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役員新体制のご挨拶
静岡県東部地域コンベンションビューロー
会

長

紅

野

正

裕

日頃から、当ビューローの取り組みにご理解とご協力を賜り、誠にありがと
うございます。
現在、新型コロナウイルス感染症が大きな影響を及ぼし、経済活動のみなら
ず、生活様式等についても新たな取組みや改善が求められ、世界的な転換期と
言っても過言ではない状況です。当ビューローにおきましても、令和 2 年度の
理事会及び総会は、書面による開催とさせていただきました。
この理事会及び総会では、例年の前年度事業報告や当年度事業計画等のほか、役員改選、助成制度改定をご承
認いただきました。会員の皆様におかれましては、円滑な議決にご協力いただき、誠にありがとうございました。
新体制におきましても、会員の皆様をはじめ、関係者の皆様のご協力を得ながら、産業振興、地域振興に取り組
んで参ります。
今後とも、当ビューローの事業展開に変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。

新役員体制

※敬称は割愛させていただいています。
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コンベンションの開催支援制度を拡充しました
宿泊助成金の条件緩和と拡充
まず、宿泊される方が県外の方か県内の方かは問わないこととしました。
次に、
国際会議または国内会議で延べ100泊以上の大会については、助成額を現行のお一人500円から1,000円に、
上限額も国際会議100万円（現行50万円）、国内会議50万円（同30万円）にそれぞれ引き上げました（スポーツ大
会は除きます）
。

エクスカーション助成金とアトラクション助成金の条件緩和と上限額の引き上げ
大会の日程に組み込まれたエクスカーション開催（会議参加者が会議場以外の場所に出て、観察や体験、意見
交換などを行うプログラム。
）に対する助成と、アトラクション開催（郷土芸能、舞踊、楽器演奏や演芸等の披
露及び体験）に対する助成を統合、条件を緩和し、上限額を10万円に引き上げました。

ユニークベニュー助成金の新設
ユニークベニューを活用したコンベンションに対する助成金を新たに設けました。上限額は10万円です。
●
「ユニークベニュー」
（Unique Venue：特別な場所）とは
「歴史的建造物」や「屋外空間（庭園・公園、商店街、公

道等）」などで、会議やレセプションを開催することで特別
感や地域特性を演出できる会場のことです。

海外においては、この「ユニークベニュー」が都市の差

別化を図るツールの一つとして利活用が進んでおり、MICE
誘致活動における「ユニークベニュー」の活用提案は、地
域全体で誘致機運が醸成されている点が評価され、開催地
決定要因の一つにも挙げられています。

例：プラサウェルデ屋上庭園を活用した野外パーティー

英語版 Facebook を開設しました
英語版Facebookを新たに開設しました。また、台湾繁体語Facebook、中国簡体語 微博（Weibo、中国版
Twitter）
、日本語Facebookの運用も引き続き行っておりますので、皆さんの旬な情報を随時お寄せください。

日本語 Facebook

英語 Facebook
New

台湾繁体語 Facebook

中国簡体語 微博

観光庁「インセンティブ旅行誘致支援事業」の対象都市に選ばれました
当ビューロー管内 7 市 4 町が、観光庁による「海外のインセンティブ旅行誘致に関する支援事業」の対象都市
に選ばれました。
これは、インセンティブ旅行（企業による成績優秀者や顧客などを対象とした報償旅行）の目的地として選ば
れるよう、地域が持つ潜在能力を戦略的に高めていく取り組みを同庁が継続的に支援するもので、今後は、会員
の皆さんと緊密に連携し、様々な取り組みを進めていきますので、ご協力よろしくお願いします。

新規賛助会員のご紹介
新たにご入会いただきました。よろしくお願いいたします。（口数・五十音順）

●ららぽーと沼津：三井不動産株式会社・三井不

●ホテル

ららぽーと沼津はファミリーからヤング・
キャリアなど幅広い層が楽しめる静岡県東部
最大級の大型ショッピングセンター。
新たなモノ・コト・ヒトとの出会いを通じ
て、地域の皆さまにとって欠かすことのでき
ない居心地の良い空間を提供いたします。

HOTEL COONEL INN（ホテル クーネル
イン）はＪＲ御殿場線岩波駅から徒歩 2 分、
東名裾野インターより車で 2 分というとても
利便の高い立地です。ビジネス、旅の拠点と
してご利用ください。

動産商業マネジメント株式会社
（東京都中央区）

クーネルイン（裾野市御宿）

事務局からのお知らせ
「国際木材保存会議

沼津大会」の開催が決定しました

国際木材保存会議は、木材保存に関する研究を世界的に推進することを目的とした組織であり、約5０か国350
名の会員から構成されています。
世界各国で年次大会が開催されていますが、日本では第22回京都大会、第32回奈良大会が開催され、来年の沼
津大会で5２回目を迎え、約３０か国２50名の参加が見込まれています。
沼津大会の概要（予定）
会

