels.co.jp/narita/
https://www.narita-bunka.jp/
http://www.narita-bungei-skytown.jp/
http://www.sheratontokyobay.co.jp/
http://www.hiltontokyobay.jp/
http://www.tbm-clubresort.jp/
http://www.disneyhotels.jp/tdh/
http://www.disneyhotels.jp/dah/
http://www.disneyhotels.jp/dhm/
http://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/
http://www.okuratokyobay.net/
https://www.brightonhotels.co.jp/urayasu/
https://www.oriental-hotel.co.jp/
http://www.maihama-amphitheater.jp/
http://www.urayasu-kousha.or.jp/urayasu-bunka/
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横 浜
横 浜 で は、世 界 最 大 級 の 複 合 コ ン ベ ン シ ョ ン 施 設

「パシフィコ横浜」を筆頭に、大小様々な規模に対応可能
なコンベンション施設や5 ッ星クラスから手頃な価格
帯のホテルまで幅広い選択肢となっています。純和風

「三溪園」での日本文化体験、港町ならではのクルージン
グや、海・夜景を一望できる施設でのレセプション、鎌倉
や箱根など近隣地域への観光などポストコンベンション
メニューも充実しています。数々の国際会議開催経験と
市民のホスピタリティをもって国際会議参加の皆様を
歓迎致します。

支援策
1.	コンベンション開催に対する助成援助
● 助成金制度
<横浜市大型国際コンベンション誘致助成金>
横浜市は市内で開催される国際会議について、200万円から最大で1,000万円
の助成金を交付します。登録者数が5,000人以上かつ外国人登録者数2,000人
以上の国際会議が1,000万円の助成対象となります。対象は市が誘致段階から
関わり、市内で初めて開催される国際会議です。助成の適否及び金額について
は内容や開催規模等を審査し決定します。
<横浜MICE開催応援プラン>
当財団では横浜市内の会議施設、ホテル、展示場等で開催されるMICEに対し、
開催規模や日数に応じてコングレスバッグの提供、アトラクションの提供、会
議機材費補助等、複数のメニューの支援をご用意しています。なお、市内事業者
利用が条件となり、年度によって支援条件、支援メニューが異なりますので、お
問い合わせ下さい。

2.	その他の支援サービス
● 都市紹介資料の提供：横浜観光地図、横浜ビジターズガイド・横浜ビジター

ズマップ（英語、簡体字、繁体字、ハングル、タイ語）
● 開催地立候補提案書の作成：国際会議の誘致に際し、提案書の作成及びプレ

ゼンテーション用の資料の提供や作成のお手伝いをします。
● 会議、パーティー会場の紹介、PCO、旅行会社等、MICE関連会員企業を紹介

します。
● 海外の会議主催者による視察受入れと一部経費を負担します。

詳しくは...
横浜観光コンベンション・ビューロー
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/
convention/

アクセス

羽田空港 ➡︎
横浜駅

鉄道（25分）
リムジンバス（30分）

成田空港 ➡︎
JR成田エクスプレス（85分）
リムジンバス（90分）

羽田空港 ➡︎
みなとみらい 
地区、山下地区

鉄道（30分）
リムジンバス（35分）

成田空港 ➡︎
鉄道（100分）
リムジンバス（120分）

羽田空港 ➡︎
新横浜地区

リムジンバス（40分）
成田空港 ➡︎ 鉄道（100分）

● 三溪園
四季折々の花と17棟の歴史的建造物が調和した日本庭園。茶会等の文
化催事はもとより、木造文化財建築の鶴翔閣では会議・パーティーが可
能な趣ある施設です。

● 横浜能楽堂
本舞台は、横浜市の文化財にも指定されており、伝統芸能鑑賞や能楽堂
施設見学等の後に、ロビーなど伝統を感じられる空間でのパーティー利
用が可能です。

● 横浜美術館
近現代美術を中心とした美術館で美術鑑賞をお楽しみいただいた後は、
美術館ならではのグランドギャラリーのパーティー利用が可能です。

横浜・八景島シーパラダイス

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センター 1F
Tel  045-221-2111　 FAX  045-221-2100　 URL  http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/　 Email  convention@ycvb.or.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ヨコハマグランド 
インターコンチネンタルホテル 594 722 700 420 430 700 3 3,202 14 有 みなとみらい駅徒歩5分

横浜ロイヤルパークホテル 603 1,460 1,450 1,000 900 1,500 4 2,850 12 有 桜木町駅徒歩5分
横浜ホテルベイ東急 480 1,280 1,400 780 580 1,200 4 2,508 12 有 みなとみらい駅徒歩1分
横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ 372 850 1,000 600 500 1,000 4 2,400 12 有 横浜駅徒歩1分
ローズホテル横浜 184 842 800 500 500 1,000 3 1,308 7 有 元町・中華街駅徒歩2分
ホテルニューグランド 240 440 400 300 250 400 2 1,155 4 有 元町・中華街駅徒歩1分
ホテルモントレ横浜 170 359 350 300 240 350 1,188 11 有 元町・中華街駅徒歩3分
ホテルメルパルク横浜 43 390 400 192 250 350 2 1,139 9 有 元町・中華街駅徒歩1分
開業予定の施設
ハイアットリージェンシー横浜 315 2019年6月開業予定
アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー 2,311 2019年秋開業予定

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2023年7月 第22回国際自動制御連盟総会 パシフィコ横浜 2,500
2022年10月 第8回アジア栄養士会議 パシフィコ横浜 2,000
2021年8月 国際計測連合　第23回世界大会 パシフィコ横浜 800
2020年10月 国際矯正歯科会議世界大会（IOC2020） パシフィコ横浜 6,000
2019年7月 第29回国際脳循環代謝学会総会 パシフィコ横浜 1,000
2019年5月 国際溶射会議 パシフィコ横浜 1,000
2018年7月 国際ソロプチミスト　アメリカ連盟大会 パシフィコ横浜 3,000
2018年6月 第64回国際ゾンタ世界大会 パシフィコ横浜 2,000
2017年10月 第18回世界肺がん学会（WCLC2017） パシフィコ横浜 6,000
2017年10月 第12回アジア・オセアニア核医学会 パシフィコ横浜 3,000
2017年6月 第6回アジア・パシフィック肝胆膵外科学会（A-PHPBA2017） パシフィコ横浜 2,000
2017年5月 第50回アジア開発銀行年次総会 パシフィコ横浜 5,000
2016年7月 第31回国際心理学会議（ICP2016） パシフィコ横浜 7,000
2016年6月 ゴールドシュミット会議（Goldschmidt 2016） パシフィコ横浜 4,000
2016年5月 第19回国際細胞学会議（ICC2016） パシフィコ横浜 5,000

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

パシフィコ横浜 － － － 5,002 50 20,000 4 630 1,000 有 みなとみらい駅徒歩3分
大さん橋ホール 1,128 2,000 1,128 700 － － － 600 1,128 有 日本大通り駅徒歩7分
ワークピア横浜 － 1,027 510 360 8 400 2 200 350 有 日本大通り駅徒歩5分
横浜商工会議所　横浜シンポジア 250 445 250 114 10 343 － － － 有 日本大通り駅徒歩5分
崎陽軒本店 － 1,081 486 270 － － － 200 300 有料 横浜駅徒歩1分
横浜市開港記念会館 － － 481 － 4 － － － － 無 日本大通り駅徒歩1分
TKPガーデンシティ PREMIUM横
浜ランドマークタワー － 1,110 298 222 13 － － 78 176 有料 みなとみらい駅徒歩5分

横浜赤レンガ倉庫1号館ホール 400 380 400 400 － 380 － 100 300 有料 馬車道駅徒歩約6分
横浜情報文化センター 239 350 239 80 2 － － － － 無 日本大通り駅直結
開業予定の施設
パシフィコ横浜（新施設） － 約47,000 5,948 3,968 42 6,337 8 2,340 5,000 － 最寄駅　みなとみらい駅・新高島駅

● 着物着付け体験
着物着付けは海外の方にも大人気。着付けの出張サービスも可能ですので実際に着物を着て日本
文化をご体感下さい。

● ジャズ
古くからジャズの街として知られ、ジャズ喫茶やジャズバーが多い横浜では様々なスタイルの
ジャズ演奏が楽しめ、パーティーを盛り上げます。

● 中華獅子舞
横浜を代表する観光スポット中華街で旧正月などに行われる中国古来の伝統芸能です。銅鑼や 
太鼓の伴奏に合わせ、龍や獅子がダイナミックに舞い踊ります。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

ジャズ演奏

横浜能楽堂

関
　
東

▼ 

横
　
浜

http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/
mailto:convention%40ycvb.or.jp?subject=
http://www.interconti.co.jp/yokohama/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/
https://www.yrph.com/
https://ybht.co.jp/
https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/
http://www.rosehotelyokohama.com/
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/yokohama/
https://www.mielparque.jp/yokohama/
http://www.pacifico.co.jp/
https://osanbashi.jp/use/
http://workpia.or.jp/
http://www.yokohama-cci.or.jp/symposia/9f/
http://kiyoken-enkai.com/honten/place
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-yokohama-landmark/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-yokohama-landmark/
https://akarenga.yafjp.org/facility/hall/
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/
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箱 根
箱根は日本で最も有名な温泉リゾート地の一つであり、 
国内外から毎年2,000万人を超える観光客が訪れます。
富士箱根伊豆国立公園の中心に位置し、世界文化遺産で 
ある富士山を近くに見ることもできます。
箱根には豊富な温泉、美しい自然とそれに調和した多彩な
美術館、100を超える旅館やホテル、バラエティに富んだ
乗り物、江戸時代の様子を残す箱根旧街道や伝統工芸品 
など、様々な魅力があります。東京からのアクセスも非常
に良く、会議後のエクスカーション先も豊富なことから、
会議等の開催地としてご検討ください。

支援策
観光パンフレット等、箱根に関する各資料提供

アクセス

羽田空港 ➡︎ 桃源台駅 小田急箱根高速バス（160分）

東京駅 ➡︎

箱根湯本駅

（JR＜快速＞）⇒小田原駅⇒ 
（小田急線）⇒箱根湯本駅【約90分】

新宿駅 ➡︎
小田急線＜小田急ロマンスカー＞

（85分）

横浜駅 ➡︎
（JR＜快速＞）⇒小田原駅⇒ 
（小田急線）⇒箱根湯本駅【約60分】

お問い
合わせ

箱根コンベンションビューロー
〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256番地
Tel  0460-85-7410　 FAX  0460-85-6815　 URL  http://www.hakone.or.jp/　 Email  web_kankou@town.hakone.kanagawa.jp

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

天成園 580 － 250 － － 1 有 箱根湯本駅より徒歩12分

湯本富士屋ホテル 412 － 1,600 － － 8 有 箱根湯本駅より徒歩3分

ホテルおかだ 667 － 700 － － 5 有 箱根湯本駅よりバス5分

ホテル南風荘 577 － 200 － － 有 奥湯本入口より徒歩1分

吉池旅館 200 － 250 － － 5 有 箱根湯本駅より徒歩7分

箱根ハイランドホテル 150 － 224 180 － 1 有 品の木箱根ハイランドホテル前バス停より徒歩1分

箱根仙石原プリンスホテル 290 － 170 150 － 3 有 仙石高原バス停より徒歩7分

ザ・プリンス箱根芦ノ湖 354 － 350 210 － 11 有 ザ・プリンス箱根芦ノ湖バス停より徒歩1分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

箱根寄木細工

● 江戸時代から受け継がれた伝統工芸である「箱根寄木細工」
様々な樹木の自然の色を組み合わせる事によってできる独特な幾何学簿用
が特徴。「畑宿地区」には寄木細工の職人が多く、製作実演や展示、販売をし
ているお店もある。また、コースター等の製作体験もできる。
その他、箱根には着物の着付け体験、抹茶体験、吹きガラス体験など様々な 
体験プログラムがある。

大涌谷

宮城野早川堰堤の桜 芦ノ湖・富士山

箱根関所 大観山からの富士山

関
　
東

▼ 

箱
　
根

http://www.hakone.or.jp/
mailto:web_kankou%40town.hakone.kanagawa.jp?subject=
http://www.tenseien.co.jp/
http://www.yumotofujiya.jp/
http://www.hotel-okada.co.jp/
http://www.nanpuso.co.jp/
http://www.yoshiike.org/
http://www.hakone-highlandhotel.jp/
http://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/
http://www.princehotels.co.jp/the_prince_hakone/
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新 潟
日本海側最大の複合一体型コンベンションセンター

「朱鷺メッセ」を有する新潟市。その朱鷺メッセは、1万人
収容の本格的な展示場や大小13の会議室、ホテルなどが
一体化しており、会議、パーティー、宿泊といったコンベ
ンションの流れをスムーズに一つの空間で行えます。
新潟市までは東京から新幹線で2時間、高速自動車道など
の高速交通網も整備され、新潟空港も主要都市（札幌、
名古屋、大阪、福岡等）と結ばれ、国際線では上海、ソウル、
台北からの直行便があります。便利で快適なコンベンショ
ン開催をお約束いたします。

支援策
・ 全国トップレベルのコンベンション補助金制度（新潟県と併用することで 

最大1,200万円）や開催終了までの支援・サポート体制は主催者に好評を 
いただいております。

 新潟市：最大350万円
 新潟県：最大700万円（国外からの参加者数により最大150万円上乗せ 
します）

・ アトラクション・エキスカーション助成制度（経費の1/2　最大20万円まで
助成します）

・ にいがた観光親善大使の派遣（１名無料）
・ コンベンションボランティア派遣（交通費として3,000円を負担願います）
・ コングレスバック・観光ガイド・グルメ割引クーポン等の無料提供

詳しくは...
新潟県・新潟市　補助金　助成金制度
https://www.nvcb.or.jp/ncn/

アクセス

新潟空港 ➡︎ 新潟駅 リムジンバス（約25分）

仁川空港 ➡︎ 新潟空港 国際線（約2時間）

東京駅 ➡︎ 新潟駅 上越新幹線（約2時間）

● 新潟を五感で味わう懇親会　旬鮮市場「ピアBandai」
日本海の穫れたて鮮魚から産直野菜、旬の果実、おいしいお肉に越後の米や名酒まで欲しいものが全部揃うにいがた食市場で、懇親会はいかがですか？
新潟の「人」の温かさを作り出すこの市場（いちば）パーティーは、参加者のコミュニケーション、交流を深めます。
市場からの直接仕入で食材を提供しますので、とてもリーズナブルな料金で懇親会が開催できます。100名から500名まで対応可能です。

懇親会にて、清酒の樽を使った鏡割りの乾杯

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）新潟観光コンベンション協会
〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通6番町894-1 西堀6番館ビル4F
Tel  025-223-8181　 FAX  025-223-9100　 URL  http://www.nvcb.or.jp　 Email  nvcb@nvcb.or.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ANAクラウンプラザホテル新潟 182 1,100 1,600 840 850 1,600 3 3,050 14 有 新潟駅より徒歩10分
新潟グランドホテル 87 594 1,000 600 430 800 2 1,425 9 有 新潟駅よりタクシーで7分
ホテルオークラ新潟 265 696 832 552 400 500 1,472 9 有 新潟駅よりタクシーで5分
アートホテル新潟駅前 304 490 612 312 250 300 2 801 5 有 新潟駅より徒歩5分
新潟東映ホテル 133 536 800 438 350 500 2 1,224 6 有 新潟駅より徒歩10分
万代シルバーホテル 222 345 480 252 220 260 2 1,104 9 有 新潟駅より徒歩12分
ホテルイタリア軒 86 654 975 660 700 1,200 3 1,497 4 有 新潟駅よりタクシーで13分
ラマダホテル新潟 308 256 242 195 180 200 2 448 3 有 新潟駅より徒歩5分
ホテル日航新潟 201 560 500 300 250 400 2 1,210 5 有 新潟駅よりタクシーで13分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年6月 第61回日本腎臓学会学術集会 朱鷺メッセ 5,000 (100)
2018年1月 2018北東アジア経済発展国際会議 朱鷺メッセ 350 (100)
2017年10月 第8回日韓合同ストロークカンファレンス 朱鷺メッセ 400 (240)
2017年10月 ミスインターナショナルと交流する会 朱鷺メッセ 600 (100)
2016年9月 第77回応用物理学会秋季学術講演会 朱鷺メッセ 6,000 (100)
2016年9月 第22回摂食嚥下リハビリテーション学会 朱鷺メッセ 4,000 (50)
2016年4月 G7新潟農業大臣会合 朱鷺メッセ 200 (100)
2015年6月 30th Politzer Society Meeting 朱鷺メッセ 700 (500)
2015年6月 第5回有機・無機電子材料とナノ国際会議 朱鷺メッセ 400 (200)
2015年5月 第56回日本神経学会学術大会 朱鷺メッセ 6,000 (200)
2015年5月 第52回日本リハビリテーション医学会学術集会 朱鷺メッセ 2,000 (20)
2014年12月 The 21st International Display Workshops 朱鷺メッセ 1,200 (400)
2014年5月 第63回日本医学検査学会 朱鷺メッセ 2,300 (30)
2011年9月 国際電気化学会議 朱鷺メッセ 1,300 (300)
2010年10月 2010日本APEC新潟食料安全保障担当大臣会合 朱鷺メッセ 300 (200)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

朱鷺メッセ 1,000 1,133 1,000 700 12 7,800 2 8,000 10,000 有 新潟駅よりタクシーで10分
新潟日報メディアシップ 234 270 230 150 有 新潟駅よりタクシーで5分
新潟県民会館 2,060 3,480 1,730 有 新潟駅よりタクシーで10分
新潟市産業振興センター 5,500 4,400 5,500 4,500 2 有 新潟駅よりタクシーで15分
りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化
会館） 3,570 1,900 1 有 新潟駅よりタクシーで10分

新潟テルサ 1,510 3,840 1,500 5 3,241 有 新潟駅よりタクシーで15分
新潟市民プラザ 540 538 540 538 有 新潟駅よりタクシーで10分
新潟ユニゾンプラザ 1,008 448 8 750 300 400 有 新潟駅よりタクシーで10分

200年の伝統を誇る新潟古町芸妓の舞を体験する	
プログラムです。

● 「新潟花街茶屋」プログラムでは、かつての豪商のお屋敷で、古
町芸妓の舞の観賞と芸妓さんとのお座敷遊びを体験いただけ
ます。

● 「芸妓の舞」派遣プログラムでは、懇親会会場に芸妓を派遣い
たします。（経費の1/2　最大20万円まで助成します）

「豪農の館」プログラムでは、北方文化博物館にて、越後の大地主
伊藤家三人餅つきや書道、和紙作りを体験いただけます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

芸妓の舞鑑賞と御座敷遊び 北方文化博物館にて三人餅つきを体験

中
　
部
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新
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http://www.nvcb.or.jp
mailto:nvcb%40nvcb.or.jp?subject=
https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/
http://www.ni-grand.co.jp/index.php
http://www.okura-niigata.co.jp/
http://www.art-niigata-station.com/
https://toeihotel-niigata.com/
https://www.silverhotel.co.jp/
http://www.italiaken.com/
https://ramadahotel-niigata.com/
https://www.hotelnikkoniigata.jp/
http://www.tokimesse.com/
http://niigata-mediaship.jp/
https://www.niigata-kenminkaikan.jp/
http://www.sansin.or.jp/
https://www.ryutopia.or.jp/information/
https://www.ryutopia.or.jp/information/
http://www.n-terrsa.jp/
http://www.niigata-siminplaza.ecnet.jp/
https://www.unisonplaza.jp/
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富 山
富山県は３大都市圏からほぼ等距離にあり、北陸新幹線で
富山ー東京間が2時間8分で結ばれ、富山きときと空港に
は、東京、札幌からの国内線やソウル、大連、台北等から
の国際線が就航しており、国内外から便利なアクセスと
なっています。
県内には「立山黒部アルペンルート」「世界遺産五箇山合
掌造り集落」など国際的な観光地をはじめ、歴史ある名刹
や街並み、現代的な美術館など見どころは尽きません。
さらに「国際会議観光都市」として国の認定を受けた富山
市をはじめ、一円に様々な規模と機能を備えた低料金の会
議施設が数多く整備されているほか、県・市町等の充実し
た支援制度を設けています。

支援策
1.	コンベンション開催に対する助成制度
県・市町あわせて最大1,300万円の補助
〇 富山県の助成制度
・ 県外参加者または延べ宿泊数に応じて最高800万円補助
 ［中部ブロック規模］最高200万円（県外参加者100人以上から対象）
 ［全国規模］最高400万円（県外参加者100人以上から対象）
 ［国際規模］最高800万円（海外参加者10人以上かつ全体参加者20人以上

から対象）
〇 富山市の助成制度
・ コンベンション県外参加者数と会期に応じて最高500万円補助 

外国からの参加者には、参加人数×5,000円×会期を加算
・ シャトルバスを運行させる場合、最高50万円
※富山市以外の市町で開催の場合は、当該市町の助成制度あり。
〇 富山コンベンションビューローの助成制度
・ 下記の合計上限額30万円まで補助
① 懇親会等で富山県の伝統芸能を公演する場合　最高10万円
② 県内観光のためバス等をチャーターした場合　最高10万円
③ シャトルバスを運行させる場合　最高10万円
④ 看護師・保育士・通訳等の派遣サービスを利用した場合　最高5万円

2.	その他の支援サービス
〇 開催地選定段階での支援内容
・ 開催規模や予算に合わせた、会場施設の紹介・予約
・ 本県で開催した場合の特色等を紹介した企画提案書の作成・提供
・ 学会等のキーパーソンを招聘・案内する事前視察の受け入れ
〇開催決定後の支援内容
・ インフォメーションコーナーの設置やアシスタント業務などのボランティア

の派遣
・ 空港やJR新幹線駅での歓迎看板の設置
・ 県内観光する場合にタクシー料金が半額になるコンベンションタクシー制度
・ 各種パンフレット、グルメマップ、コンベンションバッグの提供
・ 富山県の民謡や伝統芸能の団体の紹介などアトラクションの提案
・ コンベンション開催実績がある地元PCOや旅行会社等の紹介

詳しくは...
(公財)富山コンベンションビューローホームページ［支援制度］
http://toyama-cb.or.jp/support.html

アクセス

富山きときと
空港

➡︎ 富山市内 バス（15分）

東京駅 ➡︎

富山駅

北陸新幹線（2時間8分）

大阪駅 ➡︎
（JR特急サンダーバード）⇒ 
金沢駅⇒（北陸新幹線）⇒富山駅 

【3時間6分】

京都駅 ➡︎
（JR特急サンダーバード）⇒ 
金沢駅⇒（北陸新幹線）⇒富山駅 

【2時間38分】

名古屋駅 ➡︎
（JR特急しらさぎ）⇒金沢駅⇒ 
（北陸新幹線）⇒富山駅 
【2時間57分】

● グランドプラザ
富山市の街なかにある全天候型広場「グランドプラザ」は、新しい
タイプのにぎわい創出拠点として全国から注目を集めています。ガラス
屋根のかかった開放的な空間で、新鮮な海の幸や地酒の飲み比べ等、

「富山らしい」懇親会を開催できます。会議場からグランドプラザへは、
環状線路面電車「セントラム」で約5分と移動も便利です。

● 環状線路面電車「セントラム」
富山市の中心市街地を巡る路面電車で、現代的なデザインの車両の窓か
らは雄大な立山連峰や富山城址などの街並みを望むことができます。ま
た、トラムの貸切運行(車内での飲食可)も可能で様々なイベントなど
で利用できます。

セントラムと 
富山国際会議場

ユニークべニュー

グランドプラザでの 
交流会

お問い
合わせ

（公財）富山コンベンションビューロー
〒930-0083 富山県富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル7階
Tel  076-421-3300　 FAX  076-421-0963　 URL  http://toyama-cb.or.jp　 Email  toyama-213@voice.ocn.ne.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

ANAクラウンプラザホテル富山 251 850 1,020 630 430 800 3 902 8 有 JR富山駅から路面電車セントラムで7分 
「国際会議場前」下車すぐ・JR富山駅から徒歩15分

ホテルグランテラス富山 129 664 1,000 500 500 1,000 3 751 10 有 JR富山駅から徒歩5分
富山第一ホテル 110 792 1,000 600 500 1,000 3 308 4 有 JR富山駅から徒歩10分
オークスカナルパークホテル富山 210 ー 740 930 504 410 3 502 5 有 JR富山駅北口から徒歩2分
富山エクセルホテル東急 210 ー ー ー ー ー ー 127 2 有 JR富山駅から徒歩1分
アパヴィラホテル富山駅前 246 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 JR富山駅から徒歩3分
富山マンテンホテル 295 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 JR富山駅から徒歩10分
ホテルニューオータニ高岡 80 620 576 288 260 500 2 905 8 有 あいの風とやま鉄道高岡駅古城公園口から徒歩5分
砺波ロイヤルホテル 249 1,024 1,260 540 570 800 2 348 3 有 北陸自動車道砺波ICから15分
宇奈月杉乃井ホテル 129 445 600 400 220 400 2 ー 4 無 富山地方鉄道宇奈月温泉駅から徒歩3分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数99／総客室数8,708　●旅館：総施設数336／総客室数6,080　●合計：総施設数435／総客室数14,788

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年7月 第19回国際カロテノイド学会 富山国際会議場 320 （200）
2019年9月 宇宙素粒子物理学と地下実験物理学の国際会議（TAUP2019） 富山国際会議場 500 （350）
2018年9月 第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018in富山 富山国際会議場ほか 2,500
2018年8月 2018年電磁波工学研究の進歩に関する国際会議（PIERS2018） 富山国際会議場ほか 1,200 （600）
2018年6月 第19回日本言語聴覚学会 富山県民会館 1,785
2017年11月 国際北陸工芸サミット 富山県美術館ほか 600 （50）
2017年11月 第38回全国歯科保健大会 富山県民会館 1,500
2017年9月 国際歯科審美学会第10回世界大会/日本歯科審美学会第28回学術大会 富山国際会議場ほか 1,200 （400）
2017年7月 第24回日本介護福祉士会全国大会・第15回日本介護学会inとやま 富山県民会館 1,100
2016年10月 第55回全国自治体病院学会in富山 富山県民会館ほか 3,828
2016年7月 第52回日本周産期・新生児医学会学術集会 富山国際会議場ほか 3,280 （11）
2016年5月 G7富山環境大臣会合 富山国際会議場ほか 400 （100）
2015年4月 北極科学サミット週間2015（ASSW2015） 富山国際会議場ほか 708 （434）
2013年6月 2013年度第27回人口知能学会全国大会 富山国際会議場ほか 1,006 （24）
2012年7月 第67回日本消化器外科学会総会 富山国際会議場ほか 8,000 

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

富山国際会議場 1,527 13,273 825 ー 8 500 4 200 300 有
JR富山駅から路面電車セントラムで7分

「国際会議場前」下車すぐ・JR富山駅から
徒歩15分

富山県民会館 2,242 17,799 1,105 ー 38 1,110 7 180 180 有 JR富山駅から徒歩10分
とやま自遊館 ー 11,460 800 300 5 860 2 300 500 有 JR富山駅北口から徒歩10分
富山県民共生センター (サンフォルテ) 687 7,640 350 250 12 ー ー ー ー 無 JR富山駅北口から徒歩10分
富山市芸術文化ホール 
(オーバードホール)

2,200
(ホール) 24,556 2,200 ー ー ー ー ー ー 有 JR富山駅北口から徒歩2分

富山産業展示館(東館)(テクノホール) ー 7,077 3,000 1,800 10 3,363 3 1,200 2,000 有 富山きときと空港から車で3分、JR富山駅
から15分富山産業展示館(西館)(テクノホール) ー 5,855 3,000 1,800 8 3,634 3 1,200 3,000 有

高岡市生涯学習センター 
(ウィング・ウィング高岡)

403
(ホール) 11,016 403 ー 4 ー ー ー ー 有 あいの風とやま鉄道高岡駅から徒歩3分

富山県高岡文化ホール 703
(ホール) 7,999 703 ー 8 185 ー ー ー 有 JR氷見線越中中川駅から徒歩3分

砺波市文化会館 1,207
(ホール) 4,435 1,207 ー 4 ー ー 180 300 有 JR城端線砺波駅から徒歩15分

黒部市宇奈月国際会館(セレネ) 1,140 5,700 700 ー 5 ー ー 280 320 有 富山地方鉄道宇奈月温泉駅から徒歩5分

● 「くすりの富山」として300年の伝統を誇り、製薬・医薬品
関連企業と工場が集積。また古くよりモノづくりが盛んで、
アルミ等の金属や機械産業など日本海側屈指の工業が集積。 
こうした富山ならではの伝統的な技術やモノづくりの歴史を
見ることができるテクニカルツアーのご提案もできます。

● 「越中おわら節」や「こきりこ節」など、富山県には古くから
多くの伝統芸能・郷土芸能があり、地元の保存会等によって
継承されています。当ビューローではレセプション等で、これ
らの伝統・郷土芸能が披露される場合の補助もしております。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

富山のくすり 越中おわら

中
　
部
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http://toyama-cb.or.jp
mailto:toyama-213%40voice.ocn.ne.jp?subject=
https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/
https://breezbay-group.com/m-toyama/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/toyamadh
http://www.oarks.co.jp/canal/
https://www.toyama-e.tokyuhotels.co.jp/ja/
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/16v_toyama-ekimae/index.html
https://www.manten-hotel.com/toyama/
http://www.newotani-takaoka.co.jp/
http://www.daiwaresort.jp/tonami/
https://www.unazuki-suginoi.jp/
https://www.ticc.co.jp/
http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/
http://www.jiyukan.or.jp/
https://www.sunforte.or.jp/
http://www.aubade.or.jp/
http://www.aubade.or.jp/
http://www.technohall.or.jp/
http://www.technohall.or.jp/
http://www.manabi-takaoka.jp/TLL/WAUJ000User.do
http://www.manabi-takaoka.jp/TLL/WAUJ000User.do
http://www.bunka-toyama.jp/takabun/
http://tonamibunka.or.jp/bunka/
http://www.unazuki.org/selene/
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金 沢
「加賀百万石の城下町」金沢は、藩政期の風情を随所に残
しています。兼六園や金沢城、長町武家屋敷、三茶屋街と
いった伝統的な街並みに加え、金沢21世紀美術館や近江
町市場などの様々な観光名所を有しており、さらに金沢の
食文化や伝統芸能は、コンベンション参加者の皆様を惹き
つける要素となっております。
アクセス面では、2015 年 3 月に北陸新幹線が開業し、
東京〜金沢間が約2時間30分に短縮されました。また
大阪・名古屋いずれからも約2時間30分でアクセスでき
ます。
開催助成金制度なども含めた多彩な支援メニューとおも
てなしの心で皆様をお迎えいたします。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
県外からの参加者数に応じて助成。 国際学会：限度額1,050万円 
国内学会：限度額600万円

【貸付金制度】
開催予算額の20％以内（100万円以上で上限300万円）を無利子で2年間

【その他】
・ シャトルバス経費助成

1,000名以上の学会で、分散会場間でシャトルバスを運行する場合に助成。 
石川県、金沢市の合計で最高150万円

・ 石川県内視察旅費補助
開催地未決定の段階で、候補地検討のため石川県内を視察する場合、宿泊・ 
旅費の一部を補助。1人当たり3万円（2名まで）

・ 金沢MICE促進事業費補助金制度
金沢市内に主な会場を置くMICEが対象。

① レセプション等における金沢の伝統芸能の披露 
（対象経費の2/3・限度額30万円）

② 金沢版クラフト・ツーリズムの実施（金沢市内の工芸施設・工房において、
金沢の伝統文化の体験又は見学を行うもの） 

（対象経費の2/3・限度額20万円）
③ 同時通訳の手配（対象経費の1/2以内・限度額30万円）

2.	その他の支援サービス
・ 会場施設の提案・紹介と予約手配
・ 開催地立候補提案書類の作成
・ 事前視察受入れ（「石川県内視察旅費補助」有）
・ 開催助成金等　各種補助制度の申請サポート
・ 各種都市紹介資料の提供。対応言語：英語、フランス語、 

中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語、イタリア語、スペイン語
・ 画像や映像（DVD）の提供
・ PCO、旅行会社等の紹介
・ アトラクションの提案（「金沢MICE促進事業費補助金」有）
・ ボランティアの手配（英語対応の観光案内ボランティア）
・ 金沢市内商店街に歓迎ポスターを掲示
・ JR金沢駅・小松空港に歓迎デジタルサイネージを掲示
・ 金沢市内運行のタクシードアに歓迎ステッカーを掲示
・ 観光施設割引券つきガイド冊子の提供

詳しくは...
（公財）金沢コンベンションビューローホームページ
http://www.kanazawa-cb.com/

アクセス

小松空港 ➡︎ 金沢駅 リムジンバス（約40分）

東京駅 ➡︎

金沢駅

北陸新幹線 かがやき（約2時間30分）
大阪駅 ➡︎ 特急 サンダーバード（約2時間30分）

名古屋駅 ➡︎
（東海道新幹線 ひかり）⇒ 米原 ⇒ 
（特急 しらさぎ）⇒ 金沢駅 
【約2時間30分】

● 金沢城公園
五十間長屋（立食300名・着席100名）河北門（立食200名・着席70名）

● 石川県政記念しいのき迎賓館
1F カフェ＆ブラッスリー　ポール・ボキューズ（42席）
2F ジャルダン　ポール・ボキューズ（90席）
2F ガーデンルーム、イベントホール（立食120名・着席50名）

● 金沢21世紀美術館内「フュージョン21」　（立食100名・着席80名）

金沢城公園

石川県政記念しいのき迎賓館

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）金沢コンベンションビューロー
〒920-0918 石川県金沢市尾山町9-13 金沢商工会議所会館3階
Tel  076-224-8400　 FAX  076-224-6400　 URL  http://www.kanazawa-cb.com/　 Email  convention@kanazawa-cb.com

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ANAクラウンプラザホテル金沢 249 1,000 1,200 650 600 1,000 3 874 7 有 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩1分
ホテル日航金沢 254 1,100 1,400 700 700 1,350 3 986 7 有 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩3分
ホテル金沢 159 1,200 1,450 720 720 1,500 3 1,233 7 有 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩1分
ANAホリデイ・イン金沢スカイ 101 308 300 180 250 300 4 314 2 有 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩10分
金沢ニューグランドホテル 215 334 400 250 250 350 ー 647 5 有 金沢駅よりバス10分(南町・尾山神社下車/徒歩2分)
金沢東急ホテル 236 825 900 500 450 800 3 649 6 有 金沢駅よりバス10分(香林坊下車/徒歩1分)

金沢国際ホテル 100 562 700 340 320 550 ー 772 6 有 金沢駅よりバス30分 
(金沢国際ホテル前下車/徒歩0分)

金沢白鳥路　ホテル山楽 85 185 120 100 100 120 ー 255 2 有 金沢駅よりバス15分(兼六園下下車/徒歩5分)
KKRホテル金沢 80 460 500 300 250 350 2 375 4 有 金沢駅よりバス10分(尾張町下車/徒歩5分)

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数55／総客室数8,067　●旅館：総施設数100／総客室数911　●合計：総施設数155／総客室数8,978

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年11月 International Workshop on Nitride Semiconductors 2018 (IWN2018)  

2018年窒化物半導体国際ワークショップ
石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢 900 (350)

2018年10月 日本薬物動態学会 第33回年会/MDO国際合同学会 石川県立音楽堂他 1,000 (300)
2017年10月 第5回国際サイトカイン・インターフェロン学会 石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢 700 (400)
2017年5月 第19回国際患肢温存学会  

The 19th International Society of Limb Salvage (ISOLS) General Meeting
ホテル日航金沢 1,281 (559)

2017年3月 第81回日本循環器学会学術集会 石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、ヴィサージュ会議室、 
ホテル日航金沢、金沢市アートホール、金沢都ホテル、ホテル金沢、 
イオンシネマ金沢フォーラス、金沢市教育プラザ、もてなしドーム地下イベント広場

15,672 (424)

2015年11月 2015JCI世界会議金沢大会 石川県産業展示館、石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢、
いしかわ総合スポーツセンター

8,161 (2,081)

2015年10月 第77回日本血液学会学術集会(JSH2015 Annual Meeting) 石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢、ホテル金沢、 
金沢市アートホール、もてなしドーム地下イベント広場

5,769 (165)

2015年8月 自治労第88回定期大会石川大会 いしかわ総合スポーツセンター、金沢市内各施設、和倉温泉観光会館 10,370
2015年5月 平成27年全国郵便局長会通常総会 金沢総会(全特金沢総会) いしかわ総合スポーツセンター、ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢 7,500
2015年4月 第103回日本泌尿器科学会総会 石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢、ホテル金沢、 

金沢都ホテル、金沢市アートホール、もてなしドーム地下イベント広場
6,400 (200)

2014年7月 技術経営およびイノベーションに関する国際会議 PICMET’14 Kanazawa ANAクラウンプラザホテル金沢 527 (328)
2014年5月 第21回制御核融合装置におけるプラズマと表面の相互作用に関する国際会議 石川県立音楽堂 388 (298)
2013年11月 第67回国立病院総合医学会 石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、ホテル金沢、金沢市アートホール 6,576
2013年7月 第24回全国介護老人保健施設大会 石川in金沢 石川県立音楽堂、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢、 

金沢市アートホール、金沢都ホテル、ホテル金沢、もてなしドーム地下イベント広場
4,746

2013年2月 第28回日本静脈経腸栄養学会学術集会(JSPEN 2013) 石川県立音楽堂、金沢市アートホール、もてなしドーム地下イベント広場、 
ホテル日航金沢、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル金沢、金沢都ホテル

7,708 (24)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

石川県立音楽堂 2,580 2,315 1,560 2 520 ー ー ー 無 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩1分

金沢市文化ホール 1,477 2,279 899 10 440 ー 160 300 有 金沢駅よりバス10分 
(南町・尾山神社下車/徒歩3分)