場：プラサ ヴェルデ、沼津リバーサイドホテル、御殿場高原時之栖 ほか

会

期：2021年 5 月 9 日㈰～13日㈭

プラサヴェルデさんがサーマルカメ

沼津観光協会さんが「沼津港大型展

沼津我入道漁協さん直営食堂「市場

ラ（体表面温度計測用カメラ）を導入

望水門びゅうお」にて、
「びゅうおオ

めし食堂」（沼津港）がリニューアル

しました。

リジナルトートバッグ（1,000円）」、
「沼

オープンしました。店内には、鈴木翔

人が集まる場所で、同時に多くの人

津市公認おさかなアートクリエイター

太さんの色鮮やかな壁画アートがあり

の体温を高速に検知する事が可能なシ

鈴木翔太さんデザインオリジナルエコ

ます。

ステムです。

バッグ（1,500円）」を
限定販売中です。
※売上の一部が「美しく
豊かな静岡の海をつなぐ
会」へ寄付されます。

１ 階は魚介類の直売
所となっています。
皆様のご来店を心よ
りお待ちしています。

※会員の皆さんの情報をお寄せください。

賛 助 会 員 の ご 紹 介
南駿農業協同組合

HOTEL MIWA
HOTEL WEST
HOTEL ARIA
HOTEL INSIDE

伊豆箱根鉄道㈱
伊豆箱根バス㈱
伊豆箱根交通㈱
静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会（E-Spo）
㈱桃中軒

㈱SBSプロモーション
近畿日本ツーリスト㈱ 沼津支店
㈱JTB 静岡支店
富士急シティバス㈱
酪農王国㈱（酪農王国オラッチェ）
ららぽーと沼津：三井不動産株式会社・
三井不動産商業マネジメント株式会社

㈲アーク
石川建材工業㈱
㈱イシバシプラザ
伊豆長岡温泉ホテルニュー八景園
伊豆長岡温泉旅館協同組合
伊豆長岡ホテル天坊
伊豆の国農業協同組合
㈱ウィング（沼津グランドホテル）
㈱植松グループホールディングス
内浦漁業協同組合
海のほてる いさば
㈱エイエイピー 三島支店
エルスリー㈱
おおとり荘
グッドリゾート㈱ 淡島ホテル
沓間水産㈱ 沼津魚がし鮨
㈱蔵屋鳴沢
㈱耕文社
御殿場高原ビール㈱
御殿場総合サービス㈱
㈱ゴトー
㈱コングレ
NPO法人コンベンション静岡
㈱コンベンションリンケージ（プラサヴェルデ）
㈱さいとう看板
三交イン沼津駅前

静岡ガス㈱ 東部支社
㈱静岡銀行 沼津支店
静鉄ホテルプレジオ沼津
スルガ銀行㈱ 本店
大日㈱ 伊豆の国パノラマパーク
ダイワロイヤル㈱ ダイワロイネットホテルぬまづ
㈲タビーナ静岡
㈱チアアップ
帝人アカデミー富士
㈱データサービスセンター
㈱天神屋
土肥金山（土肥マリン観光㈱）
㈱東海バス 沼津事業所
東京海上日動火災保険㈱ 静岡東部支社
㈱東日
東邦印刷包装㈱
東横イン 富士山沼津駅北口Ⅰ
東横イン 富士山沼津駅北口Ⅱ
東横イン 富士山三島駅
（一財）日本サイクルスポーツセンター
（公財）日本ＹＭＣＡ同盟 国際青少年センター東山荘
ニューウェルサンピア沼津
沼津アーケード名店街
沼津我入道漁業協同組合
（公財）沼津市振興公社
沼津信用金庫
沼津ホテル旅館協同組合
沼津三津大瀬旅館協同組合
沼津リバーサイドホテル
富士急静岡タクシー㈱
（一社）富士山浪漫之旅
㈱フヂイ
文光堂印刷㈱
戸田温泉旅館組合
ホテル クーネルイン
ホテルサンバレー富士見
ホテル昭明館
㈱ホテルニューオータケ（ココチホテル沼津）
㈱ポニーキャニオン
㈱マースプランニング マースガーデンウッド御殿場
三島信用金庫
みしまプラザホテル
みどり美術印刷㈱
㈱山一コーポレーション
ラフォーレリゾート修善寺 伊豆マリオットホテル修善寺
リコーソリューションズ東静岡㈱
※2020年 ７ 月31日現在
（口数・五十音順）

コンベンションビューロー賛助会員を募集！
当ビューローでは、県東部への集客と地域活性化を図るため、コンベンション等の誘致や開催支援
をしています。このビューローの活動を理解し、支援していただける企業や団体を賛助会員として
募集しております。お気軽にお問合せください。

静岡県東部地域
コンベンションビューロー
〒410-0801 沼津市大手町 1 - 1 - 3 3 階
TEL：055-964-1800 FAX：055-951-7877
URL：https://www.shizutou-cb.jp/
●高精細印刷

文光堂印刷株式会社