金沢歌劇座 2,784 2,593 1,919 14 363 2 ー ー 有 金沢駅よりバス20分(本多町下車/徒歩1分)
本多の森ホール 1,707 1,421 1,707 ー ー ー ー ー 無 金沢駅よりバス20分(出羽町下車/徒歩3分)
本多の森会議室 414 772 165 2 306 2 ー ー 無 金沢駅よりバス20分(出羽町下車/徒歩3分)

石川県地場産業振興センター 2,368 3,406 200 20 ー ー ー ー 無 金沢駅よりバス20分 
(工業試験場下車/徒歩0分)

石川県文教会館 958 1,952 590 11 214 2 66 120 無 金沢駅よりバス10分 
(南町・尾山神社下車/徒歩2分)

金沢商工会議所会館 504 1,079 198 4 358 ー ー ー 有 金沢駅よりバス10分 
(南町・尾山神社下車/徒歩2分)

金沢クラフト・ツーリズム

● 和菓子手づくり体験（40分・1,230円※500円の買物券付）
● 金箔貼り体験（60分・600円～）
● 手描き友禅染体験（20分～・1,620円～）
● 蒔絵体験（60分・3,240円）
● 加賀八幡起上り絵付け体験（30分・648円）

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

和菓子手づくり体験 金箔貼り体験

中
　
部

▼ 

金
　
沢

http://www.kanazawa-cb.com/
mailto:convention%40kanazawa-cb.com?subject=
http://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/
http://www.hnkanazawa.jp/
http://www.hotelkanazawa.co.jp/
http://www.anahikanazawasky.com/
http://www.new-grand.co.jp/
https://www.kanazawa-h.tokyuhotels.co.jp/ja/
http://www.kanazawakokusaihotel.co.jp/
https://sanraku.premierhotel-group.com/kanazawa/
http://kkrhotelkanazawa.gr.jp/
https://ongakudo.jp/
http://www.bunka-h.gr.jp/
http://www.kagekiza.gr.jp/
http://www.hondanomori-hall.com/
https://ishikawa-odekake.jp/hondanomori/
https://www.isico.or.jp/site/jibasan/
http://www.bunkyo.or.jp/
http://kanazawa-cci.or.jp/rooms/index.html
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福 井
福 井 県 の 中 心 部 に 位 置 す る 福 井 市 は 日 本 各 地 か ら
アクセスも容易で、交通結節点の JR 福井駅を中心に、
コンベンション施設やホテルがコンパクトに集積してい
ます。公共施設を中心に会場費を安価に抑えた大会運営
が可能で、また大規模なコンベンションの場合は、複数の
会場を連携して開催することも可能です。
これら施設からは、福井城址公園や江戸時代の名勝「養浩
館庭園」、日本の桜100選にも選ばれた「足羽川桜並木・
足羽山公園」などが徒歩圏内にあり、身近に歴史や文化
資源、豊かな自然の魅力に触れることができます。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政支援
① コンベンション開催助成金：
 学会・大会・研究会、企業が行う会議・研修、スポーツ大会（県内で初めて

開催されるもの）で、福井県を含む3県以上から100名以上が参加し、かつ
連続2日以上で宿泊を伴うものについて開催助成金を交付。但し、学術会議
の場合は50名以上で半数以上が宿泊するものから対象。上限50万円。

② 長期加算：開催期間が3日間以上の場合5万円を加算。
③ 観光視察助成金：参加者が300名以上の場合、大会の思い出に福井の魅力を

堪能していただけるよう、観光視察を支援。経費の1/2で上限額20万円。
④ シャトル便運行助成金：参加者が300名以上の場合、バス・電車・タクシー

を利用した分科会場、宿泊施設への参加者運送を支援。経費の1/2で上限額
10万円。

⑤ アトラクション助成金：開会式やレセプションに彩を添えるアトラクション
を支援。5万円が限度。

⑥ 海外MICE助成金：海外から10名以上が参加し、県内で1泊以上する場合、
海外からの参加者1泊あたり、1万円を交付。（上限100万円）

2.	その他の支援サービス
① 情報提供：エクスカーションのご提案、コンベンション施設・宿泊施設の

情報を提供。
② 開催PR：当財団の機関紙『Convention Express』や財団ウェブサイトで

開催をPR。
③ 備品貸出：スタッフ用ネームタグや観光DVDなどを無償貸出。
④ 駅歓迎看板：1,000人以上の大規模コンベンションを対象に選定し、歓迎

看板を無償で掲出。
⑤ タクシードアステッカー：1,000人以上の大規模コンベンションを対象に

選定し、福井県タクシー協会加盟のタクシーの後部ドアに歓迎ステッカーを
掲出。

⑥ おもてなしブース：選定したコンベンションについて、観光に関するイン
フォメーションブースを設置。

⑦ 土産品物産展：コンベンション会場で、福井の山海の幸、銘菓等のお土産品
を一同に揃える物産展をお手伝い。

⑧ 各種パンフレット：各種観光パンフレットを無償でご提供。
⑨ コンベンションバッグ：紙製・ビニール製のコンベンションバッグを有償

頒布。
※2019年度から助成制度見直し予定

詳しくは...
（公財）福井観光コンベンションビューロー「コンベンショントップページ」
http://www.fukuicity-navi.com/convention/

アクセス

小松空港 ➡︎

福井駅

連絡バス（約1時間）

中部国際空港 ➡︎
名鉄特急・JR東海道新幹線・ 
北陸線特急（約2時間20分）

関西国際空港 ➡︎
JR関空特急・北陸線特急 

（約2時間50分）

東京駅 ➡︎ 福井駅

JR北陸新幹線・北陸線特急 
（約3時間20分）

JR東海道新幹線・北陸線特急 
（約3時間30分） 

お問い
合わせ

（公財）福井観光コンベンションビューロー
〒910-0006 福井県福井市中央1丁目2番1号ハピリン3F
Tel  0776-20-5151　 FAX  0776-27-0700　 URL  http://www.fukuicity-navi.com　 Email  kancon@fukuicity-navi.com

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルフジタ福井／ザ・グランユアーズフクイ 354 656 600 378 370 440 2 541 5 有 福井駅から徒歩7分
ユアーズホテルフクイ 75 512 600 342 250 280 3 520 9 有 福井駅から徒歩5分
福井パレスホテル 92 338 450 165 200 2 383 7 有 福井駅から徒歩12分
ホテルリバージュアケボノ 141 156 130 80 80 110 3 66 1 有 福井駅から徒歩12分
ホテルエコノ福井駅前 92 134 100 80 2 有 福井駅東口から徒歩1分
福井アカデミアホテル 51 154 80 80 60 3 135 2 有 京福バス「福井高校前」下車1分
福井フェニックスホテル 87 175 80 80 100 5 有 福井駅から徒歩3分
エースイン福井 166 68 43 38 有 福井駅から徒歩12分
ターミナルホテルフクイ 75 40 24 14 1 有 福井駅東口から徒歩1分
アパホテル福井片町 247 有 福井駅から徒歩15分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数24／総客室数2,513　●旅館：総施設数16／総客室数317　●合計：総施設数40／総客室数2,830

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年9月 第68回高分子討論会 福井大学 3,000
2019年6月 第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（The32 ISTS） 未定 1,000 (200 ～ 300)
2018年9月 第73回日本体力医学会大会（72nd JSPFSM） AOSSA 2,000
2018年3月 ASEPFPM6 ハピリン 150 （50）
2017年10月 第34回法人会全国大会福井大会 福井県産業会館 1,800
2017年6月 EM-NANO2017 福井県県民ホール 303 (48)
2017年6月 第21回日本医療情報学会春季学術大会（JAMISC2017） フェニックスプラザ 1,001
2017年4月 国際原子力発電会議（ICAPP2017） ザ・グランユアーズフクイ 335 (129)
2017年3月 第6回遠赤外技術に関する国際ワークショップ（IW-FIRT2017） 福井大学 123 (17)
2016年11月 2016年日中韓三大学交流機械エネルギー工学シンポジウム（ISAMPE2016） 福井大学 126 （44）
2016年10月 第59回日弁連　人権擁護大会福井大会 フェニックスプラザ 1,953
2016年6月 日本古生物学会2016年年会総会（2016AMPSJ） 福井県立大学 330 (20)
2015年10月 第3回アジアジルコニウム会議 福井大学附属国際原子力研究所 50 (30)
2015年7月 第21回日本看護診断学会学術大会 フェニックスプラザ 1,004
2015年5月 第12回マイクロビーム放射線応答国際ワークショップ（IWM2015） 若狭湾エネルギー研究センター 154 （52）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

福井県産業会館 4,440 7,316 2,100 1,300 4 1,855 無 京福バス「県産業会館・厚生病院」下車
フェニックスプラザ 3,192 13,488 2,000 800 9 270 700 1,000 有 えちぜん鉄道・福井鉄道「田原町駅」下車1分
福井市文化会館 1,446 5,439 1,162 5 64 128 無 京福バス「西公園文化会館前」下車1分
福井商工会議所ビル 1,150 16,242 650 480 7 220 350 有 福井鉄道「福井商工会議所前駅」下車1分
福井県生活学習館 

（ユー・アイふくい） 984 9,322 602 100 8 有 フレンドリーバス「生活学習館」下車1分

AOSSA（8F）福井県県民ホール 635 2,067 535 210 1 265 240 273 有 福井駅から徒歩1分
AOSSA（5、6F） 
福井市地域交流プラザ 768 3,796 250 180 12 374 有 福井駅から徒歩1分

福井県自治会館 668 7,943 420 236 6 200 300 有 京福バス「自治会館前」下車1分
福井県国際交流会館 840 6,450 300 162 7 197 136 200 有 福井駅から徒歩12分
ハピリンホール 294 2,623 240 216 1 120 有 福井駅から徒歩1分

● 座禅体験
静寂に包まれた大安禅寺で、心と身体のリフレッシュ。
笑いが絶えない法話も人気。

● そば打ち体験
福井県産そば粉使用認定店でそばを打って、できたてを

「おろしそば」でいただく。
● 時代衣装着付け

一乗谷朝倉氏遺跡の復原町並みの中で、着付け体験。海外
からの参加者にも大人気。

● 宴会を盛り上げるご当地アトラクション
マリンバ、ハープの生産地である福井県ならではのミニ
コンサート。
赤い長襦袢を着た打ち手が軽快でリズミカルに太鼓を
たたく、勝山左義長ばやし。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

座禅体験 時代衣装着付け

● 養浩館庭園
アメリカの庭園専門誌“Sukiya Living Magazine”で2016年日本庭園
全国第5位に輝いた、福井藩松平家の別邸「養浩館庭園」を舞台にお茶
席が体験できます。国際会議の付属プログラムとしても好評を博してい
ます。

● セーレンプラネット（プラネタリウム）
県都の玄関口に立地する博物館のメリットを生かして、宇宙だけでなく
福井の魅力を発信しています。全天周型ドームシアターの前方にはス
テージが設けてあり、分科会、講演会など多用途な活用が可能です。

養浩館庭園でのお茶席

セーレンプラネット

ユニークべニュー

中
　
部

▼ 

福
　
井

http://www.fukuicity-navi.com
mailto:kancon%40fukuicity-navi.com?subject=
http://www.hotel-fujita.jp/fukui/
https://www.yours-hotel.co.jp/
http://www.palace-hotel.co.jp/
http://www.riverge.com/
http://www.greens.co.jp/hefukui/
http://www.fukui-academia.com/
http://phoenix-hotel.jp/
http://www.ace-az-inn.com/fukui/
http://terminalhotel-fukui.co.jp/
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/15_fukui-katamachi/
http://www.sankan.jp/sankan/
http://www2.fctv.ne.jp/~phoenix/index.html
http://www2.fctv.ne.jp/~bunka43/bunka.html
http://www.fcci.or.jp/fbil/top/index.php
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/
http://kenminhall-fukui.jp/
http://www.kouryu.fukui.jp/
http://www.kouryu.fukui.jp/
http://www.jichikaikan.fukui.fukui.jp/jichi/
https://www.f-i-a.or.jp/ja/plaza/
http://nigiwai.ftmo.co.jp/
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富士吉田
富士吉田市は、富士山を中心とした豊かな自然を背景に、
本市独自の歴史・伝統・文化を培い、富士北麓地域の政治・
経済・文化の中心都市として発展して参りました。世界
文化遺産でもある、日本一の標高3,776メートルと美しさ
を誇る富士山の北麓に位置し、海抜750メートルの市街
地を形成する高原都市です。都心から公共交通機関を利用
し、2時間以内の交通アクセスの良さと、近隣の観光施設、
スポットが豊富であることも当市を含む富士五湖周辺
エリアの魅力です。

支援策
【開催決定前（誘致段階）】
・	プレゼン用画像提供
・	誘致ツール（パンフレット、絵葉書等）の提供
・	ホームページ貼付用バナーデータの提供
・	視察へのアテンド
・	市内観光ガイドツアーの無料実施
【開催決定後（会期中）】
・	富士吉田市、他公共団体への後援名義の手配
・	会場での観光パンフレット配布
・	会場への観光移動カーの配備
・	ご当地グルメの屋台の配備（要相談）

詳しくは...
富士吉田観光ガイド
http://fujiyoshida.net/

アクセス

新宿駅 ➡︎ 富士山駅
（JR中央特快・特急）⇒大月駅⇒	
（富士急行線・特急）【約95分】
ホリデー快速*土日祝日のみ（約120分）

新宿駅 ➡︎

富士山駅

バス（約120分）

東京駅 ➡︎ バス（約120分）

北口本宮冨士浅間神社

御師旧外川家住宅

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一財）ふじよしだ観光振興サービス
〒403-0006	山梨県富士吉田市新屋1936-6
Tel  0555-21-1000　 FAX  0555-21-1001　 URL  http://www.fujiyoshida.net/　 Email  kankou@mfi.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積	
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数	
（レセプション） 分割	

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

ホテル鐘山苑 120	 457 450	 300	 5	 465	 － 747	 2	 有 富士急行線富士山駅より無料送迎バス有	
（約10分。宿泊に限る）

ハイランドリゾート　ホテル＆スパ 161	 788 840	 456	 5	 3	 941	 3	 有 富士急ハイランド駅より無料シャトル10分
人材開発センター　富士研修所 55 126 200	 156	 14	 260	 ー 0 0 有 富士急行線富士山駅よりタクシーで7分
ホテル　エバーグリーン富士 80	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅、富士急ハイランド高速バス停から送迎有
ホテルマイステイズ富士山 159	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有
ホテルふじ竜ヶ丘 26	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士急ハイランド駅から徒歩10分
ウェストイン富士吉田 65	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅からタクシーで5分
ホテル芙蓉閣 28	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅より徒歩2分
富士山ステーションホテル 52	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅より徒歩2分

リゾートインイン芙蓉 56	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅より徒歩25分
富士急ハイランドバス停より徒歩10分

ビジネスホテル芙蓉 26	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅より徒歩4分
ホテルベル鐘山 39	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅からタクシー 10分
ビジネス＆ファミリー　Tabijiya 42	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 ー
ビジネスホテル富士見 50 ー ー ー ー ー ー ー ー 無 寿駅より徒歩10分
青少年センター赤い屋根 10	 ー ー ー ー ー ー ー ー 無 富士山駅から　バス10分
ファミリーロッジ旅籠屋　富士吉田店 15	 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 富士山駅より徒歩5分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数15／総客室数864　●旅館：総施設数1／総客室数120　●合計：総施設数16／総客室数984

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年8月 Summer	Institute	2017 人材開発センター　富士calm 71 (36)
2016年10月 富士山徐福フォーラム国際大会 人材開発センター　富士calm 160 (100)
2016年10月 ビーム冷却国際会議 人材開発センター　富士calm 60 (45)
2015年4月 Workshop	on	New	Environmentally	Sustainable	Systems	for	China	and	Japan 人材開発センター　富士calm 86 (55)
2014年9月 国際幼児教育学会　第35回大会（富士山大会） 人材開発センター　富士calm 180 （26）
2014年8月 Summer	Institute	2014 人材開発センター　富士calm 108 （18）
2013年11月 第18回国際レーザ測距ワークショップ ハイランドリゾートホテル＆スパ　グランバンケット富士 230 （150）
2013年6月 国際コモンズ学会第14回世界大会（北富士大会） ふじさんホール他 405 （281）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積	
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の	
会議室・	
ホールの
総室数

最大の展示場／	
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割	

可能数 着席 立食

ハイランドリゾート　ホテル＆スパ
グランドバンケット富士 ー 800	 840	 456	 5	 3	 430	 650	 有 富士急行線富士山駅よりタクシー 5分・	

無料シャトルバス有
人材開発センター　富士研修所 330	 45,000	 200	 156	 14	 260	 ー 120	 150	 有 富士急行線富士山駅よりタクシーで7分

ホテル鐘山苑 600	 83,000	 450	 300	 5	 465	 － 250	 400	 有 富士急行線富士山駅より無料送迎バス有	
（約10分。宿泊に限る）

エバーグリーン富士 300	 4,244	 500	 216	 10	 なし なし 300	 150	 有 富士急行線富士山駅からタクシー 10分	
（送迎はご相談）

●	北口本宮冨士浅間神社
古くから富士山信仰の登拝者に手厚く保護され、富士山の世界文化遺産
の構成資産にも指定される由緒ただしい神社です。
※富士山世界文化遺産　構成資産

●	御師旧外川家住宅
富士山信仰文化を支えてきた「御師」という富士山を登拝する人への宿
泊・案内・祈祷などを請け負う人の住宅をご覧いただけます。
※富士山世界文化遺産　構成資産

●	新倉山浅間公園
富士山、桜、五重塔という“The	JAPAN”という景色を一度に眺めるこ
とができるシニックスポットです。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

「おし街さんぽ」富士山信仰文化を辿るガイドツアー

●	おし街さんぽ　～富士山信仰文化を辿るガイドツアー～
富士吉田市と北口本宮冨士浅間神社が公認の「富士山世界文化遺産」構成資産をご案内する
ガイドツアーです。「北口本宮冨士浅間神社」や「御師旧外川家住宅」を含む“御師のまち”と
いわれ富士山の信仰文化を色濃く残す上吉田地域をご案内いたします。
〈コース内容〉
①	御師宿坊の街並み（御師旧外川家住宅）⇒北口本宮冨士浅間神社までのルート
②	北口本宮冨士浅間神社　参拝コース

中
　
部

▼
富
士
吉
田

http://www.fujiyoshida.net/
mailto:kankou%40mfi.or.jp?subject=
http://www.kaneyamaen.com/
https://www.highlandresort.co.jp/
http://fujicalm.jp/
http://www.evergreen-fuji.com/
https://www.mystays.com/en-us/hotel-mystays-fuji-onsen-resort-yamanashi/
http://www.tatsugaoka.jp/
http://www.westinn.jp/
http://www.fuyokaku.com/
http://www.fujisanstation-hotel.com/
http://www.fuyo-hs.jp/
http://www.fuyo2300.com/
http://www.hotel-bell.com/
http://www.tabijiya.jp/
http://businesshotelfujimi.webnode.jp/
http://www.mfi.or.jp/akaiyane/index.html
http://www.hatagoya.co.jp/032_Fujiyoshida/index.shtml
https://www.highlandresort.co.jp/party/fuji.html
https://www.highlandresort.co.jp/party/fuji.html
http://fujicalm.jp/
http://www.kaneyamaen.com/
http://www.evergreen-fuji.com/
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長 野
長 野 市 は、豊 か な 自 然 環 境 に よ っ て 育 ま れ、歴 史
と 文 化 に 彩 ら れ た リ ゾ ー ト 都 市 で す。1998 年 に は
冬季オリンピック、パラリンピック、さらに 2005 年
にはスペシャルオリンピックスの開催地として世界に
向けて感動を発信しました。以来、学術・文化・芸術・
産業からスポーツにいたるまで、豊かな経験と実績を
重ねたコンベンションシティとなっています。また、
エムウェーブ・ビッグハット・ホワイトリングなどの
アリーナ施設に加え、ホクト文化ホール・長野市芸術館
など、さまざまな分野に対応する施設・設備環境をご用意
しています。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
1) コンベンション開催助成金

①長野市内で会議・宿泊、②会期2日以上、③参加者60人以上のコンベン
ションに対し、会場費の半額助成(上限30万円)。

2) 国際会議開催助成金
①長野市内で会議・宿泊、②会期 2 日以上、③日本を含めて 3 か国以上 
から100人以上参加の国際会議に対し、海外参加者に1人あたり1万円、 
県外参加者に1人あたり5千円助成(上限50万円)の他、会場費の半額助成
(上限100万円)。

3) スポーツ大会開催支援金
①長野市内で開催・宿泊、②会期2日以上、③参加者が60人以上のスポーツ
競技団体又はその下部組織が主催、共催、又は後援を行う競技会に対し助成
(上限30万円)。

4) 合宿開催支援金
①中学校、高等学校、大学、その他各種学校に所属する生徒及び生徒で組織 
する団体(小学校・幼稚園を除く。生徒が所属する教育機関が校外活動及び
それに準ずると認めたものに限る)、②企業及び企業に所属する各種団体、
③大会出場などを目標に社会人等で組織する団体、が長野市内で延べ人員
60人以上の宿泊を伴う合宿に対し、1泊につき1人あたり500円（但し、
7月1日～ 8月31日宿泊分は300円）助成(上限10万円)。※2018年4月
1日から適用

【貸付金制度】
長野市内の会議施設で開催、市内延べ宿泊者数80人以上で、主催者が国・地方
公共団体または営利法人その他営利を目的とする事業活動を行っているもので
ないこと。貸付金は総予算の20％以内(上限200万円)。

2.	その他の支援サービス
1) 各種都市紹介資料の提供(英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、タイ語)
2) 画像やDVDの提供(英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語)
3) 事前視察受入
4) PCO、旅行会社等の紹介
5) アトラクションの提案
6) ボランティアの手配
7) その他
① 各施設紹介
② 長野駅・開催会場へ歓迎看板の設置
③ 長野市総合ガイド「おいでなしてながの」の提供
④ グルメガイドの提供
⑤ オリジナルトートバッグの提供
⑥ タクシードアステッカーの掲出(参加者1,000人以上)
⑦ 商店街歓迎ポスターの掲出(参加者1,000人以上)
⑧ シャトルバスの提供 

(参加者1,000人以上で2会場以上に分散する大会、上限50万円)
⑨ エクスカーションバスの提供(参加者100人以上2台まで)

詳しくは...
（公財）ながの観光コンベンションビューロー コンベンションサイト
http://convention.nagano-cvb.or.jp/

アクセス

東京駅 ➡︎

長野駅

北陸新幹線（1時間30分）

名古屋駅 ➡︎ 中央西線（3時間）

● 松代藩文武学校
真田十万石の城下町松代の歴史的文化施設(建造物)で会議・講演会・
茶会等開催できます。
地元の「エコール・ド・まつしろ倶楽部」も協力、参加。

● 善光寺大本願
仏間を利用しての会議ができます。
※大規模大会は不可

松代藩文武学校

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）ながの観光コンベンションビューロー
〒380-0835 長野県長野市新田町1485-1 長野市もんぜんぷら座4階
Tel  026-223-6050　 FAX  026-223-5520　 URL  http://www.nagano-cvb.or.jp　 Email  omotenashi@nagano-cvb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
信州松代ロイヤルホテル 345 1,015 1,000 500 500 900 3 980 8 有 上信越道長野ICより車で約2分
ホテルメトロポリタン長野 235 1,000 1,000 600 500 1,000 3 940 10 有 JR長野駅ビル直結
ホテル国際21 174 1,033 1,500 675 530 1,000 3 1,428 7 有 JR長野駅善光寺口より車で約5分
メルパルク長野 90 760 712 300 300 800 － 1,257 4 有 JR長野駅東口より徒歩約5分
THE SAIHOKUKAN HOTEL 88 680 900 500 400 700 2 495 6 無 JR長野駅善光寺口より車で約5分
ホテル信濃路 25 256 180 160 120 150 2 1,149 11 有 JR長野駅善光寺口より徒歩約8分
ホテルサンルート長野 150 70 50 36 40 50 2 38 2 有 JR長野駅善光寺口より徒歩約2分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数39／総客室数3,969　●旅館：総施設数65／総客室数658　●合計：総施設数104／総客室数4,627

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年10月 2020全日本印刷文化典　長野大会 ホテル国際21 700
2019年7月 北信越地区高等学校PTA連合会研究大会長野大会 ホクト文化ホール 1,200
2019年5月 2019JAIFA年次大会 in ながの ビッグハット 3,000
2018年10月 第71回全日本合唱コンクール全国大会中学校・高等学校部門 ホクト文化ホール 4,000
2018年6月 第45回医療研究全国集会 in 長野 長野市芸術館 1,000
2018年1月 第36回周産期学シンポジウム ホテルメトロポリタン長野 1,000
2017年9月 第36回関東甲信越ブロック理学療法士学会 ホクト文化ホール 1,200
2017年9月 地域再生可能エネルギー国際会議2017 信州大学国際科学イノベーションセンター 500 (30)
2017年7月 第6回炭素系ナノ細孔物質からの挑戦 信州大学工学部 109 (16)
2016年10月 第25回全国消防操法大会 長野オリンピックスタジアム 10,000
2016年6月 第67回全国植樹祭 エムウェーブ 10,000
2015年11月 第67回全国人権・同和教育研究大会 ホワイトリング 10,000
2015年10月 第77回全国都市問題会議 ホクト文化ホール 2,400
2015年9月 第69回全国レクリエーション大会 ホクト文化ホール 8,000
2015年3月 第17回日本太鼓ジュニアコンクール ホクト文化ホール 1,400

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

ビッグハット 7,280 4,712 7,000 2,000 7 4,000 2 1,000 2,000 無 JR長野駅東口より徒歩約30分
若里市民文化ホール 974 730 606 170 6 254 3 150 200 無 JR長野駅東口より徒歩約30分
エムウェーブ 20,180 14,231 20,000 5,000 3 13,700 3 3,500 7,000 無 上信越道須坂長野東ICより車で約5分(3km)
ホワイトリング 5,150 5,396 5,000 － 4 2,700 － － － 無 上信越道長野ICより車で約20分
ホクト文化ホール 3,665 8,185 2,173 － 6 4,539 － － － 無 JR長野駅東口より徒歩約10分
長野県農協ビル 886 2,248 500 230 13 380 － － － 有 JR長野駅善光寺口より徒歩約10分
長野市生涯学習センター 663 991 － 300 8 332 2 － － 無 JR長野駅善光寺口より徒歩約10分
長野市芸術館 1,805 － 1,292 － 3 324 － － － 有 JR長野駅善光寺口より徒歩約12分

● そば打ち体験
粉の配分から、こね、のし、切るまでの全工程をそば打ちの 
プロが伝授する、そば打ち体験ができます。

● おやき作り体験
小麦粉を練って薄く伸ばした皮でいろいろな具を包んだ郷土
食です。おやき作りのベテランから熟練の技を学びながら体験
ができます。

● 精進料理
善光寺の宿坊ではそれぞれ工夫を凝らした精進料理を味わう
ことができます。
※要予約

● 豊かな自然を体感
戸隠森林植物園や奥裾花自然園など、豊かな自然の中で身体も
心もリフレッシュすることができます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

「ぼっち盛り」と呼ばれる盛り方が特徴の戸隠そば 鏡池に映る戸隠連峰

中
　
部

▼ 

長
　
野

http://www.nagano-cvb.or.jp
mailto:omotenashi%40nagano-cvb.or.jp?subject=
http://www.daiwaresort.jp/matsushiro/
http://www.metro-n.co.jp/
http://www.kokusai21.jp/
https://www.mielparque.jp/nagano/
http://www.saihokukan.com/
http://www.hotel-shinanoji.com/
https://www.sunroutenagano.jp/
http://www.nagano-mwave.co.jp/bighat/
http://www.nagano-mwave.co.jp/wakasato_hall/
http://www.nagano-mwave.co.jp/m_wave/
http://www.wr-nagano.jp/
http://www.n-bunka.jp/
http://www.naganoken-jabill.co.jp/
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/154/
https://www.nagano-arts.or.jp/
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松 本
日本列島の中央に位置する松本市は、標高約 600m の
高原都市。住みやすいまち、訪れてみたいまちとして
毎年ランキング上位にのぼる高い評価を獲得してい
ます。内外の多くの方から愛され続けている美しい
自然とコンベンション都市としての機能を併せ持つ
松本市は安らぎと活気に満ちたまちです。松本観光
コンベンション協会は松本でのコンベンション開催にあ
たって、施設・ヒト・情報の連携、その他コーディネート
からプロデュースに至るまで支援 ･ 協力し主催者の
みなさまに成功をお約束します。

支援策
1. 松本城はじめ市内14箇所の観光施設無料招待券発行
2. 松本駅自由通路への歓迎看板設置
3. 観光パンフレットのご提供
4. コングレスバッグの提供
5. 市内移動用バスの支援

※ 時期により支援台数は異なります
6. 会議主催者の下見(視察)支援
7. 松本市コンベンション開催促進事業補助金申請・交付手続きの補助

※ スポーツ大会・イベントを除く学会・会議において市内の会議施設等で
開催されるもので市内の宿泊施設に100名以上の宿泊が見込めるもの
宿泊を伴う参加者が1名につき1,000円　上限は150万円

8. 開催会場の早期予約手続き
9. アトラクション・エキスカーションのご紹介とプロデュース
10. メディアリリースのサポート
11. 特産品売店のプロデュース

詳しくは...
松本観光コンベンション協会
http://www.matsumoto-tca.or.jp

アクセス

札幌丘珠空港 ➡︎
信州まつもと
空港

約1時間45分

福岡空港 ➡︎ 約1時間25分

新宿駅 ➡︎

松本駅

JR中央本線（150分）

名古屋駅 ➡︎ JR中央西線（120分）

大阪駅 ➡︎ JR東海道新幹線・中央西線（190分）

東京 ➡︎

松本

中央自動車道・長野自動車道（160分）

名古屋 ➡︎ 中央自動車道・長野自動車道（150分）

大阪 ➡︎ 名神・中央・長野自動車道（270分）

● 国宝松本城
国宝松本城のお堀沿いを囲む公園内にてのお茶席のご用意が可能です。

● まつもと市民芸術館
小澤征爾総監督による国際音楽祭「セイジ・オザワ松本フェスティバル」
も開催される市民芸術館内でのスタジオを活用したパーティが可能です。

● 甲冑の貸し出し
「城のまち松本」らしくアトラクションなどで活用いただける甲冑を貸
し出すことが可能です。

松本城公園での 
ミニパーティー

アトラクションに甲冑の貸し出しも可能です

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一社）松本観光コンベンション協会
〒390-0874 長野県松本市大手3-8-13 松本市役所大手事務所1F
Tel  0263-34-3295　 FAX  0263-39-7320　 URL  http://www.matsumoto-tca.or.jp/　 Email  yokoso@matsumoto-tca.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルブエナビスタ 300 1,060 1,200 600 500 600 3 1,928 7 有 JR松本駅から徒歩7分
アルピコプラザホテル 160 316 400 200 200 300 2 611 4 有 JR松本駅から徒歩3分
松本ホテル花月 86 200 150 120 110 120 3 349 8 有 JR松本駅から徒歩15分
ホテルモンターニュ松本 71 375 260 210 216 260 3 757 6 有 JR松本駅から徒歩1分
ホテル翔峰 100 500 420 330 300 400 3 500 1 有 JR松本駅から車で約15分
松本丸の内ホテル 98 120 150 1 有 JR松本駅から徒歩10分
プレミアホテルキャビン松本 106 有 JR松本駅から徒歩3分
エースイン松本 158 有 JR松本駅から徒歩3分
ホテル飯田屋 151 有 JR松本駅から徒歩3分
松本ツーリストホテル 200 有 JR松本駅から徒歩10分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数37／総客室数2,800　●旅館：総施設数270／総客室数879　●合計：総施設数307／総客室数3,679

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年4月 日本区域麻酔学会第7回学術集会 まつもと市民芸術館 1,000 (10)
2019年7月 第55回日本周産期・新生児医学会総会・学術集会 キッセイ文化ホール 3,500 (100)
2019年5月 第30回日本心エコー図学会学術集会 キッセイ文化ホール 1,200 (20)
2018年9月 日本物理学会2018年秋季大会 信州大学 1,000 (50)
2018年7月 第35回日本眼循環学会 ホテルブエナビスタ 500 (10)
2017年10月 中小企業団体全国大会 キッセイ文化ホール 2,600
2017年6月 アジア･太平洋登山医学会 キッセイ文化ホール 300 (150)
2016年7月 第57回日本人間ドック学会学術大会 まつもと市民芸術館 5,000 (100)
2013年3月 第16回スズキメソード世界大会in松本 まつもと市民芸術館ほか 5,500 (1,400)
2013年2月 第40回日本集中治療医学会学術集会 キッセイ文化ホールほか 7,000 (11)
2012年7月 第12回国際ライチョウシンポジウム2012 松本市中央公民館 100 (40)
2012年3月 第89回日本生理学会大会 キッセイ文化ホールほか 1,500 (30)
2011年7月 第23回国連軍縮会議in松本 ホテルブエナビスタ 130 (80)
2008年2月 第43回糖尿病学の進歩 キッセイ文化ホールほか 4,000
2007年10月 国際山岳連盟総会 キッセイ文化ホール 160 (140)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

キッセイ文化ホール 3,168 3,260 2,000 7 939 82 － 松本バスターミナルからバス15分
まつもと市民芸術館 2,400 2,415 1,800 6 384 80 － JR松本駅から徒歩10分
松本市あがたの森文化会館 1,185 350 200 16 － JR松本駅から1.5Km 
松本市音楽文化ホール 992 490 693 5 － JR大糸線島内駅から徒歩3分

長野県松本勤労者福祉センター 858 1,740 300 10 540 300 有料 JR松本駅からタウンスニーカー東コース 
「勤労者福祉センター」下車

松本市中央公民館 871 1,589 360 180 12 340 － JR松本駅から徒歩3分
浅間温泉文化センター 758 1,312 500 500 4 786 500 300 － 松本バスターミナルからバス15分
松本商工会館 260 566 164 164 60 320 3 120 200 有 JR松本駅から徒歩7分
松本駅前会館 250 350 150 120 3 220 － JR松本駅から徒歩10分

「信州はいいね」と言われる、誰もが愛する日本
のふるさとの原風景があります。

● 松本城を中心に「城下町松本」の歴史・文化に
触れる博物館・美術館見学

● 西は上高地・東は美ヶ原高原をはじめとする 
リゾートトレッキング

● 浅間温泉・美ヶ原温泉などの日帰り温泉体験

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

北アルプスを望む上高地散策をお楽しみください 市内近郊から上高地周辺まで多くの温泉があります

中
　
部

▼ 

松
　
本

http://www.matsumoto-tca.or.jp/
mailto:yokoso%40matsumoto-tca.or.jp?subject=
http://www.buena-vista.co.jp/
http://www.alpico-plaza-hotel.jp/
http://matsumotohotel-kagetsu.com/
https://www.hotel-montagne.com/
http://www.hotel-shoho.jp/
http://www.matsumoto-marunouchi.com/
https://cabin.premierhotel-group.com/matsumoto/
http://www.ace-inn.net/
http://iidaya.co.jp/
http://www.trist.co.jp/
http://www.matsubun.jp/
https://www.mpac.jp/
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kyoiku/agatanomorikaikan.html
https://www.harmonyhall.jp/
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/shukai/senntasisetuannnai.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kominkan/chukou.html
https://asamaonsen.jp/convention_guide/hall/
https://www.mcci.jp/conferenceroom/
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/sisetu/shukai/ekimaekaikan.html
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上 田
上田市は、2006年3月6日に上田市、丸子町、真田町、武
石村が新設合併して誕生した、人口16万を擁する長野県
東部の中核都市です。

「日本のまん中　人がまん中　生活快適都市　〜水跳ね　
緑かがやき　空　こころ　晴れわたるまち〜」をキャッチ
フレーズに、「様々な分野で国内外に影響を与え、発信し続
けるまち」、「住民が主人公であるまち」、「住む人、訪れる人
が豊かで快適な時間を過ごすことができるまち」を目指し
ています。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
助成金制度（上田市役所）
全国的規模のコンベンションで、延べ宿泊者数が100人以上のものに対して宿
泊者数に応じて最大50万円までの金額の補助を行います。

2.	その他の支援サービス
● 歓迎看板製作
● 観光パンフレットの手配
● コンベンション会場・宿泊ホテル・旅館の情報提供

詳しくは...
信州上田観光情報
http://www.city.ueda.nagano.jp/kankojoho/
information/uedaconvention.html

アクセス

東京駅 ➡︎

上田駅

北陸新幹線（約90分）

名古屋駅 ➡︎
（JR中央本線特急）⇒篠ノ井駅⇒ 
（しなの鉄道）【約3時間30分】

長野駅 ➡︎ 北陸新幹線（約11分）

東京 ➡︎

上田菅平
IC

関越自動車道 藤岡JCT⇒上信越自動車道  
上田菅平IC

名古屋 ➡︎
中央自動車道 岡谷JCT⇒長野自動車道  
更埴JCT⇒上信越自動車道 上田菅平IC

大阪 ➡︎
名神高速道 小牧JCT⇒中央自動車道 岡谷
JCT⇒長野自動車道 更埴JCT
⇒上信越自動車道 上田菅平IC

上田市菅平高原は、標高1,300ｍの高地にあり、1931年からラグビーの
合宿が始まるなど古くからスポーツ合宿地です。現在はスポーツ合宿の
メッカとして、1,400を超えるチームが、ラグビー・サッカー・陸上・スキー
など、年間108万人を超えるアスリートを迎えるスポーツ観光地に発展し
ました。
上田市菅平高原は、日頃からラグビー合宿を受けている実績や、多くのグ
ラウンドを有していることから、2019年ラグビーワールドカップキャン
プ地を誘致しています。

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
上田東急REIホテル ー 632 800 300 300 600 ー 356 3 有 上田駅から徒歩約1分

上田高砂殿 ー 500 600 300 350 500 ー 702 3 無 上田駅から徒歩約5分

ベルヴィ信州玉姫殿 ー 500 560 192 256 350 ー 828 3 無 上田駅から徒歩約20分

上田温泉ホテル祥園 ー 265 160 200 ー ー ー 173 1 無 上田駅から徒歩約3分

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

サントミューゼ ー 45,469 1,530 ー ー ー ー ー ー 無 上田駅から徒歩約7分

上田市文化会館 ー 360 502 ー ー ー ー ー ー 無 上田駅から徒歩約15分

上田創造館 ー 451 500 ー ー ー ー ー ー 無 赤坂上駅から徒歩約10分

上田市マルチメディア情報センター ー 204 208 ー ー ー ー ー ー 有 大学前駅から徒歩約30分

上田駅前ビル　パレオ2階共用会議室 ー 157 90 ー ー ー ー ー ー 無 上田駅から徒歩約5分

信州大学繊維学部 ー ー 336 ー ー ー ー ー ー 有 上田駅から徒歩約20分

上田女子短期大学 ー 1,776 372 ー ー ー ー ー ー 無 大学前駅から徒歩約6分

菅平高原

ユニークべニュー

菅平高原

お問い
合わせ

（一社）信州上田観光協会
〒386-0024 長野県上田市大手2-8-4 上田市役所観光課内
Tel  0268-71-6074　 FAX  0268-71-6076　 URL  http://www.ueda-cb.gr.jp/　 Email  kanko@city.ueda.nagano.jp

● 上田市の伝統工芸である“上田紬”の手織り
● スノーシューハイキングやネイチャートレイルで、大自然を感じる
● 旬の味覚を楽しめる“果物狩り”
等々、来て・観て・学んで・楽しさ満載の体験プログラムが充実しています。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

上田紬 菅平スノーシュー

根子岳・山頂

中
　
部
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http://www.ueda.rei.tokyuhotels.co.jp/
http://ueda-takasagoden.com/
http://www.tamahimeden.com/index.php
http://www.ueda.ne.jp/%7Eshoen/
https://www.santomyuze.com/
https://www.city.ueda.nagano.jp/bunkak/tanoshimu/shiminkaikan/bunkakaikan/
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/
http://www.umic.jp/
http://www.ueda-cb.gr.jp/convention/facilitiesK08.html
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/
http://www.uedawjc.ac.jp/
http://www.ueda-cb.gr.jp/
mailto:kanko%40city.ueda.nagano.jp?subject=


56 57

岐 阜
岐阜市は日本のほぼ中央に位置し、全国どこの都市から
もアクセスが良好です。大型複合施設の「世界イベント
村ぎふ」を擁し、なかでも世界的に有名な建築家・安藤
忠雄氏設計の「長良川国際会議場」はホテルと一体となっ
ており、その便利さから多くのコンベンションが開催さ
れています。織田信長公が天下統一を目指す拠点とした
この街は2015年4月に『「信長公のおもてなし」が息づく
戦国城下町・岐阜』として日本遺産第1号に認定された
国際会議観光都市です。

支援策
・助成金制度
［コンベンション開催助成金の交付］
（ア） 助成対象
① 岐阜市内を会場とし、参加者が100人以上（実人数）規模のもの
② 岐阜県を含む4県以上から参加者があるもの

（イ） 国際会議への助成内容
① 参加者数に応じ、上限60万円
② 外国人の参加者数に1万円を乗じた額を基本額に特別加算（最高100万円）

（ウ） 国内会議への助成内容
① 全国規模（10県以上）5万円～ 60万円
② その他規模（4県以上10県未満）2日以上開催の場合5万円～ 30万円

（エ） オフシーズン加算内容
① 12月～ 2月に開催のコンベンションに対し基本助成金額の1.5倍 

（1,000人以上の場合は基本助成金額の2倍）
［小規模国際会議助成金の交付］
（ア） 助成対象
① 岐阜市内を会場とし、2日以上の開催、参加者が20人以上100人未満のもの

（実人数）
② 参加国が日本を含め2カ国以上で、日本国内に居住していない外国人参加者

が10人以上かつ、総参加者数の30パーセント以上の小規模国際会議
［スポーツ大会助成金の交付］
（ア） 助成対象
① 岐阜市内を会場とし、参加者が100人以上（実人数・観客は除く）規模のもの
② 岐阜県を含む4県以上から参加者があるもの
③ 毎年の開催都市が岐阜市内に定着していない持ち回りのもの

（イ） 助成内容
① 8県以上5万円～ 60万円
② 4県以上8県未満、2日以上開催の場合5万円～ 30万円

（ウ） オフシーズン加算内容
① 12月～ 2月に開催のスポーツ大会に対し基本助成金額の1.5倍 

（1,000人以上の場合は基本助成金額の2倍）

・貸付金制度
（ア） 無利息貸付対象
① 岐阜市内を会場とし、参加者が100人以上（実人数）規模のもの
② 3カ月以上の準備期間を要するもの
③ 岐阜県を含む4県以上から参加者があるもの

（イ） 国際会議・国内会議への無利息貸付内容
① 10万円～ 100万円（総予算額の10％以内）
② 貸付は開催3年前から
③ 会議終了後、1カ月以内に返却
④ 連帯保証人2人 

詳しくは...
公益財団法人　岐阜観光コンベンション協会
http:/www.gifucvb.or.jp

アクセス

中部国際空港 ➡︎ 名鉄岐阜駅 名鉄直通特急（56分）

JR名古屋駅 ➡︎ JR岐阜駅 JR東海道本線＜快速＞（18分）

ぎふ長良川鵜飼

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）岐阜観光コンベンション協会
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町1-8-5 協和興業ビル6階
Tel  058-266-5588　 FAX  058-266-5995　 URL  http://www.gifucvb.or.jp　 Email  info@gifucvb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
岐阜グランドホテル 144 1,430 1,500 800 800 1,500 4 1,721 6 有 JR・名鉄岐阜駅より車15分
岐阜都ホテル 192 1,283 1,200 600 700 1,000 3 1,518 11 有 JR・名鉄岐阜駅より車10分
十八楼 111 610 500 400 200 350 2 445 2 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス14分
ホテルパーク 76 380 500 300 200 300 4 315 6 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス14分
長良川スポーツプラザ 56 174 ー 120 120 ー ー 120 3 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス18分
ホテルグランヴェール岐山 61 662 621 420 280 400 3 949 5 有 JR・名鉄岐阜駅より徒歩15分
ホテルリソル岐阜 120 234 200 150 100 150 4 408 4 有 JR・名鉄岐阜駅より徒歩5分
岐阜キャッスルイン 116 323 210 150 150 200 3 ー ー 有 名鉄岐阜駅より徒歩1分
ホテル アルモニーテラッセ 40 343 200 150 120 200 ー 661 3 有 JR・名鉄岐阜駅より車20分
岐阜ワシントンホテルプラザ 188 315 ー ー 80 100 ー ー ー 有 名鉄岐阜駅より徒歩3分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数31／総客室数2,594　●旅館：総施設数13／総客室数328　●合計：総施設数44／総客室数2,922

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年6月 国際植物生殖会議2018 長良川国際会議場 300 (200)
2018年6月 第18回アジアジュニア陸上競技選手権大会 岐阜メモリアルセンター 1,100 (1,000)
2018年2月 第29回日本臨床微生物学会総会・学術集会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 2700
2017年11月 2017 FISM アジア大会　（岐阜） 長良川国際会議場 780 (260)
2017年10月 第21回日本アクセス研究会学術集会・総会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 1,032 (14)
2017年7月 日本ペインクリニック学会第51回大会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 2,210 (5)
2017年7月 第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル、ぎふ清流文化プラザ、 

岐阜メモリアルセンター
4,670 (3)

2016年11月 第35回概念モデリングに関する国際会議 長良川国際会議場 148 (93)
2016年9月 第32回日本診療放射線技師学術大会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 2,551 (60)
2016年9月 第70回全国レクリエーション大会in岐阜 岐阜メモリアルセンター、長良川国際会議場ほか 64,517
2016年8月 第20回国際乾燥シンポジウム 長良川国際会議場 297 (161)
2016年5月 第13回セレン・テルル化学国際会議 長良川国際会議場 226 (62)
2015年12月 第26回日本小児整形外科学会学術集会 長良川国際会議場 641 (11)
2015年10月 第3回国際レチノイド研究会(第26回日本レチノイド研究会学術集会) 岐阜グランドホテル 83 (30)
2015年10月 第39回日本死の臨床研究会年次大会 長良川国際会議場、岐阜都ホテル 3,228

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

長良川国際会議場 ー 1,926 1,684 ー 9 705 ー 1,684 ー 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス18分
岐阜メモリアルセンター ー 5,148 4,065 ー 4 2,200 ー ー 4,065 無 JR・名鉄岐阜駅よりバス15分
長良川スポーツプラザ ー 294 ー 120 4 174 ー 120 ー 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス18分
ぎふ清流文化プラザ ー 630 500 ー 2 519 ー 500 ー 無 JR・名鉄岐阜駅よりバス15分
岐阜市文化センター ー 2,430 2,000 600 9 1,275 ー 600 2,000 有 JR・名鉄岐阜駅より徒歩10分
岐阜市民会館 1,997 2,294 1,501 ー 8 1,025 ー 1,501 ー 有 JR岐阜駅よりバス7分
じゅうろくプラザ 1,162 1,711 600 ー 14 420 ー 600 ー 有 JR岐阜駅西隣
ワークプラザ岐阜 418 681 210 ー 6 306 ー 210 ー 無 名鉄岐阜駅より1.6km
岐阜商工会議所 745 495 400 ー 7 238 2 400 ー 有 JR・名鉄岐阜駅よりバス5分
OKBふれあい会館 ー ー 708 ー 19 1,046 ー 708 ー 無 JR・名鉄岐阜駅よりバス20分

● 岐阜公園内「立礼茶席 華松軒」での抹茶の体験
金華山の麓にある岐阜公園に「立礼茶席 華松軒」があります。
抹茶の体験をしながら四季折々の自然を楽しむことができ
ます。

● 日本古来の寺院、伝統的な古民家で日本文化の体験
「極楽寺」や築108年の町屋「空穂屋」では、日本文化の真髄
とも言える茶道、書道、華道、着物の着付けなどの体験が
できます。また、「極楽寺」では宿坊体験や精進料理も体験
できます。先人の暮らしを垣間見つつ、日本人の心を感じる
プログラムをお楽しみいただけます。（要予約）

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

「立礼茶席 華松軒」での抹茶体験 寺院での日本文化体験（抹茶）

● 屋形船を利用した1,000人規模のレセプション
1300年以上の歴史を誇る「ぎふ長良川鵜飼」。鵜飼観覧船に乗船し、宮
内庁式部職 鵜匠による鵜飼を楽しみながら1,000人規模のレセプショ
ンが開催できます。

● 川原を利用した500人規模以上のレセプション
鵜飼の会場となっている清流長良川の川原を会場にレセプションが開
催できます。
岐阜の特産品を使った料理やバーベキュー、郷土芸能などを楽しんでい
ただき、暗くなってからは1300年以上の歴史を誇る「ぎふ長良川鵜飼」
をご覧いただけます。

中
　
部

▼ 
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http://www.gifucvb.or.jp
mailto:info%40gifucvb.or.jp?subject=
https://www.gifugrandhotel.co.jp/rooms/
https://www.miyakohotels.ne.jp/gifu/
http://www.18rou.com/
http://www.hotelpark.jp/
http://www.nagara-sportsplaza.jp/
https://grandvert.com/
https://www.resol-gifu.com/
http://www.gifu-c.jp/
http://www.lht-wedding.jp/
http://washington.jp/gifu/
http://www.g-ncc.jp/
http://www.gifuspo.or.jp/GMC/100/101-2.html
http://www.nagara-sportsplaza.jp/
http://www.group-sanwa.co.jp/gifuseiryu-bunkaplaza/
http://gifu-culture.info/
http://gifu-civic.info/
http://plaza-gifu.jp/
http://work-plaza-gifu.lekumo.biz/workplaze/chizu.html
http://www.gcci.or.jp/
https://www.gifu-fureai.jp/
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高 山
飛騨高山は日本列島のほぼ中央に位置し、日本全国ばかり
でなく、世界各国から多くの観光客が訪れています。少し
足をのばすと世界遺産「白川郷」、白壁土蔵の街「飛騨古
川」、日本三名泉の「下呂温泉」があり、日本の原風景に
ふれることもできます。北陸新幹線の開業により、関東
圏、北信越からのアクセスも良くなりました。東京、大阪、
京都、名古屋、金沢などとは高速バスでも結ばれています。
都会の雑踏を離れ、豊かな自然の中で実り多いコンベン
ションを開催していただけるよう、おもてなしの心で皆様
をお迎えいたします。

支援策
1.	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：高山市で開催される50人以上のコン
ベンションが対象となり、高山市が設ける開催助成金の交付が受けられる。
◎ 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

て1万円を乗じた額（限度額100万円）
◎ 国際会議・・・参加人数を10で除して1万円を乗じた額と、海外からの参

加人数に1万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】
当協会を通して会場予約をされますと、以下の会場等で会場使用料の減免措置
が受けられます。
①高山市民文化会館、②飛騨・世界生活文化センター、
③飛騨地域地場産業振興センター、④高山市図書館「煥章館」

2.	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、仏語、タイ語）
◎ 画像や映像（DVD）の提供（英語、中国語：繁体字、韓国語）
◎ 事前視察受けれ（2人までの片道交通費等を負担）
◎ コンベンションバッグ、ネームカードホルダー等の提供
◎ アトラクション等の提案（地域伝統芸能の紹介）

詳しくは...
事業概要＆サポート体制
http://www.takayama-cb.jp/convention.html

アクセス

東京駅 ➡︎

高山駅

（東海道新幹線）⇒ 名古屋 ⇒（高山本線）⇒ 
高山駅【約4時間】

（北陸新幹線）⇒ 富山 ⇒ （高山本線）⇒ 
高山駅 【約3時間40分】

新大阪駅 ➡︎
（東海道新幹線）⇒ 名古屋 ⇒ （高山本線）⇒  
高山駅 【約3時間10分】

大阪駅 ➡︎ JRワイドビューひだ（約4時間10分）

名古屋駅 ➡︎ JRワイドビューひだ（約2時間20分）

新宿
大阪・京都
名古屋

➡︎ 高山

高速バス
（新宿→約5時間30分）
（大阪→約5時間30分）
（名古屋→約2時間40分）

● まつりの森
平成の祭屋台が展示されている地中ドーム内でバンケットが可能です。

（立食150人）
● 飛騨高山美術館

北アルプスを望む高台にある美術館。芝生の上でのガーデンパーティー
ができます。

平成の屋台が展示されている地中ドームでのバンケット

北アルプスを望む高台にある美術館。芝生の上でのガーデンパーティー

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会
〒506-0011 岐阜県高山市本町1丁目2番地
Tel  0577-36-3315　 FAX  0577-36-0091　 URL  http://www.takayama-cb.jp　 Email  bureau@hidanet.ne.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

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 70 ～ 406 6 有 JR高山駅より徒歩6分
ひだホテルプラザ 225 570 540 300 300 500 2 51 ～ 380 4 有 JR高山駅より徒歩８分
ホテルアソシア高山リゾート 290 500 400 250 200 350 2 70 ～ 280 4 有 JR高山駅より車で10分
ルートイングランディア飛騨高山 140 有 JR高山駅より車で10分
飛騨花里の湯　高山桜庵 167 有 JR高山駅より徒歩５分
飛騨高山ワシントンホテルプラザ 175 有 JR高山駅より徒歩１分
スパホテルアルピナ飛騨高山 119 有 JR高山駅より徒歩３分
カントリーホテル高山 133 有 JR高山駅より徒歩１分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数15／総客室数1,810　●旅館：総施設数33／総客室数648　●合計：総施設数48／総客室数2,458

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年5月 ライオンズクラブ国際協会334-B地区第63回地区大会 飛騨・世界生活文化センター 1,005
2017年3月 第9回データ工学と情報マネージメントに関するフォーラム 高山グリーンホテル 599 (29)
2016年10月 第38回全国公民館研究集会 飛騨・世界生活文化センター 1,068
2016年10月 第32回岐阜県病院協会医学会 飛騨・世界生活文化センター 1,109
2016年8月 第2回ボーイスカウト東海4県連盟合同野営大会 日和田高原キャンプ場 2,972 (138)
2016年7月 第47回全国私学夏季研究集会 高山市民文化会館ほか 1,013
2016年7月 第13回乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム2016 乗鞍スカイライン 792
2016年7月 地殻ダイナミクス・断層深部掘削計画合同国際研究集会 高山市民文化会館 143 (31)
2016年6月 第11回さるぼぼカップ2016 飛騨高山ビッグアリーナ 563
2016年4月 国際ロータリー第2630地区地区研修・協議会 飛騨・世界生活文化センター 955

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

高山市民文化会館 — 10,342 1,284 — 15 389 — — — 有 JR高山駅より徒歩2分
飛騨高山ビッグアリーナ — 9,570 4,000 — 4 — — — — JR高山駅より車で10分
飛騨・世界生活文化センター　 — 3,429 2,000 — 5 1,960 — — — JR高山駅より車で15分
飛騨地域地場産業振興センター — 2,971 300 100 8 264 — — 無 JR高山駅より徒歩5分
高山市図書館「煥章館」 — 3,901 108 108 204 — — JR高山駅より車で5分
飛騨高山まちの博物館 — 3,561 120 120 187 — — JR高山駅より徒歩15分

● 高冷地の気候を生かした農産品の農業体験。（田植え、稲刈り、リンゴ狩りなど）
● 山林や河川を利用した自然環境活動体験。（木の枝からのマイ箸づくり、川魚の手づかみ、そば打ちなど）
● 伝統工芸体験（わら細工、刺し子作成、さるぼぼ作成、草木染など）
● 手焼きせんべいづくり

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

手打ちそばを打つ楽しさと､ 自分で打った手打ちそばのおいしさを体験します ジャガイモやトウモロコシ､ トマトなど各種野菜の収穫をする農業体験です
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http://www.takayama-cb.jp
mailto:bureau%40hidanet.ne.jp?subject=
https://www.takayama-gh.com/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
http://www.associa.com/tky/
https://www.hotel-grantia.co.jp/hidatakayama/
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http://www.city.takayama.lg.jp/machihaku/
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静 岡
世界文化遺産の日本一高い「富士山」と日本一深い

「駿河湾」が美しく見えるまち静岡。
日本の真中「静岡」は、東京・名古屋から新幹線で約1時間、
大阪からは約1時間40分とアクセスも非常に良く、学会・
大会への参加者が他都市と比べ多くなる傾向にあります。
また、国際空港「富士山静岡空港」を有するため、各地か
らのアクセスも便利です。
静岡は、コンベンションセンターでの「大型コンベン
ション」、シティホテルでの「都市型コンベンション」、
日常の喧騒から離れた景勝地での「リゾートコンベン
ション」、そして地方都市最大規模の展示場での「見本市・
展示会」という4つのスタイルを、目的やご要望に応じ
てご提案いたします。また、視察受け入れ、会場の紹介・
手配、歓迎モニュメント・コンベンションバッグ・観光
パンフレットの提供、国内会議・国際会議・シャトルバス
の助成金、アトラクション・エクスカーションの相談や
紹介、などで主催者様をサポートします。
駿河湾、富士山、茶産地などアフターコンベンションも
充実しており、温暖で一年を通してほとんど雪が降らず
安心してコンベンションを開催することができる静岡は、
皆様の来訪を心よりお待ちしております。

支援策
1.	静岡市補助金・助成金について

【静岡市全国大会等開催事業補助金】
・ ブロック（4 ～ 24都道府県参加）：述べ宿泊人数×500円（上限100万円）
・ 全国（25都道府県以上）：述べ宿泊人数×1000円（上限300万円）
・ 国際（3か国以上・全体で50名以上の内海外参加者20名以上）：述べ宿泊人

数×1000円（上限300万円）
【国際会議誘致助成金】上記国際と同条件以上：10000円×外国人参加者総数
（上限100万円）
【シャトルバス運行助成金】：諸条件あり。経費の2分の1（上限30万円）
【開催準備資金貸付】：諸条件あり。無利子

2.	その他支援内容について
① 歓迎モニュメントの設置（無料）
② 観光パンフレットの提供（無料）
③ 支援グッズの提供 

名札1個25円（台紙付）・コンベンションバック1袋60円
④ 冷茶器の貸し出し
⑤ 特産品販売のご紹介
⑥ 観光インフォメーションデスク（無料）
⑦ 外国語サポート通訳（有料）のご紹介
⑧ アトラクション・エクスカーションのご紹介（有料・一部2分の1補助有り）

詳しくは...
しずおか観光情報　駿府静岡市　→　サイトメニュー　大会主催者様へ
http://www.visit-shizuoka.com/convention/

アクセス

富士山静岡空港 ➡︎ 静岡駅 バス（55分）

東京駅 ➡︎

静岡駅

東海道新幹線（ひかり／約60分）

名古屋駅 ➡︎ 東海道新幹線（ひかり／約60分）

新大阪駅 ➡︎ 東海道新幹線（ひかり／約100分）

帆船クルーズ

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）するが企画観光局
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町4番16号
Tel  054-254-2212　 FAX  054-205-3639　 URL  http://www.visit-shizuoka.com　 Email  info@suruga-mtb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルアソシア静岡 250 680 1,000 450 450 900 2 2,333 14 有 静岡駅北口隣接
ホテルセンチュリー静岡 208 900 1,100 620 450 1,000 3 2,283 11 有 静岡駅南口徒歩1分
日本平ホテル 80 535 500 315 304 400 2 1,205 5 有 静岡駅より車で25分
中島屋グランドホテル 121 400 ー 180 216 230 4 834 6 有 静岡駅北口より徒歩5分
静岡北ワシントンホテルプラザ 195 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 静岡駅北口徒歩13分
三交イン静岡北口 177 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 静岡駅北口より徒歩8分
静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 185 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 静岡駅南口徒歩2分
静岡ホテル時之栖 152 81 90 55 ー ー ー ー ー 有 静岡駅よりタクシー 5分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数51／総客室数4,437　●旅館：総施設数40／総客室数548　●合計：総施設数91／総客室数4,985

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年5月 日本薬剤学会第33年会 グランシップ 2,000 （0）
2017年11月 産業フェアしずおか2017 ツインメッセ静岡 80,000 （0）
2017年10月 第44回日本小児臨床薬理学会学術集会 ホテルアソシア静岡 700 （0）
2017年8月 第67回全国高等学校PTA連合会大会静岡大会 静岡市民文化会館他 9,500 （0）
2017年8月 第56回日本SF大会　ドンブラコンLL グランシップ 1,200 （160）
2017年7月 第3回全国連合子ども観光大使大会 in ふじのくに静岡 清水マリナート 700 （0）
2017年6月 第25回パート派遣など非正規ではたらくなかまの全国交流集会in静岡 清水テルサ　他 500 （0）
2017年5月 グランシップ トレインフェスタ2017 グランシップ 24,000 （200）
2017年5月 第56回静岡ホビーショー ツインメッセ静岡 81,000 （100）
2016年10月 第11回全国市議会議長会研究フォーラムIN静岡 グランシップ 2,500 （0）
2016年6月 平成28年度東海地区高等学校PTA連合会静岡大会 静岡市民文化会館 1,800 （0）
2015年11月 第41回全国語学教育学会年次国際大会 グランシップ 1,700 （100）
2015年10月 全日本音楽教育研究全国大会 清水マリナート他 1,100 （0）
2015年5月 ライオンズクラブ国際協会334－C地区第61回年次大会 清水マリナート 1,300 （0）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

グランシップ 7,790 4,809 4,626 ー 27 651 3 ー 2,000 無 東静岡駅徒歩3分
ツインメッセ静岡 13,969 12,089 12,500 6,300 9 5,400 3 ー 3,000 有 静岡駅よりバス10分
静岡市民文化会館 3,693 16,979 1,968 ー 12 8,464 不可 ー ー 有 静岡駅より徒歩10分
グランディエールブケトーカイ 1,840 1,800 1,000 500 15 ー ー 500 1,000 無 静岡駅より徒歩3分
クーポール会館 1,000 1,291 300 240 9 ー ー 231 350 有 静岡駅より徒歩5分
浮月楼 671 877 200 150 9 275 不可 150 200 有 静岡駅北口より徒歩3分
清水マリナート 1,805 5,591 1,513 ー 7 500 3 50 100 有 清水駅東口より徒歩3分
静岡市東部勤労者福祉センター「清水テルサ」 1,427 2,446 507 ー 29 ー ー 200 300 有 清水駅東口より徒歩5分

● 帆船クルーズ
最大80名まで/日中～サンセットまでいつでも貸し切り可/帆船以外
にも大小のチャーター可能な船あり

● 水族館大水槽前でのディナーパーティ
最大150名まで/閉館後貸し切り

● 日本平ホテル大庭園①
富士山と港町清水を展望しながらのパーティ

● 日本平ホテル大庭園②
打ち上げ花火や手筒花火のショー

● かがり火パーティ
東海道広重美術館前の陣屋後地広場でかがり火、桜エビの漁師飯と地酒
を堪能

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

水族館大水槽前での
ディナーパーティ

● お茶文化と茶工場見学や茶摘み体験
静岡といえば茶どころ。製茶工場見学や
茶摘み体験をし、お茶農家さんからお茶
文化のお話を伺います。

● マグロ体験
清水港は冷凍マグロの水揚げ日本一。
マグロの冷凍庫（ー 60℃）見学やマグロ
解体ショー、寿司握り体験などを行い
ます。

● 静岡の酒
サミットの乾杯に使用された酒なども
あり、静岡は隠れた名産地。利き酒師に
よるお酒の話や、近年流行のウィスキー
も、工場ができ見学可能です。

● 静岡伝統工芸品製作体験
静岡は、徳川家康時代に集められた職人
にルーツを持つ伝統工芸が多くありま
す。竹細工や藍染など、江戸時代文化を
感じる工芸品製作体験ができます。

お茶文化と茶工場見学や茶摘み体験 マグロ解体ショー
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http://www.visit-shizuoka.com
mailto:info%40suruga-mtb.or.jp?subject=
https://www.associa.com/sth/
https://www.centuryshizuoka.co.jp/
http://www.ndhl.jp/
http://www.sn-hotels.com/sgh/
http://washington.jp/shizuoka/
https://www.sanco-inn.co.jp/shizuoka/
http://www.hotel-prezio.co.jp/ekinan/
http://www.tokinosumika.com/stokinosumika/
http://www.granship.or.jp/
http://www.t-messe.or.jp/
http://www.scch.shizuoka-city.or.jp/
http://www.grandair-bridal.jp/
http://www.coupole.co.jp/
http://www.fugetsuro.co.jp/
http://www.marinart.jp/
http://terrsa.net/
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浜 松
浜松は、スズキ、ヤマハ、ホンダ、カワイ、浜松ホトニクス
など、世界的な企業が誕生した「ものづくりの街」として
発展と成長を続けてきました。近年では、再生可能エネル
ギーの普及など新エネルギー対策にも積極的に取り組ん
でいます。
東京・大阪から90分のアクトシティ浜松は、新幹線駅 
直結のアクセス性に加え、コンベンション施設・ホテル・
飲食店、サポートが充実した複合施設です。

支援策
コンベンション開催助成金
・ 宿泊助成金/アトラクション助成金（国内）
 浜松市内への宿泊が1泊当たり100人以上の規模の場合、延べ宿泊人数×
500円で上限200万円。

 アトラクション利用した場合、出演料金の 1/2 に相当する金額で上限
10万円。

・ 国際会議助成金
 開催期間3日間以上、3カ国50人以上の規模の場合、会議参加者人数に応じて
上限200万円。

各種支援
・ 誘致用ツールの無償提供（映像、写真、パンフレット、ノベルティ等）
・ 会場の優先予約
・ 事前視察の対応
・ 関係機関への協力要請
・ 参加者様受入れ支援（歓迎看板、パンフレット、土産品販売、観光案内等）

詳しくは...
(公財)浜松観光コンベンションビューロー　各種支援サービス
http://hamamatsu-daisuki.net/hamacon/support/
service.html

アクセス

中部国際 
空港

➡︎

浜松駅

シャトルバス（120分）

富士山静岡 
空港

➡︎ シャトルバス（25分）＋JR東海道本線（45分）

富士山静岡 
空港

➡︎ リムジンタクシー（60分）

東京駅 ➡︎

浜松駅

東海道新幹線（90分）

新大阪駅 ➡︎ 東海道新幹線（90分）

● はままつ地ビールレストラン　マインシュロス
アクトシティ浜松から徒歩3分。ドイツの古城をイメージした建物の
中は、本場ドイツのビアホールのガーデンレストランとなっています。 

〈着席320名〉
● たきや漁

夜の浜名湖で水中灯に浮かび上がる獲物をモリで突いたり、網ですくっ
たりして取った新鮮な海の幸をいかだで料理し食べられます。〈1隻4名
最大20隻まで〉

● THE KUSUNOKI CLUB
徳川家康の祈願所である浜松八幡宮の境内地内にあり、神秘的な空気が
流れるこだわりある空間です。〈着席60名、立席110名〉

たきや漁

マインシュロス

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）浜松観光コンベンションビューロー
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階
Tel  053-458-0011　 FAX  053-458-0013　 URL  http://hamamatsu-daisuki.net/hamacon/　 Email  info@hamacon.net

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
オークラアクトシティホテル浜松 322 770 1,260 525 500 1,000 3 — 12 浜松駅から徒歩3分
グランドホテル浜松 262 1,996 1,600 1,230 920 1,500 3 — 15 浜松駅から車で5分
ホテルクラウンパレス浜松 192 713 900 500 420 600 3 — 13 浜松駅から徒歩3分
ホテルコンコルド浜松 226 926 1,200 610 600 1,000 6 — 14 浜松駅から車で5分
浜名湖ロイヤルホテル 369 1,033 960 850 720 1,300 3 — 25 浜松駅から車で30分
ホテル九重 86 506畳 400 — 7 浜松駅から車で40分
舘山寺サゴーロイヤルホテル 97 490 430 250 250 400 — — 10 浜松駅から車で40分
浜名湖弁天リゾート THE OCEAN 111 330 200 100 100 120 2 — 4 浜松駅から車で30分
浜名湖レークサイドプラザ 244 — 浜松駅から車で60分
ホテルリステル浜名湖 142 373 400 350 150 150 5 — 1 浜松駅から車で60分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数36／総客室数4,451　●旅館：総施設数47／総客室数1,941　●合計：総施設数83／総客室数6,392

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

アクトシティ浜松 2,336 38 3,500 3 浜松駅から徒歩3分
浜松アリーナ 8,000 6 浜松駅からバスで15分
浜北総合体育館 グリーンアリーナ 1,070 5 浜松駅からバスで45分
クリエート浜松 450 252 19 浜松駅から徒歩15分
プレスタワー 280 180 6 100 200 浜松駅から徒歩3分
えんてつホール 500 342 200 300 浜松駅から徒歩1分
浜松市総合産業展示館 12 1,291 浜松駅からバスで20分

● 湖北五山
国指定重要文化財を有する5つの寺院は、伝統文化体験や宿泊ができます。（龍潭寺、方広寺、初山宝林寺、摩訶耶寺、大福寺）

● 産業観光
世界で活躍する企業をはじめ、様々な施設や資料館などが見学できます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

奥山方広寺 スズキ歴史館

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年5月 IAPBT総会 アクトシティ浜松 600 (100)
2018年7月 第20回記念アジア・太平洋吹奏楽大会2018 アクトシティ浜松 4,000 (2,000)
2018年7月 第34回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 アクトシティ浜松 800 (25)
2018年5月 第67回日本医学検査学会 アクトシティ浜松 4,000 (100)
2018年1月 ISO/TC149/SC1/WG15国際会議 グランドホテル浜松 70 (50)
2017年12月 湖サミット2017浜名湖 ホテル九重 200 (10)
2017年11月 第34回日韓国際セラミックスセミナー 浜名湖ロイヤルホテル 320 (70)
2017年7月 第6回先進的情報学に関する国際会議 アクトシティ浜松 500 (150)
2017年7月 第53回日本小児循環器学会総会・学術集会 アクトシティ浜松 1,500 (100)
2017年3月 第94回日本生理学会 アクトシティ浜松 1,600 (50)
2016年11月 第16回国際精密工学会議 アクトシティ浜松 170 (25)
2016年9月 第14回近接場光学国際会議 アクトシティ浜松 400 (200)

中
　
部

▼ 

浜
　
松

http://hamamatsu-daisuki.net/hamacon/
mailto:info%40hamacon.net?subject=
https://www.act-okura.co.jp/
https://www.grandhotel.jp/hamamatsu/
https://www.crownpalais.jp/hamamatsu/
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http://www.daiwaresort.jp/hamanako/
https://hamanako-kokonoe.jp/
http://www.3535.co.jp/royal/
http://kts-the-ocean.com/
http://www.h-lsp.com/
http://www.listel-hamanako.jp/
http://www.actcity.jp/
https://www.mb.epss.jp/contents/facilities/1280/
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hk-machi/sports/hamakita_sogotaiikukan/index.html
http://www.hcf.or.jp/facilities/create/
http://pt21c.shizuokaonline.com/300/index.html
http://hall.entetsu.co.jp/about.html
http://www.santen.biz/
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名 古 屋
名古屋市は日本の真ん中、愛知県西部に位置し、1610年
に徳川家康が清須から町ごとすべてをこの地に移した「清
須越し」によりその歴史がスタートしました。古くからも
のづくりの拠点となり、陶磁器や織物等の伝統産業から、
自動車・航空宇宙・ロボットなどの先端産業にいたるまで、
多様な産業が集積する産業の中心地です。さらに、武家文
化を間近に感じられる城郭、博物館、「なごやめし」をはじ
めとするユニークな食など、歴史・文化の面においても、
独自の伝統を誇っています。

支援策
1.	MICE開催に対する財政援助
・ 助成金制度
 名古屋市内で開催される一定の要件を満たした国際会議に対し、開催経費の
一部を助成します。（最大1000万円・審査あり）

・ 貸付金制度（最大500万円・審査あり）
 名古屋市内で開催されるコンベンションの主催者に対し、開催準備に要する
資金を会議開催の3年前から無利子で貸し付け、コンベンションの円滑な運営
を支援します。

・ 大型インセンティブ旅行等開催助成金
・ 研修・視察旅行等誘致推進事業助成金
※詳細につきましては当ビューローまでご連絡ください。
2.	その他の支援サービス
誘致のお手伝い
● MICE施設のご紹介
● 宿泊施設（ホテル）のご紹介
● 名古屋への視察受入
● ビッドペーパー作成の資料提供
 名古屋開催に向けてのビッドペーパー作成に当たり、必要な名古屋市情報等

関係資料を提供します。また、名古屋市長名及び当ビューロー理事長名の招
請状を手配します。

● プレゼンテーション用ツールの提供
 名古屋を紹介するパンフレット、DVD（英語・簡体字・繁体字・韓国語）、

PR用写真データ、その他関係資料をご提供します。
開催準備のお手伝い
● MICE関連業者のご紹介
 会議企画運営会社、ケータリング、展示などの会議開催に関わる業者をご紹

介します。
● エクスカーションやレセプション等の実施企画のご紹介
● 広報活動のお手伝い
 当ビューローウェブサイトでの告知や、市民公開講座などの催物の案内チラ

シを名古屋市関係機関に配布します。
開催中のお手伝い
● コンベンションボランティアなごやの派遣
 主催者の申請に基づき、登録受付の補助や会場案内等を行うボランティアを

派遣します。
● 観光通訳ガイドの派遣
 国際会議のエクスカーションのバスツアーに観光通訳ガイドを派遣し、海外

参加者の皆様に観光案内を行います。
● 観光・交通情報等の提供
 観光案内パンフレット（対応言語：英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語）

や主な観光文化施設の入場割引券をご提供します。また、会場内にインフォ
メーションコーナーを設置し、市内の観光施設の紹介や、交通案内、名古屋
グルメ・土産品等をご紹介します。

詳しくは...
MICE開催は、名古屋で。
http://www.nagoya-info.jp/convention/

● 名古屋能楽堂
総檜造りのステージをはじめ、同時通訳施設や会議室、レストランを備
えており、コンベンション会場としてご利用いただくことができます。
ホールは630人、会議室は99人まで収容可能です。

● 名古屋港水族館
水槽の魚たちを眺めながらのバンケットやセレモニーを行う事ができ
ます。

● 徳川園
尾張徳川家ゆかりの品を集めた徳川美術館に隣接する日本庭園。美しい
景観を眺めながら、レセプション等のご利用に最適です。

名古屋港水族館での 
バンケットの様子

国際学会における名古屋
能楽堂での招待講演の 
様子

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）名古屋観光コンベンションビューロー
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル11F
Tel  052-202-1146　 FAX  052-231-0922　 URL  http://www.nagoya-info.jp　 Email  convention@ncvb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ANAクラウンプラザホテルグラン
コート名古屋 246 749 900 550 400 600 3 1,061 9 有 金山総合駅南口から徒歩1分

名古屋マリオットアソシアホテル 774 1,200 1,500 900 900 1,500 3 2,908 17 有 JR名古屋駅の真上
ウェスティンナゴヤキャッスル

（2018年2月1日より、ホテルナ
ゴヤキャッスル）

195 2,000 2,900 1,500 1,400 3,000 2 1,955 10 有 浅間町駅下車、徒歩10分

名古屋東急ホテル 564 1,320 1,980 1,000 1,000 2,000 4 1,299 12 有 東山線栄駅下車、徒歩5分
名古屋観光ホテル 369 1,146 1,200 700 570 1,000 4 2,053 15 有 東山線伏見駅下車、徒歩2分
ヒルトン名古屋 460 971 1,200 800 700 1,000 2 1,425 9   有料* 東山線伏見駅下車、徒歩3分

*ヒルトン・オナーズは無料

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数133／総客室数22,169　●旅館：総施設数30／総客室数531　●合計：総施設数163／総客室数22,700

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年夏 第29回人工知能国際会議 名古屋国際会議場 2,500予定
2019年4月 第30回日本医学会総会2019中部 名古屋国際会議場　他 30,000予定
2019年4月 第71回日本産科婦人科学会学術講演会 名古屋国際会議場 7,000 (300)
2017年7月 ロボカップ2017名古屋世界大会 ポートメッセなごや 130,000 (42 ヶ国）
2016年10月 国際メトロポリス会議2016 愛知・名古屋 名古屋国際会議場 1,000 (500)
2016年8月 第18回結晶成長国際会議（ICCGE-18) 名古屋国際会議場 1,200 (500)
2016年7月 第23回国際比較文化心理学会（IACCP) 名古屋大学／ウインクあいち 1,000 (800)
2016年5月 第72回世界鋳造会議（WFC) ポートメッセなごや 1,000 (300)
2014年11月 持続発展教育(ESD)に関するユネスコ世界会議 名古屋国際会議場 3,300 (1,300)
2014年3月 日本化学会第94春季大会 名古屋大学 8,000 (300)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

名古屋国際会議場 10,000 10,490 3,012 27 1,920 900 1,200 有*1 名港線日比野駅、又は名城線西高蔵駅下車、 
徒歩５分

愛知県産業労働センター 
（ウインクあいち） 6,300 10,865 801 51 1,100 3 70 150 無 JR名古屋駅（桜通口より）徒歩３分

名古屋市中小企業振興会館 6,100 9,991 430 11 5,327 200 250 有*2 桜通線吹上駅下車、徒歩５分

名古屋市国際展示場 
（ポートメッセなごや）

2,270 
（会議室

のみ）
36,282 750 350 8 13,870 240 1,000 有 あおなみ線金城ふ頭駅下車、徒歩５分

*1 共有スペースのみ有り　*2 共有スペースの一部に有り

● 産業観光
トヨタ産業技術記念館やノリタケの森をはじめとした産業観光施設と、
その近辺にある見どころをあわせた観光コースをご提案いたします。

● 文化体験プログラム
日本的な体験プログラムとして、着物着付け、生け花、茶道、寿司作り
体験等についてご相談ください。

● アトラクション
名古屋おもてなし武将隊、徳川家康と服部半蔵忍者隊、名古屋フィル
ハーモニー交響楽団、名古屋芸妓、和太鼓、邦楽演奏、抹茶のご提供、
地酒コーナーの設置、からくり人形の実演等をご提案、ご紹介いたし
ます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

日本レストランでの寿司づくり体験

名古屋の伝統芸妓（金のしゃちほこ）

アクセス

中部国際空港 ➡︎ 名古屋駅
名古屋鉄道ミュースカイ 

（28分）

東京駅 ➡︎

名古屋駅

新幹線（１時間34分）

新大阪駅 ➡︎ 新幹線（48分）

中
　
部

▼ 

名
古
屋

http://www.nagoya-info.jp
mailto:convention%40ncvb.or.jp?subject=
http://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/
http://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/
https://www.associa.com/nma/
http://www.castle.co.jp/
http://www.castle.co.jp/
https://www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html
http://www.nagoyakankohotel.co.jp/
http://hiltonhotels.jp/hotel/chubu/hilton-nagoya
http://www.nagoya-congress-center.jp/
http://www.winc-aichi.jp/
http://www.winc-aichi.jp/
http://www.nipc.or.jp/fukiage/
http://portmesse.com/
http://portmesse.com/
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犬 山
犬山は、名古屋駅からは名鉄電車で約30分、車で約1時
間というロケーションにあり、愛知県の最北部に位置して
おります。名神高速・小牧ICより約25分。中央道・小牧
東ICより約25分。東海北陸道・岐阜各務ヶ原ICより約
25分で、各方面からのアクセスが非常に便利です。国宝

「犬山城」、有楽苑内に国宝「如庵」という2つの国宝がご
ざいます。犬山城下町には沢山のお店があり、城下町散策
をお楽しみいただけます。木曽川うかいなどの文化財、明
治村、リトルワールド、モンキーパークなどのテーマパー
クもございます。犬山は、よりどりみどりで、見所いっぱ
いです。

アクセス

中部国際空港 ➡︎ 犬山市内
知多半島道路と名古屋高速利用 

（車で約90分）

名鉄名古屋駅 ➡︎ 犬山駅 名鉄犬山線（約30分）

お問い
合わせ

（一社）犬山市観光協会
〒484-0086 愛知県犬山市松本町4丁目21番地 犬山国際観光センターフロイデ内
Tel  0568-61-2825　 FAX  0568-61-2512　 URL  https://inuyama.gr.jp/　 Email  info@inuyama.gr.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

名鉄犬山ホテル 123 
828 600 500 400 800 2 1 宴会

場内
不可

名鉄犬山遊園駅より徒歩8分336 200 200 150 200 0 1 
247 180 100 100 150 0 1 

犬山国際ユースホステル 27 75 60 40 60 60 2 ー 1 
一部
のみ
可

名鉄犬山遊園駅より徒歩25分

臨江館 19 1 犬山遊園駅より徒歩8分
灯屋　迎帆楼 10 犬山駅よりタクシー 10分
犬山館 56 ー 1 犬山遊園駅より徒歩8分
サンパーク犬山 15 犬山駅より徒歩15分
入鹿の里 17 ー 1 犬山駅よりタクシー 15分
犬山シティホテル 53 犬山駅より徒歩5分
犬山ミヤコホテル 36  犬山駅より徒歩5分
犬山セントラルホテル 113 犬山駅より徒歩5分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数4／総客室数325　●旅館：総施設数6／総客室数144　●合計：総施設数10／総客室数469

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年9月 第8回ハロゲン化学国際会議 犬山国際観光センター　フロイデ 600 （200）
2017年2月 第64回動物園飼育技術者研究会 犬山国際観光センター　フロイデ 1,000 （50）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

犬山国際観光センター　フロイデ 1,200 1,000 350 170 15 200 2 200 350 有 名鉄犬山駅より徒歩5分

● 博物館　明治村
明治時代を体験学習「めいじのい・ろ・は」（リアル人生ゲーム）

● 野外民族博物館　リトルワールド
世界の文化を体感。民族衣装体験。ものづくり体験

● 陶芸体験
ろくろを使い、茶碗や小鉢、湯のみなどをお作りいただけます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

明治時代を体験学習（明治村） 世界の文化を体感。民族衣装体験

● 博物館　明治村
旧帝国ホテル、旧三重県庁舎　などでの式典、会議。

● 野外民族博物館　リトルワールド
タイ芝生広場でのイベント

博物館　明治村 タイ広場でのイベント（リトルワールド）

ユニークべニュー

国宝「犬山城」
国宝五城のひとつ、国宝「犬山城」は天文６年（1537）織田信長の叔父、織
田信康によって創建された現存する日本最古のお城です。

国宝茶室「如庵」
織田有楽斎が創建した、国宝茶席三名席の一つ「如庵」。（有楽苑内）

中
　
部

▼ 

犬
　
山

https://inuyama.gr.jp/
mailto:info%40inuyama.gr.jp?subject=
http://www.m-inuyama-h.co.jp/
http://www.jyh.gr.jp/inuyama/
http://www.rinkokan.jp/
https://www.geihanro.co.jp/
http://inuyamakan.jp/
http://www.sunpark-inuyama.com/
https://www.irukanosato.com/
http://www.inuyama-hotel.co.jp/
http://www.inuyama-hotel.com/
https://www.inuyama-central-h.co.jp/
http://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001502/1001503.html
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伊勢志摩
伊勢志摩は、戦後に最初の国立公園としての指定がされた
伊勢志摩国立公園が所在する地域であって、年間に
約800万人以上が参拝する伊勢神宮を始め、多数の観光
施設や各所旧跡を擁する我が国有数の観光地です。英虞湾
には大小約60の島々が浮かび、リアス海岸がはぐくむ
豊富な海産物の恵みは、2000年もの昔から伊勢神宮や
朝廷に神饌として供され、万葉集に「御食国（みけつくに）」
と詠われたほどです。
2016年に伊勢志摩サミットが開催され、その魅力が全世
界に発信されました。
歴史と伝統に彩られ、大自然の魅力あふれる伊勢志摩で、
オリジナリティあふれるMICE開催をご提案いたします。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
コンベンション開催助成金は次の通りです。
参加人数のほかにも支給要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
● 100 ～ 300人未満の場合　5万円（1日開催）、10万円（2日開催）
● 300人～ 700人未満の場合　10万円（1日開催）、20万円（2日開催）
● 700人～ 2000人未満の場合　15万円（1日開催）、30万円（2日開催）
● 2000人以上　20万円（1日開催）、40万円（2日開催）

2.	その他の支援サービス
● 資料提供、事前視察への同行や助言
● 関連施設及び事業者の紹介
● 施設や関係行政団体との連絡調整
● 報道機関等への広報宣伝
● 歓迎看板（2枚まで）の掲示
● 観光や物産等の紹介
● 郷土芸能やボランティアガイド等の紹介
● 当機構が発行する観光パンフレット等の提供

詳しくは...
伊勢志摩リゾートMICE
https://www.iseshima-kanko.jp/business/
convention/

アクセス

中部 
国際空港

➡︎
近鉄 
賢島駅

（高速船）⇒JR・近鉄津駅⇒ 
（近鉄特急・JR快速みえ）⇒JR・近鉄伊勢市駅
⇒（近鉄特急・JR快速みえ）⇒JR・近鉄鳥羽駅
⇒（近鉄特急）⇒近鉄賢島駅【2時間10分】

JR・近鉄
名古屋駅

➡︎
近鉄 
賢島駅

（近鉄特急・JR快速みえ）⇒JR・近鉄伊勢市駅
⇒（近鉄特急・JR快速みえ）⇒JR・近鉄鳥羽駅
⇒（近鉄特急）⇒近鉄賢島駅【2時間5分】

伊勢志摩では、豊かな自然と歴史や伝統が体感できる文化施設が充実して
おり、MICE会場としても広く開放されております。2016年には伊勢志摩
サミットが開催されました。

● 皇族もご宿泊された明治建築の最高峰「賓日館」
● 海に暮らす人々の歴史や文化の博物館「海の博物館」等々…

伊勢志摩ならではのロケーションを活かした、風情あふれる会場での
MICE開催は、参加される皆様の思い出に残るものとなるでしょう。

お問い
合わせ

（公社）伊勢志摩観光コンベンション機構
〒519-0609 三重県伊勢市二見町茶屋111-1
Tel  0596-44-0800　 FAX  0596-42-2929　 URL  http://www.iseshima-kanko.jp　 Email  info@iseshima-kanko.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年5月 平成30年度全国自治体病院協議会　近畿・東海地方会議 賢島宝生苑 200
2018年5月 2018第33回絵手紙友の会全国大会in伊勢 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館） 800
2018年5月 平成30年度全国離島振興協議会通常総会 エクシブ鳥羽 100
2018年5月 平成30年度上代文学会大会 皇學館大学 100
2017年12月 第28回日本スプリント学会 皇學館大学 500
2017年11月 第38回全幼研経営研修会 鳥羽シーサイドホテル 300
2017年10月 平成29年度東海北陸地区子ども会育成者研究協議会 神宮会館 300
2017年10月 中部西ブロック・ユネスコ活動研究会 伊勢シティホテル 150
2017年10月 東海体育学会第65回大会 皇學館大学 130
2017年10月 生き物分化誌学会伊勢例会 皇學館大学 120
2017年9月 第37回東海北信越美容研修会 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館） 1,000
2017年7月 全国高校観光教育研究会 伊勢シティホテル 100
2017年7月 JA女性組織東海北陸地区リーダー研修会 鳥羽シーサイドホテル 350
2017年6月 全国石油商業組合全国大会 阿児アリーナ 350
2017年6月 日本食品化学学会第23回総会・学術大会 伊勢志摩ロイヤルホテル 200

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積

(㎡ )
分割 

可能数 着席 立食

シンフォニアテクノロジー 
響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館） 1,200 ー 1,200 － － － － － － 有 電車	：	近鉄宇治山田駅から徒歩１分

車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから10分
伊勢市生涯学習センター　 
いせトピア 978 － 500 － － － － － － 有 電車	：	近鉄宇治山田駅からバスで10分

車	 ：	伊勢自動車道伊勢ICから7分
いせ市民活動センター北館　 
いせシティプラザ 482 － 300 － － － － － 無 電車	：	JR・近鉄伊勢市駅から徒歩5分

車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから15分

ハートプラザみその 400 － 400 － － － － － － 無 電車	：	JR・近鉄伊勢市駅から車で10分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから15分

三重県営サンアリーナ 14,780 － 11,000 － － － － － － 有
電車	：	近鉄五十鈴川駅からバスで20分、JR二見浦駅からタクシーで

10分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢ICから伊勢二見鳥羽ライン朝熊IC経由で10分

鳥羽市民文化会館 1,012 － 702 － － － － － － 無 電車	：	JR・近鉄鳥羽駅から徒歩10分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢ICから伊勢二見鳥羽ライン経由で15分

鳥羽商工会議所 206 － － 120 － － － － － 有 電車	：	近鉄志摩赤崎駅から徒歩15分
車	 ：	伊勢二見鳥羽ライン鳥羽出口から10分

志摩市阿児アリーナ 2,352 － 1,700 ー － － － － － 無 電車	：	近鉄鵜方駅から徒歩15分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから40分

志摩市磯部生涯学習センター 488 － 400 100 － － － － － 無 電車	：	近鉄志摩磯部駅から徒歩15分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから20分

南伊勢町町民文化会館 940 － 700 － － － － － － 有 車	 ：	伊勢自動車道玉城ICから30分

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

伊勢かぐらばリゾート千の杜 61 407 480 300 250 － － － － 有 電車	：	近鉄宇治山田駅から車で約15分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約10分

伊勢シティホテル 94 285 340 190 150 200 － － － 有 電車	：	ＪＲ伊勢市駅から徒歩約３分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約15分

神宮会館 51 710 1,000 540 400 ー － － － 有 電車	：	近鉄宇治山田駅から三重交通「内宮前行」約15分（神宮会館前下車）
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約10分

鳥羽グランドホテル 85 396 200 200 200 280 － － － 有 電車	：	JR・近鉄鳥羽駅から車で約5分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約25分

鳥羽国際ホテル 80 318 220 220 150 250 － － － 有 電車	：	JR・近鉄鳥羽駅から車で約５分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約20分

戸田家 173 350 300 250 160 250 － － － 有 電車	：	JR・近鉄鳥羽駅から徒歩で約3分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約15分

扇芳閣 85 300 220 220 200 － － － － 有 電車	：	JR・近鉄鳥羽駅から車で約5分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約25分

鳥羽シーサイドホテル 206 510 600 400 200 300 － － － 有 電車	：	宇治山田駅から車で約10分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約25分

伊勢志摩ロイヤルホテル 369 600 450 300 450 300 － － － 有 電車	：	近鉄志摩磯部駅から車で約10分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約45分

ホテル志摩スペイン村 252 700 450 300 300 450 － － － 有 電車	：	近鉄鵜方駅からバスで約13分
車	 ：	伊勢自動車道伊勢西ICから約40分

伊勢河崎商人館

尾崎咢堂記念館

賓日館（国指定重要文化財）

ユニークべニュー

テーマパークや水族館などでは、観光施設
ならではの個性あふれる様々なメニュー
をご用意しております。

● 志摩スペイン村を貸し切ってのイベン
トやパーティー

● 鳥羽水族館や二見シーパラダイスでの
開会式やレセプション等々…

MICEプログラムと組み合わせたイベント
等にもぜひご活用ください。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

鳥羽水族館 夫婦岩伊勢志摩の海女（あま）

中
　
部

▼ 

伊
勢
志
摩

http://www.iseshima-kanko.jp
mailto:info%40iseshima-kanko.jp?subject=
http://ise-kanbun.jp/
http://ise-kanbun.jp/
http://www.isetopia.jp/
http://www.isetopia.jp/
http://skc.e-ise.net/web/city_plaza.html
http://skc.e-ise.net/web/city_plaza.html
http://www.city.ise.mie.jp/4335.htm
http://sun-arena.or.jp/
https://www.city.toba.mie.jp/kaikan/kaikan.html
http://toba.or.jp/
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/kyouiku/syogaigakusyusportska/bunkashisetsunogoannai/1454320302241.html
https://www.city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/bunkasportsshogaigakushu/bunka/bunkashisetsunogoannai/isobeshogaigakushucenter/1458721502975.html
http://www.town.minamiise.mie.jp/modules/gnavi/index.php?lid=35&cid=10
http://www.sennomori.com/
http://www.greens.co.jp/isech/
http://www.jingukaikan.jp/
http://jgh.jp/
http://www.tobahotel.co.jp/
http://www.todaya.co.jp/
http://www.senpokaku.com/
https://www.tobaseasidehotel.co.jp/
http://www.daiwaresort.jp/ise/
http://www.parque-net.com/hotel/
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京 都 お問い
合わせ

（公財）京都文化交流コンベンションビューロー
〒604-0862 京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都商工会議所ビル5階
Tel  075-212-4140　 FAX  075-212-4121　 URL  https://meetkyoto.jp　 Email  kyoto@hellokcb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ウェスティン都ホテル京都 499 1,650 2,000 1,200 1,100 2,000 4 ー 18 有 京都駅八条口から無料送迎バスあり（約25分）
京都ホテルオークラ 322 1,227 1,500 740 800 1,000 3 ー 12 有 地下鉄東西線 京都市役所前駅直結
ホテルグランヴィア京都 537 1,200 1,400 1,000 700 1,200 4 ー 15 有 京都駅直結
グランドプリンスホテル京都 310 1,140 1,400 700 650 1,000 ー ー 6 有 JR京都駅から地下鉄20分
ANA クラウンプラザホテル京都 287 1,000 1,400 700 700 1,000 3 ー 9 有 地下鉄東西線 二条城前駅2番出口より　徒歩 約1分
リーガロイヤルホテル京都 489 1,000 1,000 500 500 800 3 ー 19 有 京都駅八条口から無料シャトルバスあり（約5分）
ハイアットリージェンシー京都 187 820 700 470 500 650 2 ー 8 有 京都駅より車で約5分
京都東急ホテル 408 600 750 450 380 500 3 ー 8 有 京都駅よりシャトルバスあり
京都ブライトンホテル 182 533 500 360 330 400 3 ー 5 有 地下鉄烏丸御池駅から無料送迎バスあり（約7分）
新・都ホテル 988 476 500 300 320 350 2 ー 8 有 京都駅八条口から徒歩約2分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数182／総客室数22,436　●旅館：総施設数368／総客室数5,317　●合計：総施設数550／総客室数27,753

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2021年 第19 回国際動脈硬化学会(ISA) 京都市勧業館みやこめっせ／ロームシアター京都 3,000 (2,000)
2021年9月 第16回国際脳神経血管内治療学会(WFITN) 国立京都国際会館 2,500 （1,500）
2021年8月 第28回国際神経化学会大会 京都市勧業館みやこめっせ 1,200 （1,000）
2020年4月 第14回国連犯罪防止・刑事司法会議（コングレス） 国立京都国際会館 4,000
2019年9月 第25 回世界博物館会議(ICOM2019) 国立京都国際会館 2,500 (2,000)
2018年11月 第50 回国際小児がん学会(SIOP) 国立京都国際会館 2,500 (2,000)
2018年11月 第17回国際婦人科腫瘍学会(IGCS) 国立京都国際会館 3,000 （2,000）
2018年9月 第5 回国際組織工学・再生医療学世界会議(TERMIS) 国立京都国際会館 2,500 （1,800）
2017年9月 第23 回世界神経学会議(WCN) 国立京都国際会館 8,600 （3,500）
2017年4月 第32回国際アルツハイマー病学会協会国際会議(ADI) 国立京都国際会館 3,000 （700）
2016年10月 第40 回国際外科学会世界総会(ICS) 国立京都国際会館 3,000 （500）
2016年10月 第23回国際美容外科学会（ISAPS2016) 京都市勧業館みやこめっせ 2,500 （2,000）
2015年11月 第5 回世界工学会議（WECC2015） 国立京都国際会館 2,000 （500）
2015年5月 第15回国際放射線研究会議(ICRR2015) 国立京都国際会館 1,200 （300）
2011年7月 第23 回国際血栓止血学会(ISTH2011) 国立京都国際会館 6,000 （4,000）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

国立京都国際会館 ー 46,743 1,846 ー 70 3,000 ー 1,300 2,000 有 JR京都駅から地下鉄20分
京都市勧業館みやこめっせ ー 38,524 5,000 1,600 29 4,000 2 2,000 3,000 有 JR京都駅から地下鉄東山駅経由で約22分
ロームシアター京都 2,941 21,049 2,005 ー 3 ー ー ー ー 有 JR京都駅から地下鉄東山駅経由で約22分
京都府総合見本市会場 

（京都パルスプラザ） ー 21,474 5,760 2,200 10 5,400 3 2,500 3,500 有 JR京都駅から直通バスで15分

京都テルサ ー ー 856 300 12 352 3 300 400 有 JR京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約15分

京都リサーチパーク ー ー 350 250 23 165 ー 180 300 有 JR嵯峨野線(山陰線)丹波口駅下車　西へ徒歩
5分

メルパルク京都 ー ー 440 240 20 390 2 150 200 JR京都駅（烏丸中央口）から東へ約１分
kokoka京都市国際交流会館 ー ー 221 120 8 165 ー 120 130 地下鉄蹴上駅から徒歩約6分
けいはんなプラザ　 
京都府立けいはんなホール ー ー 1,000 642 8 770 2 ー 300 関西国際空港からリムジンバスで約100分

開業予定の施設
国立京都国際会館　ニューホール

（2018年秋オープン予定） ー 2,000 1,600 900 70 2,000 ー 800 1,500 有 JR京都駅から地下鉄20分

1000年にわたり日本の首都がおかれた京都は、茶道や華道、能
や伝統工芸など数多くの日本文化の源泉が息づいています。

● 伝統文化体験
茶・華道、書道、座禅、着物着付、日本料理、和菓子づくりなど
伝統文化体験

● 伝統芸能鑑賞
舞、能、狂言、剣舞、和太鼓などの芸能鑑賞

● 伝統産業体験・見学
織物、京友禅、焼き物、竹工芸などの制作体験や工房見学

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

着物着付体験 生け花体験

京都は、17のユネスコ世界文化遺産と数多くの神社仏閣
を有する日本を代表する「歴史都市」です。その一方で、
世界の最先端を行く大学・研究所・企業が集積する「学術
都市」「ものづくり都市」でもあり、科学技術系をはじめ、
年間約250件を超える国際会議が開催されています。
日本で最初の本格的な国立の国際会議場として建設され
た国立京都国際会館や、ロームシアター京都とみやこめっ
せの一体利用で大規模MICEの開催が可能な岡崎エリアな
どコンベンション施設が充実しているほか、ユニークベ
ニュー開発がすすむ京都では、京都らしいプレミアム感の
あるMICE会場をご提案いたします。
京都文化交流コンベンションビューローでは、会議誘致か
ら開催まで様々な支援メニューでMICE開催成功をサポー
トいたします。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
1）大規模国際コンベンション開催支援助成金[対象：C]

① 会期3 日以上 ②参加者500 名以上(内、海外から100 名以上) ③参加国
3 ヶ国以上等の条件を満たす公益目的の会議に対し、開催に要する費用を
上限1,000万円助成(審査あり)。

2）大規模国際コンベンション誘致支援助成金[対象：C]
上記開催支援助成金と同条件で、広告宣伝等誘致に要する費用を上限100万
円助成(審査あり)。

3）中・小規模MICE開催支援助成金[対象：M・I・C]
① 会期2 日以上 
② 参加者50名以上の条件を満たす会議・インセンティブツアーに対し、開

催に要する費用を50 ～ 199名で上限20万円、200名以上(コンベン
ションは499 名まで)で上限50 万円助成(審査あり)。

4）京都らしいMICE 開催支援補助制度[M・I・C＋同窓会] 
① 会期1 日以上
② 参加者 30 名以上の条件を満たす会議・インセンティブツアー（同

窓会は 100 名以上）に対し、舞や和太鼓等の京都らしい文化プロ
グラムに係る費用を 7 割補助 ( 上限 30 万円まで )、記念品として伝
統産業製品の購入費用を全額助成 ( 上限 30 万円まで )( 審査あり )。 
国際案件のみ、上記1 ～ 3の各種助成金との併用も可能。

※ 各種制度は、変更となる場合があります。
その他、MICEのイベントタイプや規模、開催地に合わせた助成金制度をそ
ろえています。

2.	その他の支援サービス
【開催決定前(誘致段階)】
・ 「京都コンベンション施設ガイド」の提供
・ 開催地立候補提案書(ビッドペーパー )の作成支援
・ プレゼン用資料の提供
・ イメージバンク画像貸出制度
・ 誘致ツール(ピンバッジ・絵はがき)の無償提供
・ 京都MICE PR動画の貸出
・ 京都PR バナーの貸出
・ 事前視察の受入　　など
【開催決定後・会期中】
・ 府・市・商工会議所・コンベンションビューローの後援名義の手配
・ 観光地図(日英併記)、ガイドブック(英語版)の無償提供
・ PR映像、PRバナーの貸出
・ 京都コンベンション・パス(市営地下鉄・バスの割引乗車券)の斡旋　など

詳しくは...
(公財)京都文化交流コンベンションビューローホームページ「支援・サービス」
https://meetkyoto.jp/ja/service/

アクセス

関西国際
空港

➡︎

京都駅

JR関空特急（約75分）

関西国際
空港

➡︎ リムジンバス（約90分）

伊丹空港 ➡︎ リムジンバス（約50分）

東京駅 ➡︎

京都駅

新幹線のぞみ（2時間18分）

名古屋駅 ➡︎ 新幹線のぞみ（35分）

● 元離宮 二条城（世界文化遺産）
世界遺産をユニークベニューとしてご利用いただけます。歴史的空間
で、特別なおもてなしを体感できます。その他の寺社仏閣でも設定可能
です。

● 京都国立博物館
名品ギャラリーの貸切見学や平成知新館ロビーでのパーティーなど多
様なイベントに対応できます。

● 東映太秦映画村
映画やテレビ撮影が行われるオープンセットを利用した本格テーマ
パーティーが可能です。

その他のユニークベニュー会場は、こちらをご覧下さい。
https://meetkyoto.jp/ja/facility/unique/

元離宮 二条城

ユニークべニュー
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大 阪 お問い
合わせ

（公財）大阪観光局
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-21 りそな船場ビル５階
Tel  06-6282-5911　 FAX  06-6282-5915　 URL  http://www.osaka-info.jp　 Email  convention@octb.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
インターコンチネンタルホテル大
阪 272 400 486 192 200 250 3 263 3 有 JR大阪駅より徒歩5分

ウエスティンホテル大阪 303 900 1,200 700 600 1,000 3 1,943 8 有 JR大阪駅より徒歩7分/シャトルバス5 ～ 10分
ザ・リッツ・カールトン大阪 292 1,174 1,200 650 600 800 3 1,287 9 有 JR大阪駅より徒歩7分
リーガロイヤルホテル大阪 972 1,360 1,800 960 800 2,000 3 5,971 59 有 京阪中之島駅直結/JR大阪駅よりシャトルバス10分
コンラッド大阪 164 155 180 120 100 180 0 296 5 有 四つ橋線肥後橋駅直結

帝国ホテル 381 1,665 1,500 800 800 1,500 2 3,906 20 有 環状線桜ノ宮駅より徒歩5分/JR大阪駅よりシャトル
バス15分

ホテルニューオータニ大阪 525 2,380 3,100 1,600 1,370 3,000 4 2,060 20 有 JR環状線大阪城公園駅より徒歩3分
セントレジス大阪 160 210 160 100 90 120 2 412 6 有 御堂筋線本町駅下車すぐ
スイスホテル南海大阪 548 1,120 1,400 800 60 1,200 4 2,214 18 有 南海なんば駅直結

ハイアットリージェンシー大阪 480 1,740 2,496 1,314 1,090 2,000 5 1,820 17 有 南港ポートタウン線中ふ頭駅徒歩3分/JR大阪駅より
シャトルバス25分

大阪マリオット都ホテル 360 230 160 100 90 120 0 192 6 一部
有 JR大阪駅より電車で15分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2021年8月 ISMAR2021（国際核磁気共鳴医学会） 大阪府立国際会議場 1,000 (700)
2019年10月 ツーリズムEXPOジャパン2019 大阪府立国際会議場 180,000
2019年4月 第119回日本外科学会定期学術集会 大阪府立国際会議場 7,000 (100)
2018年9月 第77回日本癌学会 大阪府立国際会議場 5,000
2018年4月 第58回日本呼吸器学会学術講演会 大阪府立国際会議場、リーガロイヤルホテル 6,500 (100）
2017年5月 第58回臨床細胞学会 大阪府立国際会議場 5,000 (200）

2016年11月 第75回日本公衆衛生学会総会 大阪府立国際会議場 3,500 (200）

2015年12月 The54th IEEE Conference on Decision and Control 大阪府立国際会議場 3,750 (950）

2015年4月 第79回日本循環器学会学術集会 大阪府立国際会議場 55,410 (690)

2014年6月 第14回日本抗加齢医学学会総会 大阪府立国際会議場、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 15,000 (15）

2014年5月 第54回日本呼吸器学会学術講演会 大阪府立国際会議場 25,000 (280)

2012年10月 Sibos 2012大阪 インテックス大阪、大阪府立国際会議場等 6,236 (4,496)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション会
場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

インテックス大阪 ー 72,978 400 300 26 10,535 10 3,380
(屋内）

6,300
(屋内）

一部
有 南港ポートタウン線中ふ頭駅より徒歩5分

大阪国際交流センター / 
大阪カンファレンスセンター & 
ホテル

約2,300 約4,300 1,006 ー
16(控室 
4部屋を

含む）
314 ー 200 400 有 近鉄大阪上本町駅より徒歩5分

大阪府立国際会議場 約5,500 約67,000 2,754 ー 25 2,600 1,470 2,500 有 JR大阪駅より車で10分
大阪南港ATCホール 7,000 4,000 2,500 1,000 10 2,900 可能 800 1,200 有 南港ポートタウン線トレードセンター前駅
ナレッジキャピタルコングレ 
コンベンションセンター 3,000 3,500 1,750 1,080 9 1,700 3 700 1,300 有 JR大阪駅より徒歩3分

大阪城ホール
16,000

（アリー
ナ）

5,030 10,500 2,500 16 3,500 ー 1,800 4,500 有 JR環状線大阪城公園駅より徒歩5分

大阪市中央公会堂 2,083 9,887 1,161 ー 13 927 ー 500 500 無 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅より徒歩5分

思い出に残るユニークプログラムをご紹介します。世
界無形文化遺産に登録されている文楽は、国立文楽劇
場で鑑賞できます。また、英語の音声ガイド(有料）も
あります。能狂言は、山本能楽堂、大槻能楽堂で鑑賞
できます。さらに、山本能楽堂では貸切時に演目を限
定して英語字幕対応可能なうえ、パーティ利用もでき
ます。外国人を対象とした参加体験プログラムとして
は、自らたこ焼きを焼いたり、握りずしを握ったり、
和食作りといった食の体験が人気です。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

山本能楽堂「能体験」 日本料理教室Sakura cook 大阪

歴史的に経済と文化の中心であった大阪には、ユネスコ無
形文化遺産にもなっている「文楽」や「大阪城」、「道頓堀」、

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」など、たくさんの
伝統的・現代的な文化観光資源があります。また、大阪の
大きな利点は、同じ関西にある京都や奈良、神戸や和歌山
などにある世界遺産に簡単にアクセスできること。45分
程度で行ける世界遺産もあります。さらに、大阪は「くい
だおれのまち」と呼ばれるほど食文化も豊かです。海外か
らのゲストを、大阪ならではの「おもてなし」の心で歓迎
することができます。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政支援
● 国際会議誘致開催助成金(財政援助）( ～最大1500万円）
・ 参加者数300名以上で周回性のある会議
・ 総参加者数のうち海外からの参加者が50名以上
・ 参加国が日本を含む5カ国以上
・ 会期3日間以上
・ 他の候補地と競合する
・ 開催総経費の20％以内
● 国際会議誘致開催支援（物的支援）（～最大50万相当額）
・ 参加者数100名以上
・ 総参加者数のうち海外からの参加者が20名以上
・ 参加国が日本を含む3カ国以上
・ 会期2日間以上
・ 開催総経費の20％以内
・ 支援は原則として支援限度額以内で提供可能な1品目 

（商品またはアトラクションの派遣）

2.	その他の支援サービス
● 開催プラン作りの支援
● コンベンション会場や宿泊施設等の紹介
● 画像や映像(DVD)の提供
● 開催提案書の作成協力
● 事前視察受入
● PCO、旅行会社への紹介
● アトラクションの提案
● 関西国際空港ウエルカムボードでの歓迎表示のサポート
● レセプション、パーティ等での特別なおもてなしの提供【今宮戎神社の「福

娘」の派遣、和太鼓や鏡割りの提供など、大阪ならではのアトラクションを
提供します】

詳しくは...
大阪観光局「サービス&サポート」
http://www.osaka-info.jp/jp/convention/service/

アクセス

関西国際空港駅
➡︎ なんば駅 南海電鉄特急ラピート（約34分）

➡︎ 大阪駅 JR関空快速（約65分）

関西国際空港駅
➡︎ なんば駅 リムジンバス（50分）

➡︎ 大阪駅 リムジンバス（60分）

大阪には、重要文化財である大阪市中央公会堂をはじめ、旧桜宮公会堂や
ザ・ガーデンオリエンタル大阪など歴史的建造物を利用したレストランが
人気です。そして、旧第四師団司令部庁舎（もと大阪市立博物館）が改修さ
れ、「MIRAIZA OSAKA-JO（ミライザ大阪城）」が2017年10月19日に
オープンしました。また、山本能楽堂内でもパーティが可能です。さらに、
現在、自然史博物館、市立美術館、慶沢園、東洋陶磁美術館など公開に向け
て邁進しています。

自然史博物館ユニークベニュー実証実験

山本能楽堂でのレセプション

ユニークべニュー
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神 戸 お問い
合わせ

（一財）神戸国際観光コンベンション協会
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1 神戸国際交流会館6F
Tel  078-303-0090　 FAX  078-302-6475　 URL  http://www.kobe-convention.jp/　 Email  info@kcva.or.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年10月 国際義肢装具協会世界大会（ISPO） 神戸コンベンションセンター 6,900 （490）
2019年6月 国際リハビリテーション医学会（ISPRM） 神戸コンベンションセンター 10,202
2019年3月 ICANN64 神戸コンベンションセンター 704 （501）
2018年5月 OCEANS'18 MTS/IEEE Kobe / Techno-Ocean 2018 神戸コンベンションセンター 3,135 （2,096）
2018年4月 World Live Neurovascular Conference 神戸コンベンションセンター 720 (500)

2017年12月 2017年度生命科学系学会合同年次大会 神戸コンベンションセンター 700 (500)

2017年2月 東アジア地域包括的経済連携協定交渉（RCEP）国際会議 神戸コンベンションセンター 10,000

2016年11月 アジア太平洋消化器週間 神戸コンベンションセンター 1,000 (500)

2016年11月 国際銅会議 神戸コンベンションセンター 10,000

2016年10月 Techno-Ocean 2016 神戸コンベンションセンター 2,500 (500)

2016年10月 第44回国際小児神経外科学会学術集会 神戸コンベンションセンター 7,000 (3,000)

2016年8月 第32回世界医学検査学会 神戸コンベンションセンター 5,000 (3,000)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション会
場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

神戸国際会議場 － － 692 240 21 272 － － 150 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
神戸国際展示場 13,000 － 4,000 2,000 8 4,000 2 2,500 4,000 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
国際会議場 ポートピアホール 1,702 － 1,702 － － － － － － 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
神戸商工会議所会館 898 1,633 468 264 9 480 － － － 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
ワールド記念ホール 8,000 3,100 － － － 3,100 － － － 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
ニチイ学館 
神戸ポートアイランドセンター － 296 － 144 11 － － － － 有 ポートライナー「京コンピュータ前駅」スグ

ラ・スイート神戸 
オーシャンズガーデン － － 640 396 8 663 4 430 700 有 三宮バスターミナルよりシャトルバス

神戸ファッションマート － － － － － － － － － 有 六甲ライナー「アイランドセンター駅」スグ

● プレ・ポストコンベンション
六甲山や神戸港から望む1,000万ド
ルの夜景を楽しみながらのバンケッ
ト、日本三古泉の有馬温泉や最先端
研究施設の視察など、神戸ならでは
のプログラムをご紹介します。

● 体験プログラム
神戸は世界約130 ヵ国の人々が集う
国際都市で、様々な国の民族文化が
根付き新しい文化を形成しています。
一方で日本の伝統を感じさせるアト
ラクションも多数ございます。ご利
用の会場や雰囲気に合わせて様々な
アトラクションをお楽しみください。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

有馬温泉 有馬大茶会 JAZZ演奏（JAZZ発祥の地 神戸）

神戸は日本の中心部に位置し、緑豊かな美しい山並みを背
に、波静かな碧い瀬戸内海を見渡せる、温暖で自然豊かな
港町です。古来より海外との貿易港として栄え、1868年の
開港以降、さまざまな西洋の文化を取り入れてきました。
日本の近代化とともに、海運、造船、鉄鋼、そして医療な
どの産業を中心に発展し、現在では世界130カ国以上、約
153万人が暮らす国際色豊かな都市へと成長しています。
また、日本三大夜景のひとつである神戸夜景、瀬戸内ク
ルージング、1600年代からの歴史ある有馬温泉などの魅
力に加え、世界でも有名な神戸ビーフ、灘の酒、洋菓子と
いった多彩な食文化とグルメのまちです。

アクセス

関西国際空港
➡︎ 神戸空港 ベイシャトル（約30分）

➡︎ 三宮 リムジンバス（約65分）

伊丹空港 ➡︎ 三宮 リムジンバス（約40分）

東京駅 ➡︎ 新神戸駅 新幹線「のぞみ」（約2時間48分）

● 「神戸ポートアイランド市民広場」
国際会議場、ホテルに隣接した開放感あふれる広場です。

● 「メリケンパーク」
神戸港を代表する景観の一つで、潮風を感じながらのレセプションが
可能です。西側には外航クルーズ客船やレストラン船のルミナス神戸2
などが発着する「中突堤」があり、クルーズ船とのコラボレーションも
可能です。

● 「伝統的な酒蔵」
日本の酒どころ「灘」で、歴史を感じさせる木造の酒蔵ホールでのパー
ティが人気です。

● 「神戸どうぶつ王国」
色とりどりに咲く花に囲まれた空間でのレセプションです。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
● 助成金制度
1） ポートピア’81記念基金の補助金
 下記条件を満たす国際会議について、補助金を交付しています。

① 神戸市内で開催されるもの
② 主催者が非営利団体
③ 参加国5 ヵ国以上（日本を含む）海外からの参加者100名以上
④ 会期3日以上
⑤ 参加者300人以上
①、②を満たす会議（国際会議B）については最高200万円、①～⑤を満たす
国際会議（国際会議A）については最高500万円、いずれも会議開催経費の
5％まで交付します。

2） 公益財団法人 中内力コンベンション振興財団による補助金最高1,000万円
まで助成

● 貸付金制度
神戸で開催される会議の準備金として、国際会議には300万円まで、国内会
議には200万円まで、主催者に無利子でお貸ししています。

● 会議施設の割引
各施設により対応

※詳しくはコンベンション事業部までお問い合わせください。

2.	その他の支援サービス
● 各種都市紹介資料の提供【対応言語：英語】
● 画像や映像の提供【対応言語：英語】
● 開催地立候補提案書類の作成
● 事前視察受け入れ
● PCO、旅行会社等の紹介
● アトラクションの提案
● ボランティアの手配
● 国際会議を対象に「MEET IN KOBE」として次のようなサービスをパッケー

ジで提供しています。
① 補助金の交付（ポートピア’81記念基金）
② 開催準備資金貸付
③ レセプションに神戸ワイン・日本酒の提供
④ コングレスバッグの提供
⑤ 海外参加者への記念品の提供
⑥ 通訳ボランティアスタッフの紹介
⑦ 公開講座開催の広報支援
⑧ アトラクションの紹介
⑨ エクスカーション用貸切バスへの半額助成（2台まで）
⑩ 次期神戸開催会議のPRプレゼーション活動の支援
⑪ 宿泊施設のコンベンションレートでの提供
⑫ ポートライナー、六甲ライナーの運賃を普通乗車運賃から50％まで割引
⑬ 観光施設や買い物で割引優待のサービスが受けられるクーポン券の提供
⑭ 観光マップ、神戸コンベンションセンター周辺グルメマップの提供

● 大規模な国際会議（国際会議A）には次のサービスもご提供します。
① 主催者事前会場視察経費の一部負担（主催者1名）
② 看板代金の一部負担

詳しくは...
神戸コンベンションビューロー
https://kobe-convention.jp/ja/

酒蔵見学

神戸ポート 
アイランド 
市民広場

ユニークべニュー

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
神戸ポートピアホテル 744 2,003 2,800 1,650 1,400 3,000 3 5,665 36 有 ポートライナー「市民広場駅」スグ
ホテルオークラ神戸 475 2,100 3,000 880 1,400 3,000 3 1,629 9 有 三宮バスターミナルよりシャトルバス
ANAクラウンプラザホテル神戸 593 1,947 2,000 1,100 900 2,500 3 647 15 有 新幹線・市営地下鉄「新神戸駅」直結
神戸ベイシェラトンホテル＆ 
タワーズ 276 925 940 620 520 700 3 2,782 12 有 六甲ライナー「アイランドセンター駅」スグ

神戸メリケンパークオリエンタル
ホテル 319 810 930 700 400 600 3 1,325 10 有 三宮バスターミナルよりシャトルバス

オリエンタルホテル 116 237 280 180 160 180 2 442 4 有 JR・各線「三宮駅」より徒歩５分
ホテルクラウンパレス神戸 229 656 540 360 360 700 2 1,334 6 有 JR「神戸駅」より地下街で直結
ホテルパールシティ神戸 381 326 260 130 330 130 － 1,640 13 有 ポートライナー中埠頭」駅より徒歩５分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数61／総客室数11,642　●旅館：総施設数11／総客室数705　●合計：総施設数72／総客室数12,347

近
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神
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http://www.kobe-convention.jp/
mailto:info%40kcva.or.jp?subject=
https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center/
https://kobe-cc.jp/ja/facilities/exhibition-hall/
https://www.portopia.co.jp/convention/venues/piahall/
https://www.kobe-cci.or.jp/kcci/kaikan/
https://www.kobe-spokyo.jp/world-kobe/
http://www.nichiigakkan.co.jp/kobe_pi/
http://www.nichiigakkan.co.jp/kobe_pi/
https://oceansgarden.jp/
https://oceansgarden.jp/
http://www.kfm.or.jp/
https://www.portopia.co.jp/
https://www.kobe.hotelokura.co.jp/
http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/
http://www.sheraton-kobe.co.jp/
http://www.sheraton-kobe.co.jp/
http://www.kobe-orientalhotel.co.jp/
http://www.kobe-orientalhotel.co.jp/
https://www.orientalhotel.jp/
https://www.crownpalais.jp/kobe/
https://www.pearlcity.jp/kobe/
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姫 路 お問い
合わせ

（公社）姫路観光コンベンションビューロー
〒670-0012 兵庫県姫路市本町68
Tel  079-222-2310　 FAX  079-222-2410　 URL  http://www.himeji-kanko.jp/convention/　 Email  info@himeji-kanko.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテル日航姫路 256 672 730 420 300 400 3 30-229 7 有 姫路駅前
姫路キャッスルグランヴィリオホテル 261 627 700 550 350 600 3 36-201 11 有 無料シャトルバス
夢乃井（塩田温泉） 79 216 150 60 1 97-119 2 有 無料シャトルバス
ホテルサンシャイン青山 68 859 750 500 432 800 3 19-559 14 有 路線バスで20 ～ 25分
開業予定の施設

ホテルモントレ姫路 274 685 550 357 400 600 3 75-210 3 未定 2018年3月23日開業
姫路駅直結

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年11月 プラズマコンファランス2017 姫路商工会議所 800
2017年11月 第12回全国市議会議長会研究フォーラムin姫路 姫路市文化センター 2,200
2017年10月 吟道賀堂流近畿本部　創立50周年記念大会 姫路市文化センター 1,000
2017年10月 Spring-8供用開始20周年記念・国際ワークショップ 姫路商工会議所 200
2017年10月 第11回ナノ・ハイブリッド・ソーラーセル イーグレひめじ 200
2017年8月 第67回関西吹奏楽コンクール 姫路市文化センター 2,000

2017年8月 第64回兵庫県吹奏楽コンクール 姫路市文化センター 2,000

2017年8月 平成29年度楽会主催 夏季講習会 姫路キャッスルホテル 650

2017年8月 第20回XAFS討論会 じばさんびる 150

2017年7月 第46回アメリカンヘルスボディビルコンテスト 姫路市文化センター 300

2017年7月 日本私鉄総連第84回定期大会 姫路市文化センター 1,200

2017年3月 第34回錦鯉全国若鯉品評会 大手前公園・イーグレ姫路 600

2016年10月 平成28年第3ブロック児童福祉施設給食関係者研修会 姫路市市民会館 800

2016年10月 第39回農薬残留分析研究会 イーグレひめじ 223

2016年7月 第56回日本先天異常学会学術集会 姫路商工会議所 290

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

イーグレひめじ － － 320 － 16 584 4 － － 無 姫路駅から徒歩15分
姫路商工会議所 － － 480 390 17 377 3 － － 有 姫路駅から徒歩20分
姫路市市民会館 － － 800 － 13 190 1 － － 無 姫路駅から徒歩15分
じばさんびる － － 270 180 10 － － － － 有 姫路駅前
姫路市文化センター － － 1,957 － 5 500 1 － － 無 姫路駅より南西約2キロ
兵庫県立武道館 － － 1,980 － 4 － － － － 有 姫路駅よりタクシーで10分
開業予定の施設

（仮称） 
新文化コンベンションセンター － － 2,000 － 12 4,000 3 － － 未定 2021年オープン

姫路駅から徒歩15分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

姫路市は、兵庫県南西部に位置し、古くから交通の要所と
して栄え、北は中国山地、南には瀬戸内海に囲まれる自然
豊かな風土です。
また、JR・山陽電車の姫路駅を降りると、世界遺産・国宝

「姫路城」を中心に美しい街並みが形成され、城と駅の周
辺には各種コンベンション施設をはじめ、観光施設、宿泊、
飲食土産店が点在し、国内外から多くの観光客が訪れる国
際観光都市です。
これらの、歴史文化と最先端技術が共生する姫路市での
コンベンション開催を、当ビューローは全面的に支援いた
します。

支援策
1.	コンベンション開催補助金
● 開催補助金
兵庫県外からの参加者が姫路市内の宿泊施設に宿泊した場合、宿泊者数に応じ
て補助金を交付します。
大会・学会・研究会 2,000円×宿泊者数(25名以上)上限:100万円
企業コンベンション 1,000円×宿泊者数(50名以上)上限:50万円
スポーツ大会 500円×宿泊者数(50名以上)上限:100万円
合宿(大学・団体等) 300円×宿泊者数(50名以上)上限:30万円
● シャトルバス補助金
コンベンション会場が姫路市内の2 ヶ所以上になる場合、会場間のシャトル
バス借上げに補助金を交付します。
バス1台につき5万円　上限:25万円
※コンベンション開催補助金の適用を受けたものに限る。
※参加者が300名以上のものに限る。
※観光バス補助金との重複助成は行わない。
● 観光バス補助金
姫路市内にてエクスカーションを実施した場合、観光バス借上げに補助金を
交付します。
バス1台につき5万円　上限:25万円
※1台に最低25名乗車したものに限る。
※姫路市外で開催される国際会議・全国大会等も交付の対象とする。

2.	コンベンション開催支援
● 各種観光パンフレット
多言語対応：英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、
イタリア語、タイ語
● コンベンションバッグ
200個まで無償、200個を超過した分は有償にて提供
● 姫路市内観光施設割引券
コンベンション名を印刷しパーソナライズ化します。
割引施設例:姫路城・好古園・美術館など
● 観光・土産物販のコーナーの設置
コンベンション会場にて観光・土産物販のコーナーを設置します。
※応相談

詳しくは...
姫路コンベンションガイド
https://www.himeji-kanko.jp/convention/

アクセス

関西国際空港 ➡︎

姫路駅

リムジンバス（約120分）

伊丹空港 ➡︎ リムジンバス（約80分）

東京駅 ➡︎

姫路駅

新幹線（約180分）

大阪駅 ➡︎ JR新快速（約60分）

好古園 
レストラン活水軒

灘菊酒造株式会社

ユニークべニュー

● 姫路城西御屋敷跡庭園 好古園　レストラン活水軒
世界遺産・国宝「姫路城」の西側にある日本庭園。姫路城を背景に、四季
折々の景色を眺めながら、心静まるくつろぎの時間をお楽しみいただけ
ます。

● 灘菊酒造株式会社
姫路を代表する酒蔵の一つです。明治43年から昭和まで実際に使わ
れていた木造酒蔵の一部を改修し、膳処「西蔵」としてお食事と催事の
出来る場所をご提供しております。酒蔵見学と合わせて、播磨の地酒を
ご賞味ください。

天台宗別格本山　書寫山圓教寺 理化学研究所　放射光化学総合研究センター

● 天台宗別格本山　書寫山圓教寺
966年、性空上人(しょうくうしょうにん)によって開かれた天台宗のお寺で、西の比叡山とも呼ばれています。西国三十三霊場の第二十七番札所としても賑わい
を見せている緑豊かで閑静な山内は、近年、大河ドラマやハリウッド映画のロケ地としても話題となっております。

● 国立研究開発法人　理化学研究所　放射光化学総合研究センター
世界最先端の大型放射光施設「Spring-8」、X線自由電子レーザー施設「SACRA」。世界でも数少ない研究施設の内部をご案内いたします。
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http://www.himeji-kanko.jp/convention/
mailto:info%40himeji-kanko.jp?subject=
http://www.hotelnikkohimeji.co.jp/
https://www.himejicastlehotel.co.jp/
http://www.yumenoi.com/
http://www.hotel-sunshineaoyama.co.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/himeji/
http://www1.winknet.ne.jp/%7Eegret-himeji/
https://www.himeji-cci.or.jp/
http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2842800.html
http://www.jibasan.or.jp/
http://bunkacenter.himeji-culture.jp/
http://www.hyogokenritsu-budokan.jp/
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奈 良 お問い
合わせ

（一財）奈良県ビジターズビューロー
〒630-8361 奈良県奈良市池之町3 奈良県猿沢イン3階
Tel  0742-26-7700　 FAX  0742-23-8289　 URL  http://www.nara-kankou.or.jp/　 Email  info-ntf@nara-kankou.or.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年6月 第33回日本脊髄外科学会 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 600 （2）
2018年5月 国際神経発生生物学会第22回大会 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 400 （150）
2017年10月 第58回日本児童青年精神医学会総会 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～、東大寺総合文化センター 1,663 （1）
2017年5月 第8回オートファジーに関する国際会議 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 353 （195）
2016年10月 第57回日本脈管学会総会 ホテル日航奈良 1,571 （5）
2016年7月 第10回アセアニア膜学会（AMS10） 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 557 （299）
2016年7月 マルチプロセッサ集積回路とそのソフトウェアに関する国際会議 奈良ホテル・奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 82 （46）
2015年10月 第85回日本感染症学会西日本地方会学術集会 

第58回日本感染症学会中日本地方会学術集会 
第63回日本化学療法学会西日本支部総会　合同開催

奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～、奈良ホテル 1,500

2015年8月 平成27年度第46回日本看護学会-看護教育-学術集会 奈良県文化会館 2,959
2015年6月 第41回日本骨折治療学会 なら100年会館・ホテル日航奈良 1,800 （3）
2015年5月 IABSE Conference Nara 2015 奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～ 424 （176）
2014年10月 第24回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 なら100年会館 2,434 （1）
2014年7月 第40回近畿地区高等学校PTA連合会大会奈良大会 なら100年会館 2,760
2014年6月 第43回日本IVR学会総会 なら100年会館 1,634 （12）
2014年5月 第62回日本輸血・細胞治療学会総会 奈良県新公会堂（現奈良春日野国際フォーラム甍～ I・RA・KA ～）・奈良県文化会館・ 

東大寺総合文化センター
2,279 （6）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

奈良春日野国際フォーラム甍 
～ I・RA・KA ～ 1,803 － 400 250 13 508 － 200 300 有 近鉄奈良駅よりバス及び徒歩にて約20分

なら100年会館 2,010 － 1,476 － 2 － － － － 無 JR奈良駅徒歩約5分
奈良県文化会館 2,005 － 1,313 － 12 421 － － － 無 近鉄奈良駅徒歩約5分
東大寺総合文化センター 501 － 321 － 3 － － － － 有 近鉄奈良駅よりバス及び徒歩にて約20分
奈良市ならまちセンター 432 － 300 － 4 － － － － 無 近鉄奈良駅徒歩約10分
開業予定の施設

奈良県コンベンションセンター 4,000 35,000 2,000 － 9 2,100 3 － － 有 近鉄新大宮駅より徒歩10分
2020年開業予定

利き酒

● アトラクション/エクスカーション/体験プロ
グラム
利き酒：日本清酒発祥の地といわれる「奈良の
地酒」を飲み比べる「利き酒アトラクション」
は大変好評です。
鹿寄せ：奈良公園内の飛火野でホルンを奏で
て、鹿を集める古都奈良の風物詩です。
その他：座禅、着物の着付け、にぎり墨なども
体験可能です。

● 特産
主な伝統工芸品として奈良筆・高山茶筌・赤
膚焼・奈良墨等があります。また地場産品と
して蚊帳・靴下・スポーツシューズ・スキー
靴等、加工食品として奈良漬・漬け物・柿の
葉すし・吉野葛・素麺・地酒等があります。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

鹿寄せ

奈良は日本文化発祥の地、国際交流都市として発展し、豊
かな自然、伝統芸能に恵まれ、日本で唯一県内に3つの世
界文化遺産を有し、身近に体験することができます。ま
た、奈良市北部のけいはんな学研都市では、最新技術の研
究・開発が行われております。古の文化と近未来の科学が
複合した「奈良」での開催は皆様の記憶に残る体験となる
と確信しております。なお、2020年春には、奈良市街の
中心地「大宮通り」に、約2000人の収容が可能な大会議
場の他、中・小会議室などを備えた「奈良県コンベンショ
ンセンター」 が開業します。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
● 助成金制度
1)国際コンベンション開催助成金　限度額：60万円
2)アフターコンベンション開催助成金　限度額：アトラクション10万円、エ

クスカーション10万円、体験プログラム8万円、合算20万円

2.	その他の支援サービス
● 各種都市紹介資料の提供【対応言語：英語】
● 画像や映像（DVD）の提供【対応言語：英語・韓国語・中国語】
● 開催地立候補提案書類の作成
● 事前視察受け入れ
● PCO、旅行会社等の紹介
● アトラクションの提案
● ボランティアの手配　※コーヒーサービスや観光ガイド
● 看板の提供 

（会議や大会で使用する立て看板や吊り看板の支援：作成限度額あり）
● ビニールバッグの提供（上限あり）
● 記念品の提供（上限あり）

詳しくは...
一般財団法人奈良県ビジターズビューローホームページ 

「コンベンション支援制度」
http://www.nara-kankou.or.jp/convention/sien1.html

アクセス

関西国際空港

➡︎ 近鉄奈良駅
（南海ラピート）⇒なんば駅⇒（徒歩） 
⇒大阪難波駅⇒（近鉄快速急行）⇒ 
近鉄奈良駅【約1時間30分】

➡︎ 近鉄奈良駅 リムジンバス（約85分）

➡︎ JR奈良駅
（特急はるか）⇒天王寺駅⇒ 
（大和路快速）⇒JR奈良駅 
【約1時間15分】

伊丹空港 ➡︎ 奈良市内 リムジンバス（約60分）

東京駅

➡︎ 近鉄奈良駅
（新幹線）⇒京都駅⇒（近鉄特急）⇒ 
近鉄奈良駅【約3時間10分】

➡︎ JR奈良駅
（新幹線）⇒京都駅⇒（JRみやこ路快速）
⇒JR奈良駅【約3時間30分】

● 奈良春日野国際フォーラム甍～ I・RA・KA ～
奈良公園内にあり、能舞台での会議や庭園を貸し切ってのパーティが可
能。また2015年夏に別館がリニューアルオープン。

● 東大寺総合文化センター
世界遺産・東大寺が所有する施設で2011年にオープン。国宝等を保管
する「東大寺ミュージアム」とホールを併設する、他に類を見ない会議
施設。

● 奈良国立博物館内地下レストラン
正倉院展でお馴染みの「奈良国立博物館」の館内レストラン。パーティ
等でのご利用が可能。

奈良春日野国際フォーラム甍～ I・RA・KA ～庭園

奈良春日野国際フォーラム甍～ I・RA・KA ～外観

ユニークべニュー

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテル日航奈良 330 1,000 1,000 700 460 700 4 841 7 有 JR奈良駅直結
奈良ホテル 127 452 400 280 240 400 3 581 6 有 近鉄奈良駅よりバスで約10分
奈良ロイヤルホテル 127 700 600 350 300 400 3 721 3 有 近鉄・JR奈良駅より無料シャトルバス運行
ホテルフジタ奈良 117 140 100 70 60 80 － 195 3 有 近鉄・JR奈良駅より徒歩で約5分
ホテルアジール・奈良 39 165 150 90 72 120 2 － － 有 近鉄・JR奈良駅より徒歩で約5分
開業予定の施設

JWマリオットホテル奈良 157 近鉄新大宮駅より徒歩10分
2020年開業予定

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数32／総客室数2,699　●旅館：総施設数75／総客室数1,364　●合計：総施設数107／総客室数4,063

近
　
畿

▼ 

奈
　
良

http://www.nara-kankou.or.jp/
mailto:info-ntf%40nara-kankou.or.jp?subject=
http://www.i-ra-ka.jp/welcome/
http://www.i-ra-ka.jp/welcome/
http://www.nara100.com/
http://www.pref.nara.jp/1717.htm
http://culturecenter.todaiji.or.jp/
http://naramachi-center.org/
http://www.nikkonara.jp/
http://www.narahotel.co.jp/
http://www.nara-royal.co.jp/
http://www.fujita-nara.com/
https://www.worldheritage.co.jp/asyl/
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松 江
島根県出雲地方は古来より日本の神々が集う地と言われ
ています。出雲地方の中心である県都松江市は「国際会議
観光都市」に認定されており、毎年多くの国内外のコンベ
ンションが開催されています。交通アクセス、宿泊施設、
会議施設等、環境も整っており様々なコンベンションに
対応できます。主催者に対する支援制度も充実しており、
中でも補助金の金額は全国でもトップレベルを誇ります。

「出雲大社」や「松江城」などエクスカーションの題材にも
事欠きません。風光明媚な情緒あふれる松江市でコンベン
ションをお考えになってみませんか。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助
●	助成金制度
島根県学会・コンベンション開催支援事業費補助金制度
学会は、科学者により構成され学術研究の向上発展を図ることを目的とする団
体が主体となって開催する学術研究の発表、討議等を行うため開催するものが
対象。
その他のコンベンションは、大会、会議、集会その他これらに類するものが対象。
島根県内の宿泊施設に宿泊する県外参加者の延べ人数が100人以上の場合に適
用されます。

（学会補助金）
地方学会 . . . . 最高1,500,000円
全国学会 . . . . 最高3,000,000円
国際学会 . . . . 最高7,000,000円

（その他のコンベンション補助金）
国内大会 . . . . 最高1,500,000円
国際大会 . . . . 最高3,500,000円

松江市コンベンション開催支援補助金制度
松江市内の施設で開催される、中国地区以上の規模のコンベンションにおいて、
松江市内宿泊施設に宿泊する延べ人数が50人以上の場合に適用されます。
スポーツ大会は西日本地区以上の規模で、松江市内宿泊施設に宿泊する延べ人
数が300人以上の場合に適用されます。

（学会、会議、大会）
中国地区大会 . . . . . 最高600,000円
西日本地区大会 . . . 最高800,000円
全国大会 . . . . . . . . 最高1,000,000円
国際大会 . . . . . . . . 最高3,000,000円（外国人10人以上参加）

（スポーツ大会）
西日本地区大会 . . . 最高800,000円
全国大会 . . . . . . . . 最高1,000,000円

※詳しくは、松江コンベンションビューローにお尋ねください。
●	貸付金制度
1 国際会議につき開催前3年から100万円まで融資できる。利息は付さない。

2.	その他の支援サービス
● 各種都市紹介資料の提供【対応言語：英語、韓国語、中国語】
● 画像や映像(DVD)の提供【対応言語：英語】
● 開催地立候補提案書類の作成
● 事前視察受入れ
● PCO、旅行会社等の紹介
● アトラクションの紹介
● ボランティアの手配
● 歓迎看板、懇親会のアトラクション（郷土芸能）の提供
● コンベンション観光バスの手配
● 観光パンフレットの提供
● コンベンションバッグの斡旋

詳しくは...
松江コンベンションビューロー　(一財)くにびきメッセ　 
ホームページ　「補助支援」
http://www.matsue-cvb.jp/

アクセス

米子空港 ➡︎
松江駅

バス（45分）

出雲空港 ➡︎ バス（30分）

新大阪駅 ➡︎ 松江駅
（新幹線のぞみ）⇒ 
岡山駅（特急やくも）⇒松江駅 

【3時間30分】

松江フォーゲル
パーク

ユニークべニュー

お問い
合わせ

松江コンベンションビューロー　（一財）くにびきメッセ
〒690-0826 島根県松江市学園南一丁目２番１号
Tel  0852-32-1903　 FAX  0852-22-9219　 URL  http://www.matsue-cvb.jp/　 Email  messe@sx.miracle.ne.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年10月 12th International Conference on Separation and Technology (ICCST 20) くにびきメッセ 400 (150)
2020年4月 日本心エコー図学会第31回学術集会 くにびきメッセ 1,500 (－)
2019年11月 The 8th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and 

Nanotechnology (ASPEN 2019) 
くにびきメッセ 350 (250)

2019年3月 IEEE The33rd International Conference on Advanced Information Networking and 
Applications (AINA 2019) 

くにびきメッセ 400 (250)

2018年11月 第70回日本皮膚科学会西部支部学術大会 島根県民会館 1,000 (－)
2018年9月 The 12th ICME International Conference on Complex Medical Engineering (CME 2018) 松江テルサ 300 (70)
2018年4月 FIMBA 世界シニア年代別バスケットボール交流大会 松江市総合体育館　他 1,000 (400)
2017年12月 第69回全国人権・同和教育研究大会 くにびきメッセ　他 8,000 (－)
2017年11月 7th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (APWC 2017) くにびきメッセ 270 (70)
2017年7月 The 29th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-29) くにびきメッセ 224 (81)
2017年3月 第39回日本造血細胞移植学会総会 くにびきメッセ、島根県民会館 2,371 (－)
2016年8月 第48回全国保育団体合同研究集会 くにびきメッセ、島根県民会館　他 4,288 (2)
2016年7月 15th Northeast Asia Standards Cooperation Forum （北東アジア標準化フォーラム） くにびきメッセ 106 (66)
2016年6月 13th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity (RCBJSF) and 8th 

International Workshop on Relaxor Ferroelectrics (IWRF)
くにびきメッセ 176 (89)

2016年6月 第20回日本医療情報学会春季学術大会 くにびきメッセ 1,054 (1)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

くにびきメッセ 6,980 15,717 650 350 21 4,018 2 1,800 2,000 有 JR松江駅より徒歩で約7分

松江勤労者総合福祉センター 
（松江テルサ） 863 12,400 580 275 6 － － 300 400 有 JR松江駅より徒歩で約1分

島根県民会館 3,129 16,200 1,537 － 18 254 2 － － 無 JR松江駅よりバスで約10分

松江市総合文化センター 
（プラバホール） 1,142 7,606 808 － 5 － － － － JR松江駅よりバスで約6分

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
松江エクセルホテル東急 181 326 484 260 220 300 2 76 2 有 JR松江駅より徒歩で約3分

サンラポーむらくも 25 359 370 180 180 220 2 54 ～ 132 4 無 JR松江駅よりタクシーで約9分

松江ニューアーバンホテル（本館、別館） 188 200 180 120 120 200 4 22 2 有 無料送迎あり

ホテル一畑 127 860 1,300 700 660 1,000 2 33 ～ 428 6 有 JR松江駅よりタクシーで約10分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数25／総客室数3,352　●旅館：総施設数28／総客室数1,106　●合計：総施設数53／総客室数4,458

● 松江フォーゲルパーク
花と鳥のテーマパークです。センターハウスには１年を通して南国の花
が鑑賞でき、満開の花の下でパーティーが開催できます。

● 日本庭園　由志園
広大な回遊式庭園は山陰地方随一の規模です。庭園では四季の花々に加
え、日本一ともいわれる大輪のボタンが一年中鑑賞できます。この庭園
を見ながら和食懐石料理をお楽しみいただけます。

● 興雲閣
松江城二ノ丸に建つ明治建築の洋館です。2階の大広間は貸切ることが
でき、建物そのものの持つ歴史と魅力を生かした中でパーティーや会議
ができます。

日本庭園　由志園

松江市は、江戸時代から受け継いだ抹茶と和菓子を暮らし
のなかでいただく習慣が残っています。くにびきメッセで
コンベンションを開催される際に、会場内にお茶席を設け、
参加者にお抹茶と和菓子でおもてなしをいたします。
また、市内にて和菓子作りや、お茶室でのお茶の作法の 
実体験、着物の着付け、そば打ち体験などができるプログ
ラムもあります。
会議後は、松江市内半日コース、松江市内１日コース、出雲
方面コースのほか、美術館巡り、寺院巡りなど、多彩な観光
コースを設けてます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

お茶席 和菓子作り体験

中
国
・
四
国

▼ 
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http://www.matsue-cvb.jp/
mailto:messe%40sx.miracle.ne.jp?subject=
http://www.kunibikimesse.jp/
http://www.sanbg.com/terrsa/
http://www.sanbg.com/terrsa/
http://www.cul-shimane.jp/hall/
http://www.web-sanin.co.jp/matsue/plover/
http://www.web-sanin.co.jp/matsue/plover/
https://www.matsue-e.tokyuhotels.co.jp/ja/index.html
http://www.sunrapport-murakumo.com/
http://new.matsue-urban.co.jp/
https://www.ichibata.co.jp/hotel/
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岡 山
岡山市は中四国地方のクロスポイントに位置し、関西・九
州地区までをカバーする西日本の広域交通網の結節点で
す。また「晴れの国おかやま」としても有名で、自然災害
も非常に少なく年間を通して過ごしやすいためコンベン
ションの開催に最適です。こうした都市の条件を活かし
て、岡山市はコンベンションシティの構築を進めており、
コンベンションに適した施設もJR岡山駅を中心に多数整
備されています。さらに、おかやま観光コンベンション協
会では、コンベンション開催までのご相談はもちろんのこ
と、開催当日やアフターコンベンションに至るまで地域一
体となったサポートを全力で提供します。

支援策
1. コンベンション開催に対する財政支援
● 補助金制度

「コンベンション開催事業補助金」
岡山市内において開催される各種大会に対して補助金を交付します。
県外からの延べ宿泊者数50名以上の大会が対象となり、基本補助金及び国際
会議加算の総額最高は250万円です。
● 助成金制度

「託児サービス費用助成金」
子育て中の保護者のコンベンションへの参加を促進するため、無料で託児サー
ビスを実施するコンベンション主催者に対し、当該託児サービスに対し最大
50,000円の助成金を交付します。

「郷土芸能等アトラクション助成」
コンベンション開催時のアトラクションとして岡山の郷土芸能等をご利用の場
合、最大50,000円の助成金を交付します。

2. その他の支援サービス
● 各種都市紹介資料の提供【対応言語：英語、中国語（簡体字、繁体字）、ハング

ル、フランス語、タイ語】
● 観光PR用の画像や映像（DVD等）の提供【対応言語：英語、中国語、韓国語】
● 開催地立候補提案書類の作成
● 事前視察受入れ　一定規模以上の会議主催者の岡山市の視察受入れを行う

ほか、視察に伴う一部経費を負担します。
● PCO、旅行会社等関連企業の紹介
● アトラクションの紹介
● 観光ボランティアの手配
● 行政機関との連絡調整（岡山市の後援名義や市長挨拶要請依頼等）
● 歓迎看板等の設置
● コンベンション観光バスの手配
● コンベンションバッグ（紙・ビニール）の無料提供
● 観光案内所等でのチラシ配布、ポスター掲出の広報支援
● 当協会ホームページへのリンク
● エクスカーションの企画提案及び運営
● 推奨土産品の紹介及び手配
※上記支援には開催規模など一定の基準を設けているものがあります。

詳しくは...
（公社）おかやま観光コンベンション協会
https://okayama-kanko.net/

アクセス

岡山空港 ➡︎ 岡山駅 リムジンバス（30分）

東京駅 ➡︎

岡山駅

新幹線（約205分）

新大阪駅 ➡︎ 新幹線（約45分）

博多駅 ➡︎ 新幹線（約100分）

● 岡山後楽園
日本三名園のひとつ岡山後楽園内にある「鶴鳴館（かくめいかん）」で会
議・レセプションが開催できます。施設内にある能舞台を使って能や狂
言など伝統芸能アトラクションを実施することもできます。

● 林原美術館
岡山城二の丸対面所跡に位置する旧岡山藩主池田家から引き継いだ大
名道具類と故林原一郎のコレクションを収蔵品の柱とする美術館でレ
セプションが開催できます（夜間のみ）

● 酒工房　独歩館
地元酒造のお酒と料理が楽しめる施設。日本酒の酒蔵見学もできます。

林原美術館

後楽園内の鶴鳴館（夜間利用時）

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公社）おかやま観光コンベンション協会
〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3-1-15 岡山商工会議所6階
Tel  086-227-0015　 FAX  086-227-0014　 URL  https://okayama-kanko.net/　 Email  oca@okayama-kanko.net

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年10月 平成29年度（第68回）電気・情報関連学会中国支部連合大会 岡山理科大学 530 （25）
2017年10月 第47回日本腎臓学会西部学術大会 岡山コンベンションセンター 1,500
2017年9月 第57回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会／ 18th APAGE Annual Congress 2017 岡山コンベンションセンター　等 2,200 （130）
2017年6月 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会 岡山コンベンションセンター　等 4,456 （67）
2017年2月 第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会 岡山コンベンションセンター　等 10,015
2016年12月 第29回日本性感染症学会学術大会　第19回国際性感染症学会アジア・太平洋地域学会（IUSTI-AP） 

合同開催
岡山コンベンションセンター 740 （102）

2016年10月 日中韓３か国地方政府交流会議 岡山コンベンションセンター、ホテルグランヴィア岡山 462 (220)
2016年6月 15th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2016) 岡山コンベンションセンター 277 （158）
2016年3月 International Symposium Metamorphic rocks and Metamorphism 御津国際会館、岡山理科大学創立40周年記念館 90 (25)
2015年9月 第45回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 岡山コンベンションセンター　等 3,562
2015年9月 土木学会平成27年度全国大会 岡山大学津島キャンパス　等 4,627 （245）
2015年7月 4th International Congress on Advanced Applied Informatics （IIAI　AAI2015） 岡山コンベンションセンター 451 （103）
2015年6月 第9回国際複合医工学会議　(CME2015) 岡山コンベンションセンター 210 （70）
2015年1月 環境生命科学研究科コロキアム 岡山大学津島キャンパス 120 （27）
2014年10月 ESD推進のための公民館・CLC国際会議 岡山コンベンションセンター 681 （102）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

岡山コンベンションセンター 2,686 9,959.94 720 432 14 ー ー 320 400 有 JR岡山駅中央改札口徒歩約3分

岡山シンフォニーホール 2,451 33,642 2,001 ー 5 ー ー ー ー
有 

3Fエント
ランスのみ

JR岡山駅から徒歩約15分

岡山市民会館 2,011 3,588.1 1,718 ー 5 ー ー ー ー
有 

舞台上のみ
のエリアで
主催者のみ
利用可能

JR岡山駅から車で約5分

岡山国際交流センター 859 1,180 225 120 10 ー ー 120 150 有 JR岡山駅から徒歩5分
岡山商工会議所 737 924 240 240 10 ー ー ー ー 無 JR岡山駅から車で約8分、徒歩約25分

コンベックス岡山 9,160 8,839 4,300 ー 12 3,797 2 ー ー
有 

一部エリア
のみ

JR岡山駅からバスで約30分

ジップアリーナ岡山 約5,182 4,535 約5,000 ー 4 ー ー ー ー 有 JR岡山駅から徒歩15 ～ 20分
岡山ドーム 6,738 9,500 ー ー ー 7,300 8 ー ー 無 JR岡山駅から車で約10分
岡山県医師会館（三木記念ホール） 507 794 303 ー 3 ー ー ー ー 無 JR岡山駅から徒歩3分
開業予定の施設
岡山市民会館 (新） 約2,500 約20,000 約1,700 未定 2022年開業

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルグランヴィア岡山 328 1,004 1,200 700 640 1,300 3 10 有 JR岡山駅直結
ANAクラウンプラザホテル岡山 219 490 324 240 200 410 2 6 有 JR岡山駅から徒歩1分
岡山プラザホテル 79 748 800 500 600 1,000 3 13 有 JR岡山駅から車で5分
岡山国際ホテル 167 1,468 2,000 900 800 2,900 4 14 有 JR岡山駅から車で約15分
岡山ロイヤルホテル 159 1,011 1,300 600 600 1,300 5 8 有 JR岡山駅から車で5分
アークホテル岡山 181 400 500 240 200 350 2 5 有 JR岡山駅から車で7分
リーセント　カルチャーホテル 83 272 240 144 126 160 ー 6 有 JR岡山駅から車で5分
ホテルメルパルク岡山 55 507 500 306 308 400 2 12 有 JR岡山駅から徒歩で7分
開業予定の施設

アパホテル〈岡山駅東口〉 （新館増設） 287 
（新館増築後） 2018年11月開業予定

ホテルアベスト岡山 約200 2018年春開業予定

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数50／総客室数6,677　●旅館：総施設数4／総客室数104　●合計：総施設数54／総客室数6,781

瀬戸内海の夕景鑑賞 岡山城内での甲冑体験

● 瀬戸内海からの夕日鑑賞
鷲羽山（わしゅうざん）からの夕焼け鑑賞は瀬戸内の多
島美とダイナミックな瀬戸大橋のコントラストを楽しむ
ことが出来ます。刻々と色彩を変える夕景は「日本の夕
陽百選」にも選ばれています。

● 岡山城天守閣内での着付け体験
お殿様やお姫様、武士（甲冑）の無料着付け体験ができま
す。海外からのお客様にも大人気です。

● 座禅体験
日本の伝統文化のひとつである座禅を岡山藩主池田家の
菩提寺である曹源寺（そうげんじ）で体験できます。

● 酒蔵見学
岡山の地酒を醸す酒造で酒蔵見学が楽しめます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

中
国
・
四
国

▼
岡

山

https://okayama-kanko.net/
mailto:oca%40okayama-kanko.net?subject=
http://www.mamakari.net/
http://www.okayama-symphonyhall.or.jp/
http://www.okayama-shiminkaikan.jp/
http://www.opief.or.jp/oicenter/
http://www.okayama-cci.or.jp/
http://www.convex-okayama.co.jp/
http://www.okayama-momo.jp/shisetsu/shisetsu_4.html
http://www.okayama-park.or.jp/facility/okayama_dome
http://www.okayama.med.or.jp/mikikinenhall/
https://granvia-oka.co.jp/
http://www.anacpokayama.com/
http://www.oplaza-h.co.jp/
http://www.okayamakokusaihotel.jp/
http://www.orh.co.jp/
https://www.ark-hotel.co.jp/okayama/
https://www.recent-culturehotel.com/
https://www.mielparque.jp/okayama/
https://www.apahotel.com/hotel/chugoku/05_okayamaeki-higashiguchi/
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広 島
広島は2つのユネスコ世界文化遺産である「原爆ドーム」と「嚴島神社」を
有する歴史的、文化的な町であると同時に、ものづくり技術が集積された
町でもあります。荒廃した中から平和的に発展を遂げ、広島大学や国立研
究開発法人水産研究・教育機構をはじめとする研究拠点や、車、機械、化学
など多分野で世界企業を有しています。平和的な知の交流によって問題解
決を図る会議等に適した開催地です。
広島市中心部のコンパクトなエリアに複数の施設があり、参加者10,000人
を超える会議等も開催可能です。

支援策
財政的支援
① 誘致助成金、会場費助成金
限度額
・ 誘致助成金　200万円以内で、対象経費（会場費等を除く）の10%以内。
・ 会場費助成金　100万円以内で、会場費の50％以内。
助成対象（一部抜粋）

ビューローが設置する検討委員会で予め助成対象として選定された会議で、
かつ、次の条件を満たすもの
国際的な会議は、参加国数が 5 カ国（日本を含む）以上で、全参加者数が
300人以上かつ、開催期間が3日以上
国内の会議は、全国的なもので、全参加者数が 1,000 人以上又は延べ
2,500人以上

② シャトルバス等の運行助成
限度額　30万円
助成対象（一部抜粋）

以下の条件を満たすもの
国際的な会議は全参加者数100人以上、うち外国人の参加者数が50人以上、
かつ開催期間が2日以上のもの
全国的な会議は全参加者数1,000人以上、かつ開催期間が2日以上のもの
シャトルバス等とは、会議会場と駅、空港等の交通拠点又はほかの会議会場等
を参加者が移動するために運行するバス（大型・中型・マイクロ）、船舶をいう。

その他、貸付金制度もあります。

その他支援（誘致）
・ 会議早期予約の支援
・ 誘致企画書のひな形の提供
・ 広島のPRビデオ等の提供
・ 視察対応
・ 広島市長招請メッセージの手配

その他支援（開催）※一定の基準を満たす必要があります。
・ 神楽等の伝統芸能の提供
・ 歓迎用デジタルサイネージの提供
・ 広島観光親善大使の派遣
・ 外国語ボランティアガイド（インフォメーションブース）の派遣
・ 広島平和記念資料館の入場料免除
・ 観光パンフレット、配布用バッグ等の提供
・ 広島市長歓迎メッセージの手配

詳しくは...
公益財団法人広島観光コンベンションビューローホームページ
http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/

アクセス

関西国際空港 ➡︎
広島駅

新大阪から新幹線（合計約140分）

福岡空港 ➡︎ 博多から新幹線（合計約75分）

広島空港 ➡︎

広島駅 リムジンバス（約45分）

広島バスセンター リムジンバス（約53分）

● ひろしま美術館
印象派を中心とするフランス近代美術等の鑑賞とともに、本館ホールで
のセレモニーや、中庭でのガーデンパーティ等をお楽しみ頂けます。

● おりづるタワー
原爆ドームを至近距離で上から見ることのできる唯一の施設。
自然の風を感じながらパーティーが楽しめるウッドデッキの展望
スペース13階「ひろしまの丘」と 12階「おりづる広場」をパーティ 
会場として利用できます。

● 鷹野橋商店街
地域の人の温かさに触れながら、お祭り気分のパーティが可能です。

おりづるタワー

ひろしま美術館

ユニークべニュー

写真提供：広島市広報課

お問い
合わせ

（公財）広島観光コンベンションビューロー
〒733-0811 広島県広島市中区中島町１番５号 国際会議場３階
Tel  082-244-4853　 FAX  082-244-6138　 URL  http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/　 Email  hcvb@hiroshima-navi.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

グランドプリンスホテル広島 510 1,560 2,000 1,260 850 2,000 5 2,727 12
（分割して16） 有 広島平和記念公園からタクシー利用で約20分

リーガロイヤルホテル広島 488 1,380 1,800 1,100 820 2,000 3 約4,438 25
（分割して28） 有 広島平和記念公園から徒歩約10分、 

広島バスセンター隣接

ANAクラウンプラザホテル広島 409 1,000 1,200 600 600 1,200 3 2,358 13
(分割して18) 有 広島平和記念公園から徒歩約5分

ホテルグランヴィア広島 407 1,010 1,200 600 600 1,200 3 1,500 3
(分割して6) 有 広島平和記念公園から市電、バス利用で約20分、 

JR広島駅隣接

シェラトングランドホテル広島 238 338 312 210 200 200 2 743 7
(分割して11) 有 広島平和記念公園から市電、バス利用で約20分、 

JR広島駅隣接
ホテルサンルート広島 283 199 200 100 100 100 ー 636 5 有 広島平和記念公園から徒歩約3分
三井ガーデンホテル広島 278 225 200 88 130 130 ー 550 5 有 広島平和記念公園から徒歩約8分

オリエンタルホテル広島 227 330 300 200 150 250 2 875 6
(分割して8） 有 広島平和記念公園から徒歩約15分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数94／総客室数10,690　●旅館：総施設数53／総客室数800　●合計：総施設数147／総客室数11,490

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年5月 International Network of Research Management Societies 2020 Congress (INORMS 2020) 広島国際会議場 450 (350)
2019年11月 Orient and Southeast Asian Lions Forum (OSEAL) 未定 300 (200)
2019年11月 Small Engine Technology Conference 2019 (SETC2019) 広島国際会議場 350 (100)
2019年9月 19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19) 広島国際会議場 300 (200)
2018年9月 第8回国際フレーベル学会 広島大会（International Conference of the Froebel Society) 県立広島大学サテライトキャンパスひろしま 160 (60)
2018年7月 2018吃音・クラタリング世界合同会議（IFA, ICA, ISA, JSSFD and JSGA Joint World Congress) 広島国際会議場、JMSアステールプラザ 550 (400)
2018年7月 音波と振動の国際会議　2018 (ICSV25) グランドプリンスホテル広島 700 (650)
2018年7月 ICSFS 18　 International Conference on Solid Films and Surfaces 未定 200 (100)
2018年5月 2018 Joint ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM Conference in HIROSHIMA (IFAAP2018) 広島国際会議場 1,500 (1,300)
2017年9月 第24回APSA国際会議　広島大会（24th APSA International Conference Hiroshima) グランドプリンスホテル広島 300 (120)
2017年9月 第41回環太平洋コンソーシアム年次大会 (Pacific Circle Consortium 2017) JMSアステールプラザ 110 (50)
2017年7月 International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 広島国際会議場 350 (300)
2017年7月 International Conference on Business and Information (BAI2017) 広島国際会議場 150 (140)
2017年7月 International Workshop on Strong Correlations and Angle-resolved Photoemission Spectroscopy (CORPES17) JMSアステールプラザ 121 (68)
2017年6月 Annual Meeting of the International Behavioral Neuroscience Society (IBNS) グランドプリンスホテル広島 312 (200)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数(人) 総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数(人) その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

広島国際会議場 4,022 
2,380

（フェニックス
ホールを除く）

1,504 ー 5
（分割して13） 650 2 300 450 有 広島平和記念公園内、 

広島バスセンターから徒歩約10分

広島市文化交流会館 2,831 1,123
（ホールを除く） 2,001 ー 6 419 2 280 400 有 広島平和記念公園から徒歩約6分

JMSアステールプラザ 2,258 772
（ホールを除く） 1,204 ー 8 285 ー ー ー 有 広島平和記念公園から徒歩約8分

広島県立総合体育館 6,259 8,053 
4,800

（大アリーナ
固定席）

ー 6 3,500 ー ー ー 有
（会議室） 広島平和記念公園から徒歩約10分

広島県立広島産業会館 ー 5,500 ー ー 3 2,565 4 ー ー 有 広島平和記念公園からバス利用で約15分

リーガロイヤルホテル広島 4,050 約4,438 1,800 1,100 20 1,380 3 820 2,000 
有

(3､ 4階
宴会場)

広島平和記念公園から徒歩約10分、 
広島バスセンター隣接

グランドプリンスホテル広島 2,720 2,727 2,000 1,260 10 1,560 5 850 2,000 有 広島平和記念公園からタクシー利用で 
約20分

ホテルグランヴィア広島 1,890 1,720 1,200 600 3 1,010 3 600 1,200 有 広島平和記念公園から市電、 
バス利用で約20分、JR広島駅隣接

シェラトングランドホテル広島 583 743 312 198 6 338 2 200 200 有料 広島平和記念公園から市電、 
バス利用で約20分、JR広島駅隣接

開業予定の施設

広島コンベンションホール
1,797

（エントランス
ホールを除く）

2,222 704 420 11
（分割して14） 722 2 300 420 2018年6月オープン

JR広島駅前

● マツダミュージアム
目の前で次々とクルマが組み立てられていく迫力のある様子
を楽しむことができます。

● おもてなし市民交流プログラム
小学校の平和資料館を小学生の説明を受けながら見学。あわせ
て、地域のおもてなし隊と書道やお茶、折り紙などの文化体験
を楽しむことができます。

● 平安壷装束
平安時代の外出スタイル「壷装束」に着替えて宮島を楽しむ事
ができます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

おもてなし市民交流プログラム 平安壷装束

中
国
・
四
国

▼ 

広
　
島

http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/
mailto:hcvb%40hiroshima-navi.or.jp?subject=
http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/
https://www.rihga.co.jp/hiroshima
https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/
http://www.hgh.co.jp/
http://www.sheraton-hiroshima.jp/
https://www.sunroutehiroshima.jp/
https://www.gardenhotels.co.jp/hiroshima/
https://www.oriental-hiroshima.com/
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/
https://h-bkk.jp/
http://h-culture.jp/
http://www.sports.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiwave.or.jp/kaikan/
https://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/
http://www.hgh.co.jp/
http://www.sheraton-hiroshima.jp/
http://www.hir.conventionhall.jp/
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下 関
温暖な気候で、自然災害が少なく、美しく豊かな自然に
恵まれたまち、本州最西端に位置する下関は、人口約
28 万人の山口県最大の都市です。関門海峡、日本海と
三方が海に面することにより、西日本の交通の要衝とし
て、またアジア大陸への関門口として古くから栄えてきま
した。
人びとが行き交い、集い、語り合う、そんなクロスポイント
が下関。どうぞ歴史の息づく海峡のまち・下関で、有意義
なMICEを開催していただき、下関での滞在を思い出深い
ものとしていただきますよう皆様のお越しを心からお待
ちしております。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政支援

【助成金制度】
（1） 国内会議　山口県と合わせて最大100万円
（2） 国際会議　山口県と合わせて最大150万円
【アトラクション助成制度】
下関市においてMICEを開催するときに、アトラクションを活用する場合、 
その経費の一部（経費の50%上限10万円）を助成します。

2.	その他の支援サービス
〇 開催に関するアドバイス・手配など
・ 会場紹介・MICE開催業者の紹介
・ 行政機関との連絡調整・広報活動のお手伝い
・ 外国語通訳の紹介
〇 魅力あるMICEのためのご提案
・ 特産品・お土産コーナーの設置
・ 観光案内コーナー設置
・ 伝統芸能などアトラクションの紹介
〇 下関ならではのエキスカーション（アフターコンベンション）
・ 下関を満喫！観光コースのご提案
・ 下関観光ガイドの手配
〇 各種パンフレット類の無料配布
・ 観光パンフレットのご提供
・ 観光文化施設優待券のご提供
・ コングレスバッグ（手提げ袋）のご提供

詳しくは...
(一社)下関観光コンベンション協会
http://www.stca-kanko.or.jp

アクセス

山口宇部空港 ➡︎

下関

バス（1時間15分）

北九州空港 ➡︎ バス・電車（1時間15分）

福岡空港 ➡︎ バス（1時間40分）

東京駅 ➡︎

下関駅

新幹線（小倉経由約5時間）

新大阪駅 ➡︎ 新幹線（小倉経由約2時間30分～ 50分）

広島駅 ➡︎ 新幹線（新下関駅経由約1時間30分）

博多駅 ➡︎ 新幹線（小倉経由約30分）

鹿児島駅 ➡︎ 新幹線（小倉経由約2時間）

赤間神宮（海峡上﨟絵巻）

海響館（下関市立水族館）

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一社）下関観光コンベンション協会
〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 海峡メッセ下関 6F
Tel  083-223-1144　 FAX  083-223-2443　 URL  http://www.stca-kanko.or.jp　 Email  info@stca-kanko.or.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年10月 第52回日本薬剤師会学術大会 海峡メッセ下関 10,000
2019年5月 第68回日本医学検査学会 海峡メッセ下関 5,000
2018年9月 第34回日本診療放射線技師学術大会 海峡メッセ下関 2,000
2017年11月 第62回日本生殖医学会学術講演会・総会 海峡メッセ下関 2,000
2017年7月 第79回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会 海峡メッセ下関 1,000
2016年11月 第68回西日本泌尿器科学会総会 海峡メッセ下関 1,200
2016年6月 第52回日本精神保健福祉士協会全国大会 海峡メッセ下関 1,100
2015年7月 第28回臨床整形外科学会学術総会 海峡メッセ下関 1,100
2015年6月 第12回日本口腔ケア学会総会・学術大会 海峡メッセ下関 1,300
2015年5月 第58回日本糖尿病学会学術集会 海峡メッセ下関 12,000
2014年11月 第53回日本臨床細胞学会秋期大会 海峡メッセ下関 3,400
2014年11月 第42回日本頭痛学会総会 海峡メッセ下関 1,000
2011年10月 第47回日本医学放射線学会秋季臨床大会 海峡メッセ下関 2,000
2010年7月 第65回日本消化器外科学会総会 海峡メッセ下関 6,500
2009年7月 第41回日本動脈硬化学会総会・学術集会 海峡メッセ下関 1,200

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

海峡メッセ下関（山口県国際総合
センター） 4,071 4,200 1,300 600 8 1,873 2 450 700 有 JR下関駅より徒歩10分

下関市生涯学習プラザ 1,572 1,871 805 10 243 JR下関駅より徒歩10分
下関市民会館 2,050 2,566 1,469 4 422 JR下関駅より徒歩7分
シーモールパレス 890 1,395 500 350 6 350 500 JR下関駅より徒歩5分
シーモールホール 720 665 600 400 2 300 360 JR下関駅より徒歩5分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

● 赤間神宮
源平壇ノ浦の合戦で入水された安徳天皇を祭神とする赤間神宮で、下関
の指定文化財の上﨟道中を再現し、艶やかな衣装を身にまとった花魁が
外八文字を披露します。すぐ隣の史跡「春帆楼」で、宴会の前のアトラク
ションとして楽しめるとともに、市内の各コンベンション会場での上﨟
道中の披露も可能です。

● 海響館（下関市立水族館）
世界でも数体しかない「シロナガスクジラ」の全体骨格標本(実物）が
あり、これが見られる1階部分と関門海峡に面する敷地を使い、海峡
の夕景を眺めながらパーティーができます。（季節により夜に水族館の
観覧も可能）

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
下関グランドホテル 84 400 468 252 210 300 2 1,058 8 有 JR下関駅より車で5分
東京第一ホテル下関 77 267 250 160 160 200 386 7 有 JR下関駅より車で10分
春帆楼 9 322 250 200 200 250 240 2 有 JR下関駅より車で7分
川棚グランドホテル 51 277 200 150 120 200 257 3 一部有 JR川棚温泉駅より車で3分
一の俣温泉グランドホテル 27 255 150 150 168 1 一部有 JR小月駅より無料シャトルバスあり
ホテル西長門リゾート 77 326 270 270 3 1 一部有 美祢ICより車で60分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数67／総客室数2,700　●旅館：総施設数30／総客室数900　●合計：総施設数97／総客室数3,600

甲冑・官女衣装着付体験

● 甲冑・官女衣装着付体験
日頃触れることのできない日本文化に触れていただく絶好の機会で
す。日本庭園や長府毛利邸で、総重量約20㎏の本格的な甲冑や官女、
武蔵、小次郎、姫や浴衣の着付け体験ができます。
ここでは、抹茶のサービスも可能です。

中
国
・
四
国

▼ 

下
　
関

http://www.stca-kanko.or.jp
mailto:info%40stca-kanko.or.jp?subject=
http://www.kaikyomesse.jp/
http://www.kaikyomesse.jp/
http://s-dreamship.jp/
http://www.scpf.jp/top.html
http://www.tip.ne.jp/palace/
http://www.stca-kanko.or.jp/convention/facilities/detail5/
http://www.sgh.co.jp/
http://www.tdhs.co.jp/
https://www.shunpanro.com/
http://www.kgh-otafuku.co.jp/
http://ichinomata.co.jp/grand/
http://www.kgh.ne.jp/10/
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徳 島
四国三郎吉野川の河口に位置する徳島は水の都、城下町と
しての歴史と都会的な機能を持ち合わせた街です。徳島市
の中心には5,000人収容の大規模な多目的ホールをはじ
め、20施設以上のコンベンション施設、シティホテル、ビ
ジネスホテルの宿泊施設などがコンパクトにまとまって
おり、多様なコンベンションの展開が可能です。また市内
には眉山や新町川など会議の合間や終了後にホッとでき
る自然空間があり、アフターコンベンションのメニューも
充実しています。主催者様や参加者の皆様に最高のコンベ
ンションステージを提供させていただくため、多様な支援
制度をご準備しています。ぜひ徳島にお越しください。

支援策
助成制度
 徳島県内で開催される中四国規模以上かつ県内宿泊施設に延100泊以上の

宿泊を伴うコンベンションに助成を行います（最大500万円）
● 郷土芸能・シャトルバス運行・アフターバスツアー助成
 助成制度対象コンベンションについて、延300泊以上の宿泊がある場合追加

助成
● 施設使用に要する経費助成
 助成制度対象コンベンションについて、延1000泊以上の大会について徳島

県立施設をご利用の場合利用料金と同額を助成（付属設備の利用料および、
準備での利用は対象外です）

● 視察に対する旅費支援　
 ※助成には交付要件があります。詳しくは当協会までご連絡ください
● 会場・宿泊施設の紹介
 開催の規模や内容にふさわしい会議・レセプション・宿泊等の施設をご紹介

します
● 関係機関との連絡調整
 行政や関係機関への取り次ぎ調整などを行います
● 関連事業者のご紹介
 コンベンション開催をお手伝いする様々な業種の賛助会員を紹介します
● 視察の支援
 県内施設などを視察する際、その調整・支援を行います
● 関係資料のご提供
 ・「コングレスバッグ」（紙袋：有料）　
 ・「文化観光施設利用優待券」
 ・「飲食・土産物ガイド」
 ・その他、観光パンフレット・マップなどをご提供しています
● 歓迎看板の提供
 参加者を歓迎するため大規模コンベンションに対して徳島阿波おどり空港と

徳島駅に歓迎看板を設置

詳しくは...
徳島コンベンションサポート
http://www.tokushima-mice.jp/jpn/

アクセス

徳島阿波おどり
空港

➡︎ 徳島駅 バス（30分）

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一財）徳島県観光協会
〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1
Tel  088-652-8814　 FAX  088-625-8469　 URL  http://www.tokushima-mice.jp/jpn/　 Email  conv@tokushima-kankou.or.jp

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年６月 第46回日本毒性学会学術年会 アスティとくしま 1,500
2018年10月 第58回全国国保地域医療学会 アスティとくしま 2,000
2018年９月 第44回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 アスティとくしま 1,500
2018年9月 平成30年電力・エネルギー部門大会 徳島大学 1,000
2018年8月 日本体育学会第69回大会 徳島大学 2,000
2017年11月 第31回日本泌尿器内視鏡学会総会 あわぎんホール 

JRホテルクレメント徳島
2,000

2017年11月 第27回日本乳癌検診学会学術総会 あわぎんホール 
JRホテルクレメント徳島

2,000

2017年10月 第45回全日本美容技術選手権大会 アスティとくしま 4,000
2017年9月 第64回日本栄養改善学会学術総会 アスティとくしま 2,500
2017年9月 第14回日本循環器看護学会学術集会 あわぎんホール 1,200
2016年11月 第75回日本矯正歯科学会大会 アスティとくしま 4,500
2016年9月 化学工学会第48回秋季大会 徳島大学 1,700
2016年7月 第71回日本消化器外科学会総会 アスティとくしま 

あわぎんホール 
JRホテルクレメント徳島

7,500

2014年9月 電子情報通信学会 2014年ソサイエティ大会 徳島大学 4,200
2013年9月 第41回日本磁気共鳴医学会大会 アスティとくしま 1,400

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

アスティとくしま 約6,000 — 5,000 3,000 8 3,000 — 2,000 3,000 — 徳島駅から車で約15分
あわぎんホール 約1,400 — 809 — 8 370 — — — — 徳島駅から徒歩で約8分
徳島県教育会館 約1,300 — 800 — 8 300 — — — — 徳島駅から車で約15分
徳島県JA会館 約800 — 450 288 4 266 — — — — 徳島駅から車で約10分
徳島県立総合福祉センター 約700 — 452 222 8 350 — — — — 徳島駅から車で約10分
とくぎんトモニプラザ 約500 — 300 210 6 804 — — — — 徳島駅から徒歩で約10分
徳島県立21世紀館 約500 — 300 — 4 260 — — — — 徳島駅から車で約25分
シビックセンター 約500 — 250 144 4 250 — — — — 徳島駅から徒歩で約3分
徳島大学大塚講堂 655 — 655 — — — — — — 徳島駅から車で約10分

徳島市内には、大小138もの川が流れ、市内中心部はその形から「ひょう
たん島」と呼ばれています。周遊船ではその周囲の川をクルーズします。心
地よい風を受けながらのクルージングは格別です。船内や川際、公園など
を会場として徳島の街と一体化したパーティプランが可能です。

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
JRホテルクレメント徳島 250 762 1,000 500 450 800 3 1,225 9 有 徳島駅直結
徳島グランヴィリオホテル 207 1,074 1,000 740 600 1,200 5 524 5 — 徳島駅から徒歩で約20分
阿波観光ホテル 71 430 500 280 300 500 2 775 6 有 徳島駅から徒歩で約1分
徳島ワシントンホテルプラザ 196 284 200 150 160 200 3 156 4 有 徳島駅から徒歩で約15分
徳島グランドホテル偕楽園 74 396 450 350 200 500 0 120 1 — 徳島駅から徒歩で約10分
センチュリープラザホテル 79 279 200 150 — — 3 145 4 — 徳島駅から車で約10分
ホテルサンシャイン徳島 100 303 300 180 220 250 0 719 7 有 徳島駅から徒歩で約10分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数46／総客室数3,042　●旅館：総施設数23／総客室数393　●合計：総施設数69／総客室数3,435

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

藍染体験四国遍路

● 魅力あふれる「阿波おどり」体験や「歩き
遍路」体験

● 伝統の「阿波和紙」「藍染め」「大谷焼き」
体験

中
国
・
四
国

▼ 

徳
　
島

http://www.tokushima-mice.jp/jpn/
mailto:conv%40tokushima-kankou.or.jp?subject=
http://www.asty-tokushima.jp/
http://www.kyoubun.or.jp/
http://kyouikukai.org/
http://www.tok-jakaikan.jp/
http://fukushi-center.jp/
http://www.tokuginplaza.com/own/index.asp
http://www.21ccic.tokushima-ec.ed.jp/
http://www.civic-center.jp/
http://www.tokushima-u.ac.jp/visitor/shisetsuriyouannai.html
http://www.hotelclement.co.jp/
http://www.tokushima-hotelresort.com/
http://www.awakan.jp/
http://washington.jp/tokushima/
http://kairakuenkanko.co.jp/
http://www.century-ph.com/
http://hotel-sunshine.co.jp/
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高 松
瀬戸の都、香川県高松市。温暖で降水量が少なく、年間を
通じて穏やかな気候は、コンベンションの開催に最適で
す。四国の玄関口として栄えてきた歴史があり、陸海の
利便性にも優れています。ＪＲ高松駅に隣接し、多種多様
な会議に対応可能なコンベンション施設からは、波穏や
かで、多島美を誇る美しい瀬戸内海を一望でき、宿泊施設
や各交通ターミナルが一体化したウォーターフロント
エリアでのコンベンション開催が可能です。
羽田、成田に加え、ソウル、上海、台湾、香港と直行便で 
結ばれており、海外からのアクセスも便利です。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
高松市または近隣町（三木町、直島町、綾川町）で開催される次の大会を対象に、
補助金を交付します。ただし、スポーツ大会、合宿においては香川県内で開催
されるものを対象とします。
1） 国際会議等
①海外からの参加者の占める割合が20％以上のもの。②県外参加者の延べ宿泊
数（高松市または近隣町に宿泊）が50泊以上あるもの。③プログラム、抄録集
等に高松観光コンベンション・ビューローの補助事業であることを明記するも
の。④事業終了後、主催者アンケート（1枚）、参加者アンケート（10枚）を提出
するもの。
補助金額：県外参加者の延べ宿泊数×2,000円（限度額500万円）
2） 国内大会、学会、スポーツ大会、合宿等
①県外参加者の延べ宿泊数（高松市または近隣町に宿泊）が100泊以上あるも
の。②3県以上（香川県を含む）から参加があるもの。（合宿は除く）③プログ
ラム、抄録集などに、（公財）高松観光コンベンション・ビューローの補助事業
であることを明記するもの。（合宿は除く）④事業終了後、主催者アンケート

（1枚）、参加者アンケート（10枚）を提出するもの。
補助金額：（宿泊助成）県外参加者の延べ宿泊数×500円、（運営助成）当財団
賛助会員を3業種利用した場合　200,000円

（限度額／国内大会、国内学会等：180万円（全国規模）80万円（その他規模）、
スポーツ大会：80万円（全国規模）30万円（その他規模））
合宿：県外参加者の延べ宿泊数×300円（限度額50万円）
＊補助金の対象となるのは、いづれも当財団の賛助会員施設宿泊数のみ。
3） エクスカーション助成
大会等の主催者が計画し、実施する視察旅行で高松市または近隣町の観光施設
等を2 ヶ所以上訪問するもの。
補助金額：賃借した台（隻）数に3万円を乗じた額又は賃借料の1 ／ 2の額の 
どちらか低い方（限度額）30万円

2.	その他の支援サービス
【主催者向け】
開催の準備をお手伝い
① 会場やユニークベニュー、エクスカーションのプランニング
② 会場予約や施設等の利用調整
③ 設営事業者・運営事業者等の紹介
④ アトラクションの紹介

【主催者・参加者向け】
① 香川・高松の各種パンフレット、資料配布用ビニール製手提げ袋の提供
② 香川・高松紹介（4 ヶ国語）DVDの貸し出し
③ コングレスバッグの販売1枚150円（大会名の印刷は別途費用）

詳しくは...
高松観光コンベンション・ビューロー　WEBページ
http://takamatsu.or.jp/subsidy/

アクセス

高松空港 ➡︎
サンポート
地区

空港リムジンバス（約45分）

JR岡山駅 ➡︎ JR高松駅 快速マリンライナー（最短52分）

● 大名庭園レセプション（栗林公園　商工奨励館）　
国の特別名勝「栗林公園」内に、1899年、建築された「商工奨励館」は、
明治時代に建てられた外観の趣をそのまま残しつつ、2015年、内装を
一新。日本庭園を眺めながら、レセプションやガーデンパーティなど開
催いただけます。

● 日本庭園ランチョン（玉藻公園　披雲閣）
史跡高松城跡「玉藻公園」内に、3年の歳月をかけ建築された「披雲閣」。
サンポート地区からも徒歩圏内、歴史ある和の空間で、ランチョンなど
癒しのプログラムはいかがでしょうか。

玉藻公園　披雲閣

栗林公園　商工奨励館

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）高松観光コンベンション・ビューロー
〒760-0019 香川県高松市サンポート1-1 高松港旅客ターミナルビル7階
Tel  087-822-7060　 FAX  087-822-7062　 URL  http://www.takamatsu.or.jp/　 Email  convention@takamatsu.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
JRホテルクレメント高松 300 1,200 1,400 900 650 1,500 3 1,567 12 有 JR高松駅隣接
喜代美山荘　花樹海 45 365 200 180 250 2 458 3 有 JR高松駅より車で10分
高松東急REIホテル 191 93 50 40 45 136 3 有 JR高松駅より徒歩10分
リーガホテルゼスト高松 122 300 180 180 200 614 3 有 JR高松駅より徒歩10分
高松国際ホテル 101 792 900 500 500 1,000 3 716 有 JR高松駅より車で15分

都市の宿泊収容能力

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年9月 The 2018 joint 14th iCACGP Quadrennial Symposium/15th IGAC Science Conference サンポートホール高松 500 （400）
2018年9月 Asia Pacific Corpus Linguistics Conference かがわ国際会議場、サンポートホール高松 200 （150）
2017年11月 第71回国立病院総合医学会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 7,000
2017年8月 第48回日本看護学会ー看護教育ー学術集会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 2,100
2017年8月 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation サンポートホール高松、かがわ国際会議場 460 （370）
2017年5月 第8回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 4,700
2016年8月 第26回日本外来小児科学会年次集会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 2,100
2016年6月 第67回日本東洋医学会学術集会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 2,500
2016年3月 The 8th Asian Joint Conference on Propulsion and Power 2016 (AJCPP2016) サンポートホール高松 250 （120）
2015年10月 第３回東アジア環境史学会 サンポートホール高松、香川大学 230 （150）
2015年9月 第20回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 2,800
2015年8月 Silicon Quantum Electronics Workshop 2015、Diamond Quantum Sensing Workshop 

2015
かがわ国際会議場、サンポートホール高松 210 （120）

2015年5月 第32回日本呼吸器外科学会総会 サンポートホール高松、かがわ国際会議場 2,000

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

サンポートホール高松 1,500 16 375 2 有 JR高松駅隣接
かがわ国際会議場 700 800 390 270 400 2 有 JR高松駅隣接
レクザムホール 2,000 6 489 2 200 400 有線 JR高松駅より徒歩7 ～ 8分
サンメッセかがわ 5,400 5,977 400 250 7 4,015 3 2,000 3,000 有 JR高松駅より車で30分

● 讃岐うどん打ち体験
讃岐うどんの本場、高松で、伝統の味にこだわった職人に教わりながら、粉か
ら作っていきます。その場で、茹でてお召し上がりいただけます。（所要時間：
約90分）

● 瀬戸内海アート巡り
瀬戸内海を背景に、自然と共存するアート作品の数々。直島、豊島、小豆島な
ど、瀬戸内海に浮かぶ島々を巡りながら、アートに触れる旅をお楽しみいた
だけます。

● 盆栽の郷　高松
日本でトップクラスの盆栽産地、鬼無国分寺地区。世界でも珍しい盆栽畑や、
点在する盆栽園を巡り、盆栽体験をお楽しみいただけます。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

讃岐うどん打ち体験 瀬戸内海

中
国
・
四
国

▼ 

高
　
松

http://www.takamatsu.or.jp/
mailto:convention%40takamatsu.or.jp?subject=
http://www.jrclement.co.jp/
http://www.hanajyukai.jp/
https://www.takamatsu.rei.tokyuhotels.co.jp/ja/
http://www.rihga-takamatsu.co.jp/
http://tkh.anabuki-enter.jp/
http://www.sunport-hall.jp/
http://www.symboltower.com/hall/
http://kenminhall.com/
http://www.sunmesse.com/
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松 山
松山市は、日本最古の歴史を誇る「道後温泉」、現存12天
守の一つ「松山城」、近代俳句の始祖「正岡子規」や夏目漱
石「坊っちゃん」で知られる「いで湯と城と文学のまち」で
す。会議施設、宿泊施設、観光スポットが中心に集り、こ
れらを路面電車が結びアクセスが良く快適に大会を開催
できます。その他、多島美を眺望できる「しまなみ海道」、
歴史的町並みの残る「内子・大洲・宇和」などがあり、多
彩なアフターコンベンションを楽しめます。お遍路さんへ
の「おもてなし」の心が息づく愛媛・松山でぜひコンベン
ションをご開催ください。

支援策
1.	コンベンション開催助成金制度
1. 助成金交付対象
助成金の交付の対象とするコンベンションは、県内への誘致を図る必要のある
もので、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。

（１） 参加者が、四国地方以上の広域から参集するものであること。ただし、
以下の場合は所定の助成金限度額の50%の額とするが、延べ宿泊数が
2,000泊を超える大会については、通常の助成額とする。
イ. 四国大会で定期的に開催が定着しているもの
ロ. 中四国大会以上のもので定例行事として開催が定着しているもの

（２） 興行及び営利を目的としないものであること。
（３） 政治的及び宗教的活動を目的としないものであること。
（４） 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがないもの。
（５） 産業、経済の振興又は学術、技術、文化の振興に寄与するものであること。
（６） 主催者が、県もしくは市町村又はそれらが中心的な構成員として加入し、

もしくは5割以上出資する団体(以下、「県等」という）でないこと。
（７） 県等から、他に補助金の交付を受けないこと。
（８） 松山市内の宿泊施設に宿泊する県外在住者の数(宿泊日数を乗じて得た延

べ数とする。以下「延べ宿泊者数」という）が、100人以上であること。
（９） その他、会長が必要であると認めたもの。
2. 助成金交付金額
延べ宿泊者数100人以上。最高100万円を助成金として交付
※別に、愛媛県による助成金制度あり

（１） 海外からの参加者(留学生・在日外国人は含まない）が5人以上含まれる
場合は、1人につき2万円を加算（最大30万円まで）

（２） 大会経費総額の20%の額を助成金交付上限額とする。
※その他、助成金制度の詳細につきましては、お問い合わせください。

2.	その他の支援メニュー
1. 開催地立候補提案・企画書等の作成支援
2. 会場施設、宿泊施設、PCO、旅行業者、賛助会員企業、郷土芸能団体等の紹介、

連絡調整等の支援
3. 愛媛県、松山市の各種紹介用資料（画像や映像（DVD）、写真データ等）の貸

出、提供　※対応言語：英・中・韓・独
4. 開催決定前の事前視察を支援　※会場、宿泊施設等の視察、見学の連絡調整、

案内等の支援
5. 地元自治体との連絡調整
6. 広報、宣伝活動への協力
7. 大会名入歓迎看板の掲示（松山空港内）、郷土芸能等の提供　※全国規模以上

かつ参加者数1,000人以上の大会に対して
8. コンベンションバッグ、観光パンフレット、観光施設等割引クーポン券付き

冊子の無料提供
※その他、支援メニューの詳細については、お問い合わせください。

詳しくは...
支援について　コンベンション情報
http://www.mcvb.jp/convention/shien.html

アクセス

松山空港 ➡︎ JR松山駅 リムジンバス（15分）

松山空港 ➡︎ 道後温泉駅前 リムジンバス（40分）

● 松山城交流会プラン（現存十二天守）
全国に12城現存している、江戸時代に築城された連立式平山城である
松山城の山頂広場で、目前に広がる天守閣や、眼下に広がる松山市街の
眺望を楽しみつつ、思い出に残る交流会を開催してみませんか。

● 二之丸史跡庭園交流会プラン
松山城のふもとにある旧藩主邸跡に整備された和風庭園「二之丸史跡庭
園」で、頭上にそびえる松山城天守閣を眺めつつ、情緒豊かで落ち着い
た雰囲気の中で交流会を開いてみませんか。

情緒豊かな二之丸史跡庭園で旧交を温めませんか

現存十二天守の一つ「松山城」

ユニークべニュー

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年9月 第33回日本乾癬学会学術大会 松山全日空ホテル 1,000 （20）

2018年8月 ISTS&IWTDCS2018 愛媛大学 100 （40）

2018年7月 国際膜翅目学会第9回国際会議 松山全日空ホテル 180 （150）

2018年7月 第22回日本渡航医学会　学術集会 松山市総合コミュニティセンター 500 （10）

2018年7月 Water and Environment Technology Conference 2018(WET2018) 愛媛大学 200 （20）

2017年11月 第59回日本小児血液・がん学会学術集会、第15回日本小児がん看護学会学術集会、 
第22回公益財団法人がんの子どもを守る会公開シンポジウム

ひめぎんホール 2,000 （15）

2017年10月 第40回日本高血圧学会総会 ひめぎんホール 1,500 （15）

2017年9月 第66回高分子討論会 ひめぎんホール 2,700 （20）

2017年9月 第72回日本体力医学会大会 ひめぎんホール 1,850 （20）

2017年8月 日本生物環境工学会2017年松山大会、2017CIGR World Workshop in Matsuyama 愛媛大学 350 （10）

2017年6月 19th Intenational Symposium on Pollutant Responses in Marine Organisms(PRIMO19) 松山大学 250 （160）

2017年6月 JALT CALL 2017 松山大学 200 （20）

2017年6月 第31回宇宙技術および科学の国際シンポジウム　愛媛・松山大会 ひめぎんホール 1,100 （280）

2017年3月 日本農薬学会第42回大会 愛媛大学 470 （10）

2016年11月 第28回日米教員養成協議会年次大会 愛媛大学 90 （40）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

愛媛県民文化会館 
（ひめぎんホール） ー ー 3,000 ー 25 1,234 2 600 2,000 有 松山空港からリムジンバスで約30分、 

JR松山駅から路面電車で約15分

松山市総合コミュニティセンター ー ー 998 ー 17 670 ー ー 300 有 JR松山駅からバスで２分、松山市駅からバスで
３分

愛媛国際貿易センター 
（アイテムえひめ） ー ー 5,000 1,800 7 4,500 2 2,000 2,500 有 松山空港から車で5分、JR松山駅から車で

15分
愛媛県武道館 ー ー 6,500 ー 4 ー ー 2,932 ー 有 松山空港から車で20分、JR松山駅から車で15分

松山市民会館 ー ー 1,999 ー 17 ー ー ー ー 無 松山空港からバスで約30分、JR松山駅から 
徒歩18分

松山市立子規記念博物館 ー ー 600 300 4 ー ー ー ー 有 松山空港からバスで約35分、JR松山駅から 
路面電車で約20分

● しまなみ海道でのサイクリング体験
サイクリストの聖地として世界的に
有名な「しまなみ海道」で、瀬戸内海
の雄大な景色を眺めながら、爽やかに
サイクリングを楽しみ、一生の思い出
にしてみませんか。

● お遍路体験
松山市には、四国遍路の元になった

「衛門三郎」の伝説が残る51番札所
「石手寺」など、88 ヶ寺のうち8寺が
あります。お遍路さんのように白装束
を身にまとって伊予路を歩き、おもて
なしの文化を体験してみませんか。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

サイクリングの聖地「しまなみ海道」 お遍路で心温まる「おせったい」を体験しませんか

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食

松山全日空ホテル 330 694 600 400 300 500 3 ー 11 有 松山空港から車で20分、JR松山駅から路面電車
で10分大街道下車

ホテルマイステイズ松山 161 200 180 108 110 120 ー ー 3 有 松山空港から車で約17分、JR松山駅から徒歩8分

大和屋本店 91 560 540 333 360 400 4 ー 4 有 松山空港から車で25分、JR松山駅から路面電車
で20分道後温泉駅下車

国際ホテル松山 78 524 500 300 300 200 2 ー 5 有 松山空港から車で30分、JR松山駅から車で15分
東京第一ホテル松山 122 380 300 250 200 300 2 ー 3 有 松山空港から車で約15分、JR松山駅から徒歩15分
ネストホテル松山 190 225 180 156 144 180 4 ー 3 有 松山空港から車で25分、JR松山駅から車で10分

ふなや 58 230 160 120 150 180 2 ー 1 有 松山空港からリムジンバスで30分、JR松山駅 
から路面電車で30分

奥道後　壱湯の守 240 880 1,000 500 400 800 ー ー 3 有 松山空港から車で40分、JR松山駅から車で30分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数45／総客室数5,070　●旅館：総施設数40／総客室数1,660　●合計：総施設数85／総客室数6,730

お問い
合わせ

（公財）松山観光コンベンション協会
〒790-0004 愛媛県松山市大街道3丁目2-46 
Tel  089-935-6711　 FAX  089-921-0286　 URL  http://www.mcvb.jp/　 Email  matsucon@aurora.ocn.ne.jp（コンベンション推進部）

中
国
・
四
国

▼ 

松
　
山

http://www.ecf.or.jp/himegin_hall/
http://www.ecf.or.jp/himegin_hall/
http://www.cul-spo.or.jp/comcen/
http://itemehime.com/
http://itemehime.com/
http://www.ehimekenbudoukan.or.jp/
http://www.cul-spo.or.jp/mcph/
http://sikihaku.lesp.co.jp/
https://www.anahotelmatsuyama.com/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-matsuyama-ehime/
http://www.yamatoyahonten.com/
http://www.kokusai-h.jp/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/tdhmatsuyama/
https://www.nesthotel.co.jp/matsuyama/
https://www.dogo-funaya.co.jp/
http://www.okudogo.co.jp/
http://www.mcvb.jp/
mailto:matsucon%40aurora.ocn.ne.jp?subject=
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福 岡
住民の95.8％が住みやすいと答える福岡。英国の情報誌

「ＭＯＮＯＣＬＥ（モノクル）」では「世界で最も住みよい
都市２５選」に毎年ランクイン。2014年「グローバル創
業・雇用創出特区」に指定され、若者人口割合が高く、い
ま日本で一番活気ある街です。都会性と自然の理想的なバ
ランス、空港から都心まで僅か10分というアクセスの良
さは、世界主要都市の中でも最高クラス。空港・会議施設・
市街地が半径2.5ｋｍ圏内に位置するコンパクト性等から
主催者さま・参加者さまの双方に「ストレスフリーでコス
トパフォーマンスの良い」コンベンションの開催をお約束
します。東アジアの主要都市と直行便でつながる福岡は、
九州全域への交通網が整備され、活発な人流・物流により
多様な産業の拠点となっています。グローバルなミーティ
ング開催に適した魅力あふれる都市、それが福岡市です。

支援策
■ コンベンション開催助成金制度（開催時期、期間、規模等に応じて金額を決定）

《国際コンベンション》
対象： 開催都市が未決定で、助成を行うことで福岡市での開催が促進される 

国際会議
会期： 2日以上
参加者要件：参加国が日本を含む３カ国以上で、一日当たりの外国人（在日外
国人を除く）参加者数が50名以上
助成金額上限：最大1,000万円

《国内コンベンション》
対象： 開催都市が未決定で、助成を行うことで福岡市での開催が促進される 

国内会議
会期： 2日以上
参加者要件：九州以上の開催で、一日当たりの参加者数が1,000名以上
助成金額上限：最大300万円
■ Meeting Place Fukuokaのワンストップサービス

《開催地選択前》
1) 広報PR資料の提供と貸出
2) 視察受け入れ（コンベンション施設・宿泊施設等の視察）
3) 見積書・提案書のとりまとめ

《開催決定後の準備段階》
1) 各種パンフレットの提供

a. 福岡観光ガイドブック（言語：日/英/韓/中（繁）/中（簡））
b. 福岡グルメ・おみやげガイドブック（日本語のみ）
c. 中洲飲食マップ（日本語のみ）

2) ユニークベニューの紹介
福岡ならではのレセプション会場をご紹介します。

3) 観光案内および語学ボランティアの紹介
4) 広報活動協力

広報に必要な資料やDVDの提供、並びに、関係機関への告知・HPへの掲載
等を行います。

5) 外国人参加者への支援
日本文化体験プログラムを希望する主催者に対し、受入れ団体をご紹介します。

6) 後援と歓迎スピーチ
一定条件のもと、福岡市及び福岡観光コンベンションビューローが後援する
とともに、参加者への歓迎スピーチなどをいたします。

《コンベンション開催時》
① 歓迎看板または郷土芸能の提供

一定の条件のもと（参加国数・人数規模等）で、福岡市で開催される大規模
コンベンションに対し、歓迎看板の提供・設置、もしくは、郷土芸能（1種）
を無料提供します。

［案内看板設置例］
○福岡空港における歓迎案内所の設置
○福岡空港「空NETビジョン」等での歓迎バナー
○博多駅新幹線口歓迎バナー等

［郷土芸能提供例］
博多独楽（こま）、金獅子太鼓、博多民踊など

② 郷土芸能の紹介
開会式、レセプション等でご利用される郷土芸能を、ビューロー特別価格に
てご紹介します。

③ 博多どんたく法被の貸出し
博多の代表的なお祭りの一つ「博多どんたく」で使用する法被を前年度大会
のPRや開催当日の受付などに貸出します。

詳しくは...
Meeting　～開催までの流れと支援内容～
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/
convention/39.html

お問い
合わせ

（公財）福岡観光コンベンションビューロー	Meeting	Place	Fukuoka
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-5-31号 福岡市交通局庁舎4階
Tel  092-733-0101　 FAX  092-733-3100　 URL  http://www.welcome-fukuoka.or.jp/　 Email  mpf@welcome-fukuoka.or.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ヒルトン福岡シーホーク 1,053 2,440 3,300 1,800 1,500 2,000 6 3,506 31 有 福岡空港から車で約20分
ホテルニューオータニ博多 392 1,618 2,000 1,200 1,100 2,300 3 2,625 13 有 福岡空港から車で約20分
ホテル日航福岡 360 1,500 1,500 900 800 2,000 3 1,273 11 有 福岡空港から車で約17分
ホテルオークラ福岡 264 1,500 1,500 850 800 2,000 3 1,207 11 有 福岡空港から車で約20分
グランド ハイアット 福岡 370 1,064 1,000 600 580 1,200 3 927 7 有 福岡空港から車で約18分
ANAクラウンプラザホテル福岡 320 689 600 400 300 500 3 728 6 有 福岡空港から車で約18分
西鉄グランドホテル 280 563 700 480 360 500 2 1,726 9 有 福岡空港から車で約20分
ソラリア西鉄ホテル(2018年客室改装) 161 875 1,200 700 500 800 3 1,537 7 有 福岡空港から車で約20分
開業予定の施設

（仮称）博多都ホテル 約200 2019年度開業予定
(仮称)博多駅前二丁目ホテル計画 約300 2019年度夏開業予定

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年10月 第57回日本癌治療学会学術集会 福岡国際会議場 7,000
2018年9月 第4回世界社会科学フォーラム 福岡国際会議場 1,000 (700)
2018年5月 第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム 福岡国際会議場ほか 3,000 (1,000)
2018年4月 第121回日本小児科学会学術集会 福岡国際会議場 8,000 (30)
2018年3月 国際天文学連合サイエンスコミュニケーション国際会議 福岡市科学館 300
2017年10月 第25回日本消化器関連学会週間(JDDW2017) 福岡国際会議場ほか 19,900
2017年7月 第25回日本乳癌学会学術総会 マリンメッセ福岡ほか 6,000 (150)
2016年10月 第23回日本歯科医学会総会 福岡国際会議場ほか 12,500 (500)
2016年6月 第99回ライオンズクラブ国際大会 福岡ヤフオク!ドームほか 37,000 (12,000)
2015年10月 国際イコモス年次総会・諮問委員会2015 アクロス福岡 520 (170)
2014年8月 国際材料学会連合(IUMRS)アジア国際会議2014 福岡大学 2,000 (400)
2013年4月 第113回日本外科学会定期学術集会 福岡国際会議場ほか 10,000
2012年11月 第51回ライオンズ東洋東南アジアフォーラムin福岡(OSEAL2012) マリンメッセ福岡ほか 17,300 (3,000)
2012年10月 2012ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル福岡 国営海の中道海浜公園ほか 2,500 (1,110)
2012年9月 第32回国際泌尿器学会総会（SIU2012） 福岡国際会議場ほか 4,500 (3,000)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

福岡国際会議場 5,000 3,000 882 19 1,720 4 700 1,000 有 JR博多駅より車で約10分
マリンメッセ福岡 15,000 9,100 15,000 6 9,100 4,000 7,000 有 JR博多駅より車で約10分
福岡国際センター 10,000 5,052 9,852 2 5,052 1,500 2,500 有 JR博多駅より車で約10分
福岡サンパレス 2,316 2,316 4 396 2 210 300 有 JR博多駅より車で約10分
福岡 ヤフオク!ドーム 49,000 13,500 38,500 13,500 4,000 8,000 無 福岡空港より車で約20分
アクロス福岡 1,867 1,867 22 700 2 180 250 一部有 福岡空港より地下鉄11分
JR博多シティ会議室 JR九州ホール 680 680 504 10 630 有 JR博多駅直結
エルガーラホール 605 540 605 357 5 540 180 270 有 福岡空港より地下鉄11分

アクセス

福岡空港
（国内線）

➡︎

JR博多駅／天神

地下鉄（5分／ 11分）

福岡空港
（国際線）

➡︎
路線バス（15分／ 30分）
タクシー（10分／ 20分）

● ストリートパーティー【川端商店街】　立食：約2,100名（実績ベース）
地域の歴史・文化に触れる商店街でのパーティー。
アーケードで覆われた全長約400mの商店街。福岡でもっとも歴史の古
い商店街で、伝統工芸品や和菓子を扱う老舗が立ち並んでいます。
商店街の協力店舗による飲食提供や伝統芸能体験イベントなど、商店街
と一緒にパーティーを盛り上げることができます。

● 船上パーティー【ソラリアリゾートシップMARIERA（マリエラ）】　 
立食：約240名（貸切）
海から福岡の街並み、自然を楽しみながらのパーティー。
博多湾をクルージングしながら世界のお料理をお楽しみいただけます。
全船チャーターの場合は、臨時クルーズなどアレンジも可能です。

ソラリアリゾート
シップMARIERA

（マリエラ）

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

博多人形絵付け体験 水素ステーション視察

● 伝統文化体験：博多人形絵付け体験
日本を代表する、優美で繊細な伝統工芸
品「博多人形」。素焼きの博多人形の絵付
け体験を通じて、博多の歴史や文化に親
しんでいただきます。自作の博多人形は、
貴重な思い出としてお持ち帰りいただき
ます。

● 産業観光：水素ステーション視察
下水から水素を作って、エコカー「燃料
電池自動車（FCV）」に供給する、世界初
の水素ステーション。福岡市が水素エネ
ルギー社会の実現に向け進めている「水
素リーダー都市プロジェクト」の第一弾
として、九州大学などと共同開発した技
術を視察できます。

川端商店街

ユニークべニュー

九
州
・
沖
縄

▼ 

福
　
岡

http://www.welcome-fukuoka.or.jp/
mailto:mpf%40welcome-fukuoka.or.jp?subject=
http://www.hiltonfukuokaseahawk.jp/
http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/
https://www.hotelnikko-fukuoka.com/
https://www.fuk.hotelokura.co.jp/
https://fukuoka.grand.hyatt.com/ja/hotel/home.html
http://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/
http://www.grand-h.jp/
http://www.solaria-h.jp/
https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/
http://www.marinemesse.or.jp/congress/
http://www.marinemesse.or.jp/messe/
http://www.marinemesse.or.jp/kokusai/
http://www.f-sunpalace.com/
http://www.softbankhawks.co.jp/stadium/
http://www.acros.or.jp/
https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/meetingroom/
http://www.elgalahall.co.jp/
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北 九 州
北九州市は、1901年の官営八幡製鐵所の操業開始以来
重化学工業を中心に発展を遂げ、今なお、ロボットや
自動車等高付加価値な産業が集積する「ものづくりの街」
として発展しています。一方で、1960 年代には深刻な
公害問題を経験しましたが、産学官民一体となって克服
し、2011年にはOECDから「グリーン成長都市」にアジア
で初めて選ばれました。
北 九 州 市 は、公 害 問 題 や 産 業 構 造 の 転 換 等 都 市 が
抱 え る 様 々 な 課 題 に 直 面 し な が ら 乗 り 越 え て き た

「Transformative City 〜 変 革 す る 都 市 〜」 で す。 
是 非、北 九 州 市 で の コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 を 通 じ て、
Transformativeな体験をご経験ください。

支援策
（公財）北九州観光コンベンション協会は、JR小倉駅から徒歩5分	
圏内の「北九州国際コンベンションゾーン」を中心に、会議開催の	
ご相談から当日の運営までワンストップサービスをご提供します。
① 開催地の選定支援
開催地選定に必要な北九州市の紹介資料（DVD、プレゼンテーション資料）の
ご提供、決定後は会場のご紹介から事前視察の受入をいたします。
② 北九州市MICE開催助成金制度
最高限度額1,000万円の範囲内で、規模に応じた金額を助成します。

【開催要件】参加者がのべ100人以上、宿泊者がのべ50人以上の北九州市内で
開催される九州規模以上の会議

【助成額】開催経費の30％の範囲内で規模等に応じて助成額を決定（スポーツ大
会は20％以内）
③ 北九州国際会議場、西日本総合展示場、AIMビルでの開催サポート

「北九州国際コンベンションゾーン」に立地する北九州国際会議場、西日本総合
展示場、AIMビルで開催される会議については会場プランをご提示し、誘致か
ら開催までワンストップで支援いたします。また、宿泊やバンケットのご提案
も周辺ホテルと連携してご提案いたします。
④ プレ・ポストツアープランのご提供
会議の開催にあわせて、参加者の思い出に刻まれるようなエクスカーションや
バンケットをご要望に沿ってご提案します。北九州ならではのエクスカーショ
ンとして充実した「産業観光」は参加者の皆様に大変好評です。
⑤ コンベンションボランティアの手配
受付等会場での補助業務、簡単な通訳業務を当協会の登録ボランティアが対応
します。
⑥ コンベンショングッズの無料提供
コンベンションバッグ、周辺マップ、観光ガイドブックを無料でご提供します。
⑦ 歓迎看板、地元産品、アトラクションのご提供等
会議に応じて、JR小倉駅等での歓迎看板の設置やバンケットでのアトラクショ
ンや地元産品をご提供します。

詳しくは...
開催のお手伝い
http://convention-a.jp/mice/support/

アクセス

福岡空港 ➡︎
JR小倉駅

地下鉄⇒新幹線（30分）
高速バス（80分）

北九州空港 ➡︎ エアポートバス（35分）

東京駅 ➡︎

JR小倉駅

新幹線（4時間33分）

大阪駅 ➡︎ 新幹線（2時間11分）

博多駅 ➡︎ 新幹線（16分）

● 旧松本邸（西日本工業倶楽部）
国指定重要文化財。外観・内装に本格的なアールヌーヴォー様式を取り
入れた洋館は辰野金吾による設計で、見事な日本庭園を眺めながらのバ
ンケットは格別です。隣りには書院造りの日本館があり、呈茶にもご利
用いただけます。

● 三宜楼
現存する料亭としては九州最大級の木造3階建て、建物のあちこちに昭
和初期の門司港の繁栄ぶりを感じられる造りとなっています。「百畳間」
と呼ばれる大広間でのバンケットでは、本格的なふぐのフルコースが 
ご堪能できます。

三宜楼

旧松本邸 
（西日本工業倶楽部）

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）北九州観光コンベンション協会
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1
Tel  093-551-4111　 FAX  093-551-0211　 URL  http://convention-a.jp/mice　 Email  yuchi@hello-kitakyushu.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
リーガロイヤルホテル小倉 295 1,235 1,300 800 600 1,100 3 2,084 9 有 JR小倉駅新幹線口より空中回廊で徒歩3分
ステーションホテル小倉 294 810 1,000 500 480 700 3 972 8 有 JR小倉駅直結
ホテルニュータガワ 88 587 650 360 270 400 2 1,014 8 有 JR小倉駅小倉城口より徒歩約8分
ホテルアルモニーサンク 104 382 311 164 216 130 2 324 1 有 JR西小倉駅より徒歩約15分
プレミアホテル門司港 134 392 350 200 180 250 － 397 2 有 JR門司港駅より徒歩2分
北九州八幡ロイヤルホテル 295 1,133 1,254 600 540 1,200 3 1,473 14 有 JR枝光駅より徒歩約8分
ホテルクラウンパレス北九州 220 875 1,200 750 600 1,000 4 278 4 有 JR黒崎駅より徒歩約15分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数53／総客室数7,700　●旅館：総施設数44／総客室数593　●合計：総施設数97／総客室数8,293

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年7月 第46回日本骨折治療学会 北九州国際会議場／西日本総合展示場新館 2,000
2019年6月 The 12th Asian Control Conference -ASCC2019- 北九州国際会議場 500 (450)
2018年11月 日本臨床麻酔学会第38回大会 北九州国際会議場／西日本総合展示場新館／ AIM 3,000
2018年8月 15th International Symposium Functionally Graded Materials　-ISFGMs2018- 北九州国際会議場 300 (200)
2018年6月 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2018 in Kitakyushu 北九州国際会議場／西日本総合展示場新館 800 (10)
2017年10月 第23回日本腹膜透析医学学会学術集会・総会 北九州国際会議場／ AIM 1,700 (4)
2017年6月 10th Asia Academy of Management Conference　-AAOM2017- 北九州国際会議場 300 (250)
2016年11月 第5回妊娠前・胎生期・小児期における環境と発育・健康影響に関する国際会議 北九州国際会議場 210 (150)
2016年10月 2016年国際ゴム技術会議北九州 北九州国際会議場／西日本総合展示場新館／ AIM 920 (230)
2016年9-10月 第3回アジア未来会議 北九州国際会議場 397 (300)
2016年8月 第15回磁気軸受に関する国際会議 プレミアホテル門司港 210 (137)
2016年6月 2016年度人工知能学会全国大会（30回） 北九州国際会議場／ AIM 1,600
2016年5月 G7　北九州エネルギー大臣会合 リーガロイヤルホテル小倉 186 (86)
2015年10月 公益社団法人自動車技術会2015年秋季大会 北九州国際会議場／ AIM 1,921 (3)
2013年5月 第15回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM15) リーガロイヤルホテル小倉 38 (30) 

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

北九州国際会議場 1,405 2,146 585 － 8 530 － 150 450 有 JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
西日本総合展示場新館 7,116 8,389 6,900 4,500 5 8,000 3 － － 無 JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
AIMビル3階 1,410 1,875 1,000 585 5 1,374 4 － － 無 JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
西日本総合展示場本館 4,086 6,986 3,240 2,160 3 5,520 3 － － 無 JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
北九州市立男女共同参画センタームーブ 783 1,663 520 － 4 － － － － 無 JR西小倉駅より徒歩約15分 
北九州芸術劇場 2,185 － 1,269 － 2 － － － － 無 JR西小倉駅より徒歩3分
アルモニーサンク北九州ソレイユホール 2,008 1,637 2,008 － － － － － － 一部有 JR西小倉駅より徒歩約15分
黒崎ひびしんホール 1,136 705 826 － 2 － － － － 有 JR黒崎駅より徒歩10分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど
北九州市には、ものづくりの街ならで
はの産業観光が充実しており、プレ・
ポストツアーで高い評価を受けていま
す。TOTOでは創業以来品質にこだわり
続ける製品の歴史と技術を、安川電機で
は産業用ロボットの技術力をゲーム感
覚で楽しめる展示館と工場見学が体験
できます。
また、環境分野の先進的な取組みを紹介
する施設も充実しています。公害克服の
歴史からグリーン成長都市までの軌跡
が学べる環境ミュージアムのほか、国内
最大級の北九州エコタウンでは、リサイ
クル企業の視察や次世代エネルギーの
視察コースがあります。

安川電機みらい館 北九州エコタウン、北九州次世代エネルギーパーク
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http://convention-a.jp/mice
mailto:yuchi%40hello-kitakyushu.or.jp?subject=
https://www.rihga.co.jp/kokura
http://www.station-hotel.com/
http://www.hotel-newtagawa.co.jp/
http://harmonie-hotel.jp/fukuoka/
http://premierhotel-group.com/mojikohotel/
http://www.daiwaresort.jp/yahata/
https://www.crownpalais.jp/kitakyushu/
http://convention-a.jp/kokusai-kaigi/
http://convention-a.jp/nishiten-shinkan/
http://www.aim-kipro.co.jp/
http://convention-a.jp/nishiten-honkan/
http://www.kitakyu-move.jp/
http://q-geki.jp/
https://www.soleil-hall.jp/
https://www.kurosaki-bunka.jp/
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長 崎
長崎市は、1570年の開港以来、海外交流を通し
て、多種多様な伝統や文化を生み出しながら発
展してきた都市です。
こうした歴史に育まれ、世界遺産に認定された
旧グラバー住宅のあるグラバー園をはじめ数々
の国際性豊かな観光資源が多数存在し、歴史の
まち、ロマン漂うまちとして多くの方々に親し
まれる国際観光都市です。
また、長崎の夜景は、世界新三大夜景に認定さ
れ、ユニーク・べニューでの夜景を背景とした
野外パーティの開催など、主催者の高い要望に
も対応し、コンベンション都市として、ますま
すその魅力を高めています。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助	
※必ず最新の情報をご確認ください。

● 文化・学術コンベンション（九州大会以上。但し、各県持ち回りの九州大会
は半額）

 長崎市内で開催された大会を対象に、長崎市内での延べ宿泊者数に応じて 
補助します。

 200人以上　20万円
 300人以上　30万円　
 500人以上　50万円
 1,000人以上　100万円　
 1,500人以上　150万円　
 2,000人以上　200万円　
 3,000人以上　300万円　
● アトラクション
 コンベンション開催に伴うアトラクションに対し、延べ宿泊者数に応じて 

助成します。
 1,000人以上　5万円
 2,000人以上　10万円

2.	その他の支援サービス
● 各種資料の提供
 長崎市で開催されるコンベンション主催者に対し、参加人数分を無料で提供

します。英語、中国語、韓国語、台湾語の観光パンフレットもございます。
 ・ 観光ガイドブック
 ・ グルメガイドブック
 ・ キャリーバッグ
 ・ 資料詰用封筒（角2封筒）
● 延べ宿泊者数に応じて、路面電車の側面（延べ宿泊者数1,000人以上）、JR

長崎駅改札口（延べ宿泊者数500人以上）及び長崎空港に歓迎看板を無料で
掲示

● 大会PR用チラシの提供及び観光資料の貸出し
 長崎市での大会をPRするためのチラシ（市外向け）の提供及び観光写真・ 

ビデオの貸出し
● アトラクションの紹介・斡旋
 龍踊り等、長崎の特徴あるアトラクションを紹介・斡旋
● 大会開催に関わる各種専門ノウハウを持った業者の紹介
 企画・運営、印刷・広告、宿泊施設、旅行代理店、土産品店等の専門業者を 

紹介

詳しくは...
支援サービス
http://nitca.at-nagasaki.jp/convention/support/

アクセス

長崎空港 ➡︎
長崎市内

高速バス（約35分）

福岡空港 ➡︎ 高速バス（約2時間10分）

博多駅 ➡︎ 長崎駅 JR特急（1時間50分）

長崎は、街全体がユニークべニューです。中でも、長崎で開催されるMICE
／コンベンションの多くが、このようなパーティーを実施または検討して
います。その他にも史跡「出島」での懇親会など、ご希望に沿うユニークべ
ニューを提案します。

● グラバー園
①三浦環像前
対応人数：300人
②グラバー住宅前
対応人数：100人

● 出島内外倶楽部
対応人数：100人

● 長崎サンセットマリーナ
対応人数：200人

● 出島ワーフ
対応人数：1,000人

出島ワーフ

グラバー園 
三浦環像前

ユニークべニュー

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテルニュー長崎　鳳凰閣 153 840 1,090 736 590 1,000 2 1,067 8 有 JR長崎駅隣接（徒歩1分）
ザ・ホテル長崎BWプレミア 
コレクション　プレミアホール 181 855 900 550 450 900 3 435 4 有 JR長崎駅から路面電車で2分（宝町下車）

長崎にっしょうかん　 
ダイヤモンドホール 156 480 800 500 427 900 — 671 4 無 JR長崎駅からバスで27分（五社神社下下車）徒歩2分

矢太樓・矢太樓南館　 
レインボーホール 193 434 700 400 350 500 2 515 3 有 JR長崎駅からバスで25分（風頭山下車）徒歩1分

長崎温泉きれいな海と四季旬味
やすらぎ伊王島　オリーブDeオ
リーブ

121 528 500 250 200 350 — 395 6 有 JR長崎駅からバスで50分（伊王島ターミナル下車）

ルークプラザホテル　ザ プラザ 87 572 380 250 300 350 — 1,330 7 有 JR長崎駅からバスで10分（観光ホテル前下車）徒歩1分
野母崎炭酸温泉Alega軍艦島　 
大会議室 19 380 300 200 120 150 2 — — 有 JR長崎駅からバスで55分（運動公園前下車）徒歩10分

ANAクラウンプラザホテル長崎 
グラバーヒル　グラバーホール 216 406 350 250 230 250 — 592 4 有 JR長崎駅から路面電車で12分（大浦天主堂下下車） 

徒歩1分
稲佐山観光ホテル　紫陽花 170 282 350 250 260 300 3 905 5 有 JR長崎駅からバスで15分（観光ホテル前下車）
ガーデンテラス長崎ホテル＆ 
リゾート　グランドテラス 36 693 500 200 280 320 2 180 2 有 JR長崎駅からバスで15分（大谷町高部下車）徒歩2分

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2020年6月 第30回日韓合同整形外科シンポジウム 長崎ブリックホール 120
2019年7月 Janog meeting44 (Japan Network Operators’Group) 長崎ブリックホール 760 （2）
2018年8月 被爆73周年原水爆禁止世界大会・長崎大会 長崎県立総合体育館ほか 2,000 （20）
2018年8月 原水爆禁止2018年世界大会 長崎市民体育館ほか 1,500 （50）
2018年3月 The 10th International Conference on Boiling and Condensation Heat Transfer 長崎ブリックホール 150 （90）
2017年11月 世界海外華人研究学会（ISSCO）2017長崎地域大会 長崎大学 200 （175）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

長崎ブリックホール 大ホール 2,002 5,807 2,002 — 10 — — — — 無 ＪＲ浦上駅から徒歩5分
長崎ブリックホール 国際会議場 542 486 542 — 10 268 ー ー ー 無 ＪＲ浦上駅から徒歩5分
長崎新聞文化ホールアストピア　 
翔鶴の間 700 561 700 300 5 — — 300 500 有 ＪＲ浦上駅から徒歩3分

長崎新聞文化ホールアストピア　 
真珠の間 150 180 150 120 5 — — 100 130 有 ＪＲ浦上駅から徒歩3分

長崎新聞文化ホールアストピア　 
珊瑚の間 150 180 150 120 5 — — 100 130 有 ＪＲ浦上駅から徒歩3分

長崎県総合福祉センター 450 513 450 350 5 — — — — 無 ＪＲ浦上駅から徒歩5分

長崎県立総合体育館 5,600 2,424 5,600 — 7 — — — — 無 ＪＲ長崎駅から路面電車で17分 
（大橋下車）徒歩10分

長崎大学 712 1,168 712 — — — — — — 無 ＪＲ長崎駅から路面電車で20分 
（長崎大学前下車）

お問い
合わせ

（一社）長崎国際観光コンベンション協会
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-1 出島ワーフ2階
Tel  095-823-7423　 FAX  095-824-9128　 URL  http://nitca.at-nagasaki.jp　 Email  nitca@orange.ocn.ne.jp

● 世界遺産「軍艦島」上陸
● 「池島」炭鉱坑内体験
● 長崎と天草地方の潜伏 

キリシタン関連遺産巡り
● 世界新三大夜景 

「長崎夜景」鑑賞
● カステラ・ちゃんぽん作り体験
● ステンドグラス体験、長崎刺繍 

体験

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

端島（軍艦島） 大浦天主堂

長崎市内は、日本一安い路面電車（どこまで乗っても120円）で移動できます（貸切可）。長崎市は、2015年世界文化遺産
に登録された「明治日本の産業革命遺産」ツアーが充実、また2018年に世界文化遺産登録を目指している「キリシタン関
連遺産」にもスポットが当たっています。その他、長崎ならではの卓袱料理、普茶料理のコース体験や、カステラ・ちゃんぽ
んを作る体験メニューもあります。
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https://www.newnaga.com/banquet/hououkaku.html
http://www.landowner.jp/hotel-nagasaki/
http://www.landowner.jp/hotel-nagasaki/
https://www.hmi-ryokan.jp/nisshokan/
https://www.hmi-ryokan.jp/nisshokan/
http://www.yataro.co.jp/facilities/index.htm
http://www.yataro.co.jp/facilities/index.htm
http://www.ioujima.jp/
http://www.ioujima.jp/
http://www.ioujima.jp/
http://lukeplaza.co.jp/
http://www.nomozaki.or.jp/top.php
http://www.nomozaki.or.jp/top.php
https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/
https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/
http://inasayama.co.jp/banquet.html
https://www.gt-nagasaki.jp/
https://www.gt-nagasaki.jp/
http://www.brickhall.jp/sisetu/
http://www.brickhall.jp/sisetu/kokusai.html
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
https://www.nagasaki-np.co.jp/business/culture-books/culture-hall/astopia/
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/center/
https://www.pref.nagasaki.jp/nsfinder/sougou/so_main.html
http://www.nagasaki-u.ac.jp/
http://nitca.at-nagasaki.jp
mailto:nitca%40orange.ocn.ne.jp?subject=
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熊 本
九州の中央に位置し、歴史・文化と豊かな自然に恵まれ
た都市熊本。圏域全体の行政、経済、文化、医療、教育の
拠点として発展を続けています。宿泊とコンベンション
施設、ショッピング街がコンパクトに集積している都市
機能を備え、2011年の九州新幹線全線開業、2012年の
政令指定都市移行を経て、一層魅力ある国際都市へと変貌
を続けています。2016年の熊本地震により大きな被害を
受けた熊本城、傷つきながらも堂々と立つさまは圧巻で
す。現在は復旧作業が行われており、日々変化する熊本
城、今しか見ることのできないその力強い姿をご覧いた
だきながら、熊本の歴史、伝統、郷土料理などで、皆様を
おもてなしいたします。

支援策
1. コンベンション開催に対する財政援助
◆ コンベンション開催助成制度（最高100万円）

【助成対象】九州大会以上、かつ県外からの参加者及び熊本市内延べ宿泊者が
いずれも30名以上のコンベンション。（学術会議、セミナー、シンポジウム・
会議等）

【助成金額】大会規模、内容に応じて決定します。
※ 一企業がその社員（グループ企業含む）のみを対象とするものや各種競技会・

コンテスト、同窓会等は助成の対象となりません。
※ 助成額は開催費用総額の20%を上限とします。
※ 他都市との誘致競合など特別な理由がある場合、別途最高100万円の特別加

算制度があります。
※ 完了報告時に宿泊施設が発行する宿泊者数証明書又は参加者名簿が必要とな

ります。
その他、郷土芸能披露助成制度、バス運行助成制度等もございます。開催1 ヶ月
前までの申請が必要ですので、早めにご相談ください。

2. その他の支援サービス
● 歓迎看板／タクシーマグネットの掲示

大会規模に応じて、主会場、阿蘇くまもと空港、JR熊本駅に無料で歓迎看板
を設置、また熊本市内を走るタクシー 500台に歓迎マグネットシートを掲
示します。

● 熊本PR備品貸出
・ 歓迎横断幕（日本語・英語・韓国語・中国語）
・ 歓迎のぼり（日本語・英語・韓国語・中国語） ※設置用ポールも貸出可
・ 熊本PR法被
・ 熊本紹介DVD（英語・韓国語・中国語字幕有）

● ボランティア紹介（通訳・観光ガイド・運営サポート・日本文化）
※ 交通費として2,000円／人が必要です。

● コンベンションバッグの販売　100円／部
● 各種パンフレット提供（日本語・英語・韓国語・中国語）
● 観光地写真データ提供
● お土産品、記念品のご紹介

詳しくは...
熊本国際観光コンベンション協会（MICE開催支援)
http://www.kumamoto-icb.or.jp/one_html3/pub/
Default.aspx?c_id=41

アクセス

阿蘇くまもと
空港

➡︎
交通センター 

（熊本市中心地）/
熊本駅

空港リムジン 
（約50分/約1時間）

博多駅 ➡︎ 熊本駅 新幹線（33分）

熊本城の御膝元で 
熊本名物を堪能

水前寺成趣園 
でのパーティー

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（一財）熊本国際観光コンベンション協会
〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町8-23 桜ビル辛島町3F
Tel  096-359-1788　 FAX  096-359-8520　 URL  http://www.kumamoto-icb.or.jp/　 Email  mice@kumamoto-icb.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ホテル日航熊本 191 1,500 1,800 1,000 870 1,500 3 1,199 8 有 JR熊本駅から市電で約15分

熊本ホテルキャッスル 179 960 1,200 700 600 900 4 679 13 有 JR熊本駅より車で約10分、通町筋電停より 
徒歩約3分

KKRホテル熊本 54 612 700 360 375 400 2 ー 5 有 
（和室は無） バス・路面電車「市役所前」より徒歩7分

ANAクラウンプラザホテル熊本
ニュースカイ 187 1,003 1,200 800 700 1,000 3 ー 8 有 JR熊本駅より徒歩約8分

ザ・ニュー ホテル熊本 123 551 700 450 480 500 2 ー 6 有 JR熊本駅白川口より徒歩1分
ホテル　メルパルク熊本 59 623 500 450 320 600 3 1,198 13 有 熊本空港より空港リムジンバスで約45分
ホテル熊本テルサ 62 613 700 300 360 400 不可 ー 16 有 阿蘇くまもと空港より車で25分
ネストホテル熊本 201 186 200 132 120 150 2 340 5 有料 熊本交通センターより徒歩3分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数66／総客室数7,216　●旅館：総施設数26／総客室数496　●合計：総施設数92／総客室数7,712

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年5月 第67回日本輸血・細胞治療学会総会 ホテル日航熊本、くまもと県民交流館パレア 2,700
2018年5月 第91回日本産業衛生学会 ホテル日航熊本、熊本市国際交流会館、くまもと県民交流パレア、鶴屋ホール 3,100
2018年4月 第14回アジアヘルスプロモーション会議 市民会館シアーズホーム夢ホール 1,500 （50）
2018年3月 第16回国際アミロイドーシスシンポジウム  KKRホテル熊本 500 （200）
2017年9月 第55回日本生物物理学会年会 熊本大学黒髪地区 1,629 （40）
2017年7月 第59回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 ホテル日航熊本、くまもと県民交流館パレア 1,846 （23）
2017年3月 第51回日本水環境学会年会 熊本大学黒髪南地区 1,333 （18）
2016年10月 第58回全日本病院学会 市民会館シアーズホーム夢ホール、熊本市国際交流会館、一番館、熊本ホテルキャッスル 2,183
2015年9月 第9回アジア認知症学会 KKRホテル熊本 557 （288）
2015年5月 第51回日本肝臓学会総会 ホテル日航熊本、熊本ホテルキャッスル、鶴屋ホール、くまもと県民交流館パレア、同仁堂ホール 2,561 （7）
2014年11月 第22回日本慢性期医療学会 市民会館シアーズホーム夢ホール、熊本市国際交流会館 2,458
2014年3月 日本薬学会第134年会 熊本大学黒髪南キャンパス、熊本市総合体育館（展示）・青年館、くまもと県民交流館パレア、 

鶴屋ホール、ホテル日航熊本
8,057 （30）

2014年2月 第44回日本心臓血管外科学会学術総会 ホテル日航熊本、くまもと県民交流館パレア、鶴屋ホール 2,161 （33）
2013年10月 水銀に関する水俣条約外交会議 ホテル日航熊本 1,050 （800）
2013年9月 第61回日本心臓病学会学術集会 ホテル日航熊本、鶴屋ホール、熊本市現代美術館、くまもと県民交流館パレア 4,079 （22）
2013年5月 第56回日本糖尿病学会年次学術集会 ホテル日航熊本 11,257 （30）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

市民会館シアーズホーム夢ホール 1,591 9,197.07 1,591 ー 11 140 不可 ー ー 有
熊本駅～花畑町電停 

（市営電車約15分）
花畑町電停より徒歩1分

熊本市国際交流会館 730 8,439.65 230 120 17 183 不可 100 120 有 交通センターより徒歩3分、 
花畑町電停より徒歩1分

くまもと県民交流館パレア 800 4,816.75 380 312 13 558 不可 ー ー 無 水道町電停より徒歩1分
くまもと森都心プラザ ー 9,568 489 180 5 350 不可 ー ー 有 JR熊本駅前、徒歩1分
熊本県立劇場 3,362 23,956 1,810 ー 10 648 不可 150 300 有 JR水前寺駅（北口）より徒歩15分

多目的交流施設貸室（桜の馬場城彩苑内） 144 232 144 63 1 148.96 不可 144 100 無 市役所前電停より徒歩5分
熊本交通センターより徒歩5分

熊本市男女共同参画センター はあもにい 918 6,665 378 ー 15 313.79 不可 ー ー 有 交通センターより国道経由（電鉄バス
1,2,3）乗車から、はあもにい前下車

熊本産業展示場（グランメッセ熊本） 10,000 20,280 8,000 3,200 4 8,000 4 3,000 5,000 有 益城ICより3分、阿蘇くまもと空港よ
り10分

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど
●	くまもとさるく
※『さるく』＝『歩いて回る』
熊本城や水前寺公園、また、情緒あふれる城下
町の隠れた名所など、様々な場所を地元ガイド
が楽しく案内いたします。

●	くまもとまち咲き案内人
歴史・文化・自然がとても豊かな「まち」熊本
の魅力を発信する『まち咲き案内人』が辛子
蓮根作りや肥後象嵌づくりなど、多彩なプログ
ラムで皆さんとのふれあいの場を提供します。

※	要予約、外国語応相談
※	内容は変更となる場合がございます。
詳細は、（一財）熊本国際観光コンベンション協会ま
でお問い合わせください。

熊本の名所をご案内致します 様々な体験プログラムをご用意しております

●  桜の馬場城彩苑
熊本城の御膝元で、熊本県内各地の特産品や郷土料理をお楽しみいただ
けます。休憩ロビーや控室などを併設した多目的交流室もあり、懇親
会会場としてだけではなく、会議や講演会など幅広い用途での使用が
可能です。

●  水前寺成趣園
熊本藩主細川家の御茶屋として築かれた桃山式回遊庭園です。豊富
な阿蘇の伏流水を利用し東海道五十三次を模した庭園で、四季
折々の美しい眺めを楽しみながら、屋外での懇親会はいかがでしょう
か。園内の能楽殿では伝統芸能のみならず、JAZZライブ等のイベン
トも開催可能です。
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大 分
別府・湯布院を筆頭に全国でも人気の高い温泉観光地を
有する大分県。一方で、早くから西洋文化を取り入れ、
大友宗麟の時代から続く国際フロンティアの精神を持ち
合わせた都市でもあり、近年では留学生や世界各地から
の観光客も多く、国際観光温泉文化都市として知られる
ようになりました。国内外問わず、様々なコンベンション
が開催され高い評価を得ています。大分での開催が、主催
者・参加者の皆さまにとってきっと満足いただけるもの
となることでしょう。

支援策
① 公益社団法人　ツーリズムおおいた「MICE開催助成金交付要綱」
大会の規模：九州大会規模以上のMICE
補助金額： 上限100万円(開催経費の2分の1)
支給条件： 九州大会以上の大会で、延べ宿泊者数500人泊以上の参加者が見込

まれる大会(営利目的でないもの)
② 公益社団法人　ツーリズムおおいた 

「元気創出イベント誘致推進基金助成金交付要綱」
大会の規模：九州大会規模以上のスポーツイベント等
補助金額：上限200万円(開催経費の20%)
支給条件： 九州大会規模以上のアマチュアスポーツイベント等で、県内の延べ 

宿泊者数1,000人泊以上である大会
③ 県下市町村等の助成
大分市・別府市コンベンション振興協議会・宇佐市・日田市

詳しくは...
MICE情報
http://www.visit-oita.jp/foragent/mice/

ひと味違ったMICEの企画に役立つスポットをご紹介いたします。

● かんたん港園
大分港の海沿いにある公園でライブやパーティーが行われる会場、かん
たんサーカスという商業施設があります。イベントスポットとして最適
です。

● 大分県立美術館（OPAM）
世界的に活躍する建築家、坂 茂氏の設計で「常に変化しながら成長する
ミュージアム」です。あなただけの特別のプランをご相談ください。

● 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」
全国的にも人気の高い水族館。夜の水族館を貸切ってのパーティーはお
すすめです。

お問い
合わせ

（公社）ツーリズムおおいた
〒870-0029 大分県大分市高砂町2番50号 OASISひろば21 3階
Tel  097-536-6250　 FAX  097-536-6251　 URL  http://www.visit-oita.jp/　 Email  tourism@we-love-oita.or.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
杉乃井ホテル 647 － － － 200 300 3 － 10 有 JR別府駅よりシャトルバスあり（10分）
ホテル白菊 115 288 190 170 160 180 2 － － 有 JR別府駅より徒歩7分
ホテル別府パストラル 63 － 150 150 160 200 3 － 6 有 JR別府駅よりタクシー約5分
両築別邸 42 － 120 120 100 120 － － 4 有 JR別府駅よりタクシーで約10分
ホテルサンバリーアネックス 241 480 500 230 240 300 2 1,060 5 有 JR別府駅よりタクシーで約10分
ダイワロイネットホテル大分 240 － － － － － － － － 有 JR大分駅より徒歩8分
ホテル法華クラブ大分 176 － － － － － － － － 有 JR大分駅より徒歩8分
アリストンホテル大分 228 154 120 80 90 120 3 － － 有 JR大分駅より徒歩10分
ホテル日航大分オアシスタワー 157 655 800 420 380 600 3 998 9 有 JR大分駅より徒歩8分
レンブラントホテル大分 144 924 1,000 600 550 800 3 496 5 有 JR大分駅より徒歩8分

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数130以上／総客室数－　●旅館：総施設数380以上／総客室数－　●合計：総施設数510以上／総客室数－

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年6月 第15回日本クリティカルケア看護学会学術集会 ビーコンプラザ 1,300
2018年8月 東北亜観光学会　国際芸術学会in大分 ホルトホール大分、オアシスタワーホテル大分 400 (150)
2018年3月 第16回日本病院総合診療医学会学術集会 ビーコンプラザ 600
2018年2月 The 2018 International Conference on Artificial Life and Robotics ビーコンプラザ 220 (60)
2017年11月 第28回iSUC別府大会 ビーコンプラザ 900
2017年10月 第6回日本下肢救済・足病学会　九州・沖縄地方会　学術集会 ホルトホール大分、JR九州ホテルブラッサム大分 773
2017年6月 JHPS第50回研究発表会・JRSM第16回学術大会合同大会 ホルトホール大分、JR九州ホテルブラッサム大分 424
2017年5月 日本看護倫理学会　第10回年次大会 ホルトホール大分 873

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

ホルトホール大分 2,451 36,904 1,201 － 20 － － － － 有 JR大分駅から徒歩約2分
iichiko総合文化センター 2,231 － 1,966 7 － － － － 一部有 JR大分駅から徒歩約10分
ホテル日航大分オアシスタワー 1,100 － 800 420 8 595 3 300 600 一部有 JR大分駅から徒歩約8分
全労済ソレイユ 711 968 － 285 8 422 2 － 200 無 JR大分駅から徒歩約10分
大分県消費生活男女共同参画プラザ
アイネス 378 494 － 270 4 288 2 － － 無 JR大分駅から徒歩約15分

コンパルホール 1,225 － 500 － 28 1,685 － － － 有 JR大分駅から約徒歩5分
平和市民公園　能楽堂 568 約2,100 568 － － － － － － 無 JR牧駅から約徒歩5分
別府国際コンベンションセンター
B-ConPlaza 6,958 － 4,098 － 4 896 － 450 700 有 JR別府駅から徒歩約20分

大分スポーツ公園　大分銀行ドーム 40,000 92,882 － － 13 － － － － 一部有 バス停大分スポーツ公園東から徒歩5分
別府市総合体育館　べっぷアリーナ 4,482 2,888 － － － － － － － 有 JR別府駅から約10分

アクセス

大分空港

➡︎ 大分市内 空港バス（約1時間）

➡︎ 別府市内 空港バス（約45分）

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

大分県立美術館（OPAM）

ユニークべニュー

豊かな自然の恵みと絶品グルメ、奥深い歴史遺産など、とっておきの時間が過ごせる大分県。癒しと感動の出会いで、さらに充
実したコンベンションをお楽しみいただけます。特にお勧めなのが温泉と歴史・文化です。

● 温泉
世界有数の源泉数と日本一の湧出量を誇る湯どころ大分
で、癒しのひと時をどうぞ。別府温泉・由布院温泉・長湯
温泉・日田温泉など数多くの温泉がお楽しみいただけます。

● 体験プログラム
別府地獄蒸し料理や竹細工など大分ならではの体験プロ
グラムがあなたをお待ちしております。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

由布院温泉 地獄蒸し工房　鉄輪

九
州
・
沖
縄

▼ 

大
　
分

http://www.visit-oita.jp/
mailto:tourism%40we-love-oita.or.jp?subject=
https://www.suginoi-hotel.com/
http://www.shiragiku.co.jp/
http://www.pastoral.jp/
http://ryoutiku.com/
http://www.hotelsunvalley.com/
https://www.daiwaroynet.jp/oita/
https://www.hokke.co.jp/oita/
http://www.ariston.jp/oita/
https://www.okura-nikko.com/ja/japan/oita/hotel-nikko-oita-oasis-tower/
https://rembrandt-group.com/oita
http://www.horutohall-oita.jp/
http://www.emo.or.jp/
https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/
http://www.soleil.jp/
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/
http://www.compalhall.jp/
http://www.nogaku.jp/
http://www.b-conplaza.jp/
http://www.b-conplaza.jp/
http://www.oita-sportspark.jp/facility/dome/
http://www.beppu-arena.com/
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宮 崎
宮崎は、豊かな自然や、温暖な気候に恵まれ、2000年の
九州・沖縄サミット外相会議をはじめ幾多の国際会議や
大規模国内会議が開催されており、充実した施設はもと
より、豊かな経験、優しい県民性に裏付けられたきめ細か
なサービスや心からのもてなしで、皆様のコンベンション
の開催の成功をお手伝いするリゾート・コンベンション
シティです。豊かな「自然」、恵まれた「食」、優れた「コン
ベンション機能」の環境の整った宮崎でのコンベンション
開催を心からお待ちしています。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政援助

【助成金制度】
最高300万円 補助金の交付額は補助対象経費の1/2以内で、次のとおりです。
〇 補助対象経費・会場使用料、会場使用に伴う設備リース料等・印刷製本費 

(県内印刷)・現地見学会等(エキスカーション等)経費・講師等謝金、旅費、
宿泊費

〇 補助対象コンベンション　・参加規模が九州規模(持ち回の開催のものを
除く)以上　・県外延べ宿泊者が100人以上(但し国際会議は、外国人延
べ宿泊者数が20人以上　120万円、学術学会県外延べ宿泊者が50人以
上　60万円が補助限度額となります)　延べ宿泊者数(県外宿泊者)補助限
度額　100 ～ 249人　30万円、250 ～ 499人　60万円、500 ～ 749人　
120万円、750 ～ 999人　180万円、1000 ～ 1,249人　240万円、
1,250人～　300万円の限度額です。

2.	海外インセンティブ(旅行会社への補助)詳細は、直接お問い合わ
せください。

3.	その他の支援サービス
・ 主催者の現地視察招聘事業 

コンベンション主催者に対して、事前会場視察経費等の一部負担します
・ コンベンション開催に関する種々の相談、アドバイス等
・ 歓迎看板の設置、郷土芸能等の提供(開催支援補助金の対象となるものを除

く)
・ 観光パンフレット、飲食店ガイド等各種資料の提供・コンベンション関連施

設及び業者の紹介
・ その他、ニーズに沿った各種サービスを提供いたします。

詳しくは...
みやざき観光情報　「旬ナビ」
http://www.kanko-miyazaki.jp/

アクセス

宮崎空港 ➡︎ JR宮崎駅 JR宮崎空港線（約10分）

宮崎空港 ➡︎ JR宮崎駅 タクシー（約15分）

● 宮崎県庁前庭
現存する県庁舎として、全国で4番目に古い建物(国の登録文化財)。 
建設されて80年以上経っており、九州では唯一戦前から残る庁舎です。
(400名規模のパーティ実績があります)

● フローランテ宮崎
宮崎を代表する花のテーマパーク。四季折々の花と緑に囲まれてゆった
りとした時間を過ごすことができます。(1500名規模のパーティ実績が
あります)

● 西都原御陵前広場
4世紀から7世紀に築造された311基の古墳がある国の特別史跡「西都
原古墳群」内にある広場。スピリチュアルな雰囲気に満ちた場所です。

ガーデンパーティをお楽しみください

格式と伝統のあるネオゴシック風の県庁本庁舎前庭

ユニークべニュー

お問い
合わせ

（公財）みやざき観光コンベンション協会
〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町1番10号宮崎グリーンスフィア壱番館３階（KITENビル）
Tel  0985-26-6100　 FAX  0985-26-6123　 URL  http://www.kanko-miyazaki.jp/convention/　 Email  info@kanko-miyazaki.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
シェラトン・グランデ・オーシャ
ンリゾート 736 2,603 3,300 1,600 1,320 1,800 5 2,580 16 有 宮崎空港より車で約20分

宮崎観光ホテル 348 1,329 1,800 800 650 1,000 3 1,927 12 有 宮崎空港より車で約15分
ANAホリディ・インリゾート宮崎 214 320 300 195 130 200 2 300 5 有 宮崎空港より車で約15分
ニューウェルシティ宮崎 37 676 750 350 350 500 4 463 9 有 宮崎空港より車で約15分
ホテルメリージュ 174 272 250 150 150 180 2 272 3 有 宮崎空港より車で約15分
JR九州ホテル宮崎 141 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 宮崎空港より車で約15分
ホテルスカイタワー 128 338 300 200 150 200 2 150 5 有 宮崎空港より車で約15分
コテージ・ヒムカ 70 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 宮崎空港より車で約20分
ラグゼーツ一ッ葉 142 ー ー ー ー ー ー ー ー 有 宮崎空港より車で約20分
青島グランドホテル 98 160畳 200 150 150 200 4 124畳 3 有 宮崎空港より車で約15分

都市の宿泊収容能力
●総施設数79／総客室数6,863　●旅館：総施設数－／総客室数－　●合計：総施設数79／総客室数6,863

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2019年10月 第46回日本股関節学会学術集会 シーガイアコンベンションセンター 2,000
2019年3月 日本商工会議所青年部第38回全国大会 宮崎市内会場予定 3,500
2018年10月 SMC2018　 シーガイアコンベンションセンター 800 (400)
2018年8月 フォーデイズ　全日本セミナー 2018　（仮称） シーガイアコンベンションセンター 3,000
2018年5月 Language Resources and Evaluation Coference 11th edition2018 シーガイアコンベンションセンター 1,000 (800)
2018年4月 第91回日本内分泌学会学術総会 シーガイアコンベンションセンター 2,000
2017年12月 第44回日本マイクロサージャリー学会学術集会 シーガイアコンベンションセンター 500
2017年11月 2017年国際溶媒抽出学会 シーガイアコンベンションセンター 332
2017年9月 第78回九州山口薬学大会 シーガイアコンベンションセンター 2,856
2017年9月 第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 シーガイアコンベンションセンター 1,165
2016年11月 ソロプチミスト日本財団平成28年年次贈呈式 シーガイアコンベンションセンター 1,696
2016年9月 日本物理学会2016秋季大会 宮崎大学　木花キャンパス 876
2016年5月 Infinity Ventures Summit 2016 Spring Miyazaki シーガイアコンベンションセンター 517

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

シーガイアコンベンションセンター 3,300 2,603 3,300 1,590 12 2,603 5 1,320 1,800 有 宮崎空港より車で約20分
宮崎観光ホテル 1,800 1,329 1,800 800 12 1,329 3 650 1,000 有 宮崎空港より車で約15分
ANAホリディ・インリゾート宮崎 300 320 300 195 4 320 2 130 200 有 宮崎空港より車で約15分
ニューウェルシティ宮崎 750 676 750 350 3 232 4 350 500 有 宮崎空港より車で約15分
宮崎市民プラザ 497 2,149 497 ー 6 573 2 ー ー 有 宮崎空港より車で約15分
宮崎市民文化ホール 1,867 2,315 1,867 ー 3 289 ー ー ー 無 宮崎空港より車で約15分
宮崎県立芸術劇場 1,112 2,476 1,112 ー 1 ー ー ー ー 有 宮崎空港より車で約20分
MRT Micc 640 561 640 280 3 ー ー 250 400 無 宮崎空港より車で約15分
JA・AZMホール 526 540 526 306 10 540 ー ー ー 無 宮崎空港より車で約15分
KITENビルコンベンションホール 284 284 284 120 4 284 3 120 180 有 宮崎空港より車で約15分

宮崎では四季を通じて、様々なアフターコンベンションがお楽しみいただけます。

● 【ゴルフ天国】ゴルフは1年中プレー可能。(ゴルフアカデミーレッスンプログラム有り)
● 【スポーツ】テニス、乗馬、カヤック、スキューバダイビング、マリンスポーツなど多彩な

メニューがあります。
● 【観光】青島、日南海岸、綾、酒泉の杜など魅力ある観光スポットその他日本発祥神話に彩ら

れた数々の景勝地、森林や温泉など宮崎の自然を生かした癒しの提供が可能です。
● 【産業視察】宮崎の環境特性を生かした農業、エコをテーマにした施設をご紹介しています。

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

豊な自然に彩られた神話の里
高千穂峡

世界的なトーナメント開催の 
コースでプレイ

九
州
・
沖
縄

▼ 

宮
　
崎

http://www.kanko-miyazaki.jp/convention/
mailto:info%40kanko-miyazaki.jp?subject=
http://www.seagaia.co.jp/japanese/hotel/sgor.html
http://www.seagaia.co.jp/japanese/hotel/sgor.html
https://www.miyakan-h.com/
http://www.anahirmiyazaki.com/
http://www.nwc-miyazaki.co.jp/
https://www.merieges.co.jp/
http://www.jrk-hotels.co.jp/Miyazaki/index.php
http://hotelskytower.jp/
http://www.seagaia.co.jp/japanese/hotel/ch.html
http://www.seagaia.co.jp/japanese/hotel/lh.html
http://www.aoshima-gh.co.jp/
http://www.seagaia.co.jp/special/convention_renewal/
https://www.miyakan-h.com/
http://www.anahirmiyazaki.com/
http://www.nwc-miyazaki.co.jp/
http://www.siminplaza.com/
http://www.miyazakibunkahall.jp/index.php
http://www.miyazaki-ac.jp/
http://www.mrt-micc.co.jp/
http://www.jaazm.jp/access/
https://www.kiten8.jp/
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鹿 児 島
鹿児島市は、古くから薩摩藩の城下町として栄えてきた南
九州地域の拠点都市で、政治・経済・文化の中心地です。
また、雄大な活火山「桜島」を拝する歴史・温泉・食の街
でもあります。2015年7月「明治日本の産業革命遺産」で
集成館事業が世界文化遺産に登録されました。
5,700名を収容する鹿児島アリーナや、鹿児島市民文化
ホール、かごしま県民交流センター等のコンベンション
施設も充実していますので、鹿児島でのMICE開催をお待
ち申し上げております。

支援策
1.	コンベンション開催に対する財政支援

【各種助成金制度】
1）鹿児島市大会補助金：県外からの参加宿泊者を対象
① 100名以上10万円、②200名以上15万円、③400名以上20万円、
④ 600名以上25万円、⑤800名以上30万円、⑥1,000名以上40万円
⑦ 2,000名以上50万円
2） コンベンション開催助成金：県外からの参加宿泊者を対象

（コンベンション時のシャトルバス及び視察バスの経費を助成)
① 500名以上5万円、②1,000名以上10万円、③3,000名以上20万円

【コンベンション開催準備資金貸付】
貸付条件:県外宿泊者100名以上、総予算の20%以内、貸付期間2年以内
限度額300万円、無利子
※各財政支援の詳細につきましては、当協会へお問い合わせください。

2.	その他支援サービス
1) 各種資料の提供(観光リーフレット、文化観光施設等割引券(県外参加者の

み)、観光・グルメMAP、キャリーバック）
2） 観光ボランティアガイドによる観光コーナー設置(県外参加者500名以上)
3) 歓迎看板の設置(1台)
4） 開催地PRチラシ
5) 各種紹介等(開催会場、ホテル、旅行代理店、アトラクション等)
※支援サービスの詳細につきましては、当協会はお問い合わせください。

詳しくは...
(公財)鹿児島観光コンベンション協会　ホームページ
http://www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/

● ウォーターフロント（ドルフィンポート）
日本ジオパーク認定されている桜島・錦江湾を一望できるスポット。火
山と人と自然のつながりを感じる鹿児島ならではのユニークベニュー
利用です。

● かごしま県民交流センター
前庭である県政記念公園でのユニークベニューです。公園内には大正
14年に建設された旧県庁舎本館である県政記念館があり、有形文化財
に登録されています。

（写真は第105回日本泌尿器科学会総会のもの。プロジェクションマッ
ピングが浮かぶ県政記念館が幻想的。）

お問い
合わせ

（公財）鹿児島観光コンベンション協会
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町10番地 キャンセビル７階
Tel  099-286-4700　 FAX  099-286-4710　 URL  http://www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/　 Email  kcvb@d1.dion.ne.jp

主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
城山観光ホテル 365 1,017 1,600 620 720 1,500 2 3,013 12 有 鹿児島中央駅から無料送迎バスあり(所要25分)
鹿児島サンロイヤルホテル 265 1,161 1,500 1,000 1,000 1,200 3 1,770 6 有 鹿児島中央駅から無料送迎バスあり(所要25分)
マリンパレスかごしま 46 488 500 312 248 310 2 1,661 5 有 鹿児島中央駅からタクシー 15分
ホテルウェルビューかごしま 52 724 800 522 360 380 3 411 5 有 鹿児島中央駅からタクシー 15分
ベストウェスタンレンブラントホテル
鹿児島リゾート 348 361 400 210 200 300 2 400 5 有 鹿児島中央駅からタクシー 15分

鹿児島東急REIホテル 286 340 320 240 220 300 2 880 7 有 鹿児島中央駅から徒歩10分
ホテルパレスイン鹿児島 50 440 280 270 320 400 2 505 6 有 天文館電停から徒歩5分

温泉ホテル中原別荘 57 235 200 150 144 168 3 105 2 宴会場
のみ有 天文館電停から徒歩5分

ホテルレクストン鹿児島 155 230 180 144 140 140 ー 468 7 有 天文館電停から徒歩5分
JR九州ホテル鹿児島 247 60 40 30 ー ー 2 45 2 有 鹿児島中央駅直結

都市の宿泊収容能力
●ホテル：総施設数78／総客室数8,238　●旅館：総施設数59／総客室数1,175　●合計：総施設数137／総客室数9,413

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2018年7月 第73回日本消化器外科学会 かごしま県民交流センター　他 6,000 （20)
2018年5月 2018国際青年会議所アジア太平洋会議鹿児島大会 鹿児島アリーナ　他 8,000 (2,000）
2017年12月 第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会 かごしま県民交流センター 700 （10)
2017年11月 第22回日本心療内科学会総会・学術大会 城山観光ホテル 800 （10)
2017年10月 第76回日本公衆衛生学会総会 かごしま県民交流センター　他 3,500 (30）
2017年9月 第160回日本獣医学会学術集会 鹿児島大学 1,300 (30）
2017年9月 第22回日本脳腫瘍の外科学会 かごしま県民交流センター 800 （30)
2017年4月 第105回日本泌尿器科学会総会 城山観光ホテル 他 6,000 （50)
2017年3月 第128回日本森林学会大会 かごしま県民交流センター 1,200 （10)
2017年3月 第58回日本植物生理学会年会 鹿児島大学 1,600 （15)
2017年3月 第40回日本脳神経CI学会総会 鹿児島サンロイヤルホテル 1,100 （10)
2016年9月 平成28年度空気調和・衛生工学会大会 鹿児島大学 1,200 （20)
2016年8月 第３回日本HTLV-1学会学術集会 鹿児島県市町村自治会館 400 （2)
2016年5月 第59回春季日本歯周病学会学術大会 かごしま県民交流センター　他 2,500 （10)
2016年3月 第11回国内観光活性化フォーラム・第2回地旅博覧会 鹿児島アリーナ 12,000 （40)

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

鹿児島アリーナ ー 6,220 5,700 ー 2 4,486 ー 1,600 3,000 有 鹿児島中央駅からバス15分
鹿児島市民文化ホール 3,400 4,070 1,990 ー 4 ー ー ー ー 有 鹿児島中央駅からバス15分
かごしま県民交流センター 2,057 3,193 590 ー 10 592 ー ー ー 有 鹿児島中央駅からバス15分
宝山ホール(鹿児島県文化ホール) 1,907 2,263 1,617 ー 6 243 3 ー ー 有 鹿児島中央駅からバス10分
谷山サザンホール 1,035 1,646 800 ー 2 ー ー ー ー 有 JR谷山駅から徒歩5分
鹿児島市中央公民館 940 1,153 712 ー 6 712 ー ー ー 無 鹿児島中央駅からバス10分
鹿児島県市町村自治会館 1,041 1,530 ー 408 9 ー ー 200 300 有 鹿児島中央駅からタクシー 10分
鹿児島県青少年会館 670 853 400 200 7 ー ー ー ー 無 鹿児島中央駅からタクシー 10分
鹿児島県産業会館 487 585 380 ー 3 ー ー ー ー 無 鹿児島中央駅からバス10分
鹿児島県医師会館 530 705 350 ー 2 ー ー ー ー 無 鹿児島中央駅から徒歩5分

アクセス

鹿児島空港 ➡︎ 鹿児島中央駅 リムジンバス（約40分）

博多駅 ➡︎ 鹿児島中央駅 新幹線（約80分）

「かごしま県民交流センター」前庭

桜島と錦江湾を一望する絶景ポイント

ユニークべニュー
プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど

鹿児島市の自然及び歴史文化を体験できるメニュー。

● 鹿児島市観光農業公園グリーンファーム
農園レストランや体験用農地など、41.3haの広大な敷
地と豊かな自然の中で、農業や食・環境などの体験が
できます。

● 鹿児島ぶらりまち歩き
ボランティアガイドによる鹿児島市内の観光案内で
す。歴史と文化が色づき、多くの英傑を輩出した鹿児
島の街を散策することで、「維新の風」を感じることが
できます。

グリーンファームでの農業体験 西郷銅像での「鹿児島ぶらりまち歩き」
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http://www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/
mailto:kcvb%40d1.dion.ne.jp?subject=
http://www.shiroyama-g.co.jp/
http://www.sunroyal.co.jp/
http://www.maripala.com/
http://www.welview.com/
https://bwhotels.jp/kagoshima
https://bwhotels.jp/kagoshima
https://www.tokyuhotels.co.jp/ja/hotel/TR/TR_KAGOS/index.html
http://palacein.com/
http://nakahara-bessou.co.jp/
http://nisikawa.net/lexton/
http://www.jrk-hotels.co.jp/Kagoshima/index.php
http://kagoshima-arena.jp/
http://www.k-kb.or.jp/shibun/
http://www.kagoshima-pac.jp/
http://www.houzanhall.com/
http://www.k-kb.or.jp/southern/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kyoiku/syogaigaku/shisetsu/shogai/009.html
http://j-kaikan.net/
http://www1.odn.ne.jp/ikuseikaigi/kaikan/
http://sangyoukaikan.ec-net.jp/
http://www.kagoshima.med.or.jp/top/ishikaikan-info/kaikan-info-index.htm
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沖 縄
沖縄は国内唯一の亜熱帯海洋性気候に属し、年間の平均気
温が約23度と暖かく、秋から春にかけての過ごしやすい
気候は、MICE開催に最適です。沖縄へは国内29路線およ
び海外19路線の豊富な航空便が就航し、特にアジア主要
都市からダイレクトに来ることができる、優れたアクセス
環境が魅力です。また「沖縄コンベンションセンター」や

「万国津梁館」をはじめ、都市型からリゾート型まで、豊富
なMICE開催の実績を持った施設が揃っています。

アジア有数のリゾート地沖縄では、非日常的な空間を生かしたユニークベ
ニューが数多くあります。

● 美ら海水族館
沖縄の海を再現した沖縄美ら海水族館で、沖縄の琉舞・音楽をブレンド
し、まるでその曲に合わせて水槽の魚たちが躍り、もてなしているよう
なパーティー。

● ガンガラーの谷
古代遺跡発掘中の天然鍾乳洞を利用し、自然なドーム状で繰り広げられ
るジャズミュージックと舌鼓を打つディナー。一生に一度の「非日常」
体験を沖縄で満喫しませんか。

● 世界遺産　勝連城跡
世界遺産勝連城跡の壮大な城壁の前で行われるディナーパーティー。世
界遺産という希少価値がパーティーの特別感を盛り上げることは間違
いなく、非日常空間でのイベントは参加者同士の交流も熱くなり、忘れ
がたい記憶となります。

お問い
合わせ

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター 2階
Tel  098-859-6123　 FAX  098-859-6222　 URL  http://mice.okinawastory.jp　 Email  mice@ocvb.or.jp

都市の宿泊収容能力
主な宿泊施設

宿泊施設名 客室数

大宴会場 その他の宴会場

Wi-Fi アクセス面積 
（㎡）

主要人数（会議） 収容人数 
（レセプション） 分割 

可能数
合計面積
（㎡） 総室数

シアター スクール 着席 立食
ヒルトン沖縄北谷リゾート 346 450 400 220 330 400 2 598 3 有 北谷町
ホテルモントレ沖縄　スパ＆リゾート 339 300 220 150 140 250 2 570 5 有 恩納村
ホテルオリオンモトブ　リゾート＆スパ 238 560 525 360 256 300 2 690 2 有 本部町
ラグナガーデンホテル 303 1,000 1,200 750 660 800 3 1,383 4 有 宜野湾市
ザ・ブセナテラス 410 180 204 120 120 150 2 180 1 有 名護市
リザンシーパークホテル谷茶ベイ 826 1,232 1,000 600 600 800 4 2,839 6 有 恩納村
沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャ
ンスパ 516 640 600 294 420 400 2 931 3 有 恩納村

オキナワマリオットリゾート＆スパ 361 299 200 117 104 130 2 632 3 有 名護市
ANAクラウンプラザホテル沖縄 
ハーバービュー 352 738 900 510 432 900 2 2,007 12 有 那覇市

ロワジールホテル那覇 533 708 900 450 420 600 0 2,119 12 有 那覇市

開催実績と開催予定
開催時期 会議名 会場名 参加者数（うち外国人数）
2017年4月 いけばなインターナショナル 沖縄コンベンションセンター 1,000
2017年3月 Routes Asia 2017 沖縄コンベンションセンター 4,000
2016年10月 114th IATP Conference ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 460 （430）
2016年7月 International Conference on Electorical Engineering 2016 沖縄県市町村自治会館 550 （230)
2016年5月 IEEE ICASI 2016 沖縄コンベンションセンター 300 （300）
2016年4月 第18回国際東洋医学会学術大会 沖縄コンベンションセンター 600 （300）
2015年11月 第17回アジア弁理士協会総会 沖縄コンベンションセンター 1,517 （1,164）
2015年10月 第20回アジア太平洋造血細胞移植学会年次学術集会 万国津梁館、ザ・ブセナテラス 500 （250）
2015年6月 第10回東アジアスパ会議 沖縄コンベンションセンター 130 （50）
2015年4月 The 21st International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics  

(CHEP2015)
沖縄科学技術大学院大学 500 （450）

コンベンション施設

会議施設名 収容人数
(人)

総面積 
(㎡ )

大ホール収容人数
(人)

その他の 
会議室・ 
ホールの 
総室数

最大の展示場／ 
展示スペース

最大のレセプション
会場収容人数（人）

Wi-Fi アクセス
シアター スクール 面積(㎡ ) 分割 

可能数 着席 立食

沖縄コンベンションセンター 6,922 6,376 4,000 800 13 2,500 1,200 1,500 有 宜野湾市
万国津梁館 1,004 1,164 500 252 5 441 230 350 有 名護市
沖縄県市町村自治会館 620 894 300 195 7 384 2 130 300 有 那覇市
沖縄産業支援センター 550 1,418 180 180 9 387 2 要相談 要相談 有 那覇市
浦添市てだこホール 1,601 3,874 1,001 2 要相談 要相談 有 浦添市
ミュージックタウン音市場 489 364 489 364 200 200 有 沖縄市
沖縄科学技術大学院大学（OIST) 1,073 1,310 500 8 要相談 要相談 有 恩納村
開業予定の施設
大型MICE施設（仮称） 30,000 72,000 30,000 20 ～ 30室 30,000 西原町、与那原町

支援策
※ 平成29年度の主な支援内容です。年度により支援内容が変更・廃止となる

場合がございます。

1.	コンベンション開催に対する費用助成	[対象：M・C]　※審査あり
(1)コンベンション開催支援事業(開催経費助成)
 [条件]　①県外・海外参加者100名以上かつ会期2日以上　②申請時に開

催地が未決定であること
 [助成額]　最大1,000万円(参加者数により上限変動)
(2)コンベンション貸切バス等運行支援事業(貸切費用助成)
 [条件] 国内(沖縄県内含む)参加者50名以上、または海外参加者30名

以上
 [助成額] ①貸切バス：1台3万円まで、最大90万円(参加者数により上限

変動)　②ジャンボタクシー：1台1万円まで、最大10万円

2.	インセンティブ旅行開催に対する費用助成[対象：I]　※審査あり
(1)インセンティブ旅行支援事業
 [条件] ①一渡航あたり県外参加者100名以上かつ2泊以上、または海外

参加者30名以上かつ3泊以上　②行程に社内イベント(表彰式、
貸切パーティー、社内会議・研修、チームビルディング等)の要素
を含むこと　③対象期間内に催行されること

 [助成額] 参加者1名あたり3,000円、最大150万円
(2)インセンティブ旅行トランジット・国際チャーター便支援事業
 [条件] ①重点市場指定国(韓国・中国など)：参加者50名以上かつ3泊

以上(うち離島1泊以上)　②戦略開拓・新規開拓市場指定国(タ
イ・シンガポールなど)：参加者30名以上かつ3泊以上　③対象
期間内に催行されること

 [助成額] 参加者1名あたり5,000円～ 20,000円、最大100名分まで(路
線により助成額変動あり)

3.	コンベンション、インセンティブ旅行開催に対する物的支援	
[対象：M・I・C]

 [支援内容] (1)芸能アトラクションの派遣　(2)空港お出迎え　(3)ミス
沖縄の派遣　(4)琉装体験ブースまたは泡盛試飲ブースの設置　
(5)コングレスバッグの提供(M・Cのみ) 
※参加者数により支援可能内容が異なります。

 [条件]
 (1)コンベンション：県外参加者50名以上または海外参加者30名以上　
 (2)インセンティブ旅行：①一渡航あたり県外参加者50名以上(※出発地

が羽田・関西・神戸・伊丹以外の場合は30名以上)、または海外参加者
30名以上　②行程に社内イベント(表彰式、貸切パーティー、社内会議・
研修、チームビルディング等)の要素を含むこと

詳しくは...
おきなわMICEナビ
http://mice.okinawastory.jp

アクセス

羽田空港 ➡︎

那覇空港

約2時間30分

伊丹空港 ➡︎ 約2時間

ガンガラーの谷

勝連城跡

美ら海水族館

ユニークべニュー

プレ・ポストコンベンション、体験プログラムなど
沖縄ではマリンアクティビティを含め、様々な体験
をすることが可能です。ただ「楽しむ」だけでなく、
「価値」のある沖縄でしか体験できないひと時を過
ごしてみませんか。

● 「サンゴ苗作り体験」
沖縄の美しい海を眺めるだけでなく、サンゴの生
態系や現状を学び、サンゴを守り増やしていく活
動に参加してみませんか。

● 「サンゴ染め体験」
化石になったサンゴを利用し、Ｔシャツ、風呂
敷、トートバックのアイテムから生地を選び、沖
縄オリジナルのサンゴ染めを体験しませんか。

サンゴ染め体験サンゴ苗作り体験
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http://mice.okinawastory.jp
mailto:mice%40ocvb.or.jp?subject=
http://hiltonchatan.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/
http://www.okinawaresort-orion.com/
http://www.laguna-garden.jp/
http://www.terrace.co.jp/busena/
https://www.rizzan.co.jp/
https://kariyushi-oceanspa.jp/
https://kariyushi-oceanspa.jp/
http://www.okinawa-marriott.com/
http://www.anacpokinawa.com/index.html
http://www.anacpokinawa.com/index.html
http://www.loisir-naha.com/
http://www.oki-conven.jp/
http://www.shinryokan.com/index.jsp
http://okinawa-jichikaikan.com/
https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/
http://www.tedakohall.jp/
http://www.otoichiba.jp/
https://www.oist.jp/ja
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