
〜伊豆長岡温泉でリラックスしながら会議をしませんか〜
　コンベンションは施設の会議室などで行うもの
です。
　しかし、普段とは違う、非日常的な場所でコン
ベンションを行うこと、また温泉にはリラックス
効果があることから、普段出ないような意見やア
イディアが生まれ、思いがけない成果につながる
こともあります。
　さらに、コミュニケーション、ネットワーキン
グの場として、こうしたリラックスできる場所で
コンベンションを行うことにより、自然と周りの
方との話も弾み、情報交換の手助けにもなります。

　会議後には、エクスカーションとして、世界文
化遺産に認定された「韮山反射炉」や三島市に新
しくできた日本最長の大吊橋「三島スカイウォー
ク」、沼津市の深海水族館などがある「沼津港」
などに行かれてみてはどうでしょうか？
　伊豆長岡温泉は、東京駅から新幹線を利用し、
三島駅から伊豆箱根鉄道駿豆線に乗り換え、伊豆
長岡駅まで 1時間半ほどで到着します。
　伊豆長岡温泉旅館組合では、人数や料金、送迎
などの条件をご提示いただければ、対応可能な宿
を探すお手伝いをさせていただいております。
　ぜひ、伊豆長岡温泉での会議をご検討ください。

お問合せ先　伊豆長岡温泉旅館協同組合　055-948-1666

●伊豆長岡温泉で会議室のある宿泊施設� ※順不同

ホテル名 最大収容人数（会議室） 会議室数 宿泊可能人数 電話番号

小松家八の坊 120名 ※ 1 230名（40室） 055-948-1301

サンバレー富士見 200名 6 室 202名（46室） 055-947-3100

おおとり荘 120名 2 室 130名（33室） 055-948-1095

いづみ荘 100名 ※１ 200名（41室） 055-948-1235

サンバレー伊豆長岡 120名 ※１ 445名（93室） 055-948-3800

三楽の宿さかや 100名 ※１ 200名（39室） 055-948-1255

ホテル天坊 180名 ※１ 264名（53室） 055-947-1919

ニュー八景園 150名 2 室 250名（63室） 055-948-1500
※１宴会場などに机などを配置し、会議室として利用します。
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静岡県東部地域コンベンションビューローの支援・誘致報告

日　時　平成27年10月11日㈰
大会名　第10回全日本女子オープンレスリング選手権
会　場　三島市　三島市民体育館
参加者　333人

静岡県東部地域で開催予定のMICE情報（平成28年 3 月～平成28年 ７ 月）
開催日 名　　　称 会　　場

3 / 4（金）～ 5（土） THIS�IS�KIDS　～ after�school ～ プラサ�ヴェルデ

3 /19（土）～21（月） アスルクラロSpring�cup�U-12 スルガヒル・三島南二日町グラ
ウンド・セレステグラウンド

3 /19(土)～21(月) 第27回全国レディースサッカー大会 時之栖スポーツセンター
裾野グランド

3 /20（日） フォトロゲイニングNIPPON2016沼津 プラサ�ヴェルデ

3 /26（土） 静岡県東部乳がん市民公開講座 プラサ�ヴェルデ

3 /26（土） ワールド・エコロジカルカー・チャンピオンシップ
5時間耐久人力車世界選手権 富士スピードウェイ

3 /26(土)～28(月) 第33回三島市バレーボールフェスティバル 三島市民体育館　他

3 /27（日） 第 3回白隠塾フォーラム プラサ�ヴェルデ

3 /27(日)～30(水) 第44回三島・田方高校サッカーフェスティバル 三島南二日町グラウンド　他

4 /16（土）～17（日） はるこん2016 プラサ�ヴェルデ

4 /16（土）・29（金） JFLリーグ 裾野市陸上競技場

4 /23（土）～24（日） 第87回　春のみどりまつり プラサ�ヴェルデ

5 /14（土）～15（日） ACO�CHILL’16 富士山樹空の森

5 /22（日） 第13回富士山国際ヒルクライム ふじあざみライン

6 / 3（金） 第19回ツアーオブジャパン富士山ステージ ふじあざみライン

6 / 4（土） 第11回御殿場ばら祭り 原里バラ園

6 / 5（日） 社会人サッカーリーグ 裾野市陸上競技場

6 / 6（月）～17（金） IEC/TC�34�Panel�Meeting�Numazu�Japan プラサヴェルデ

6 /18（土）～19（日） 第20回静岡県理学療法士学会 プラサ�ヴェルデ

7 /24（日） JFLリーグ 裾野市陸上競技場

7 /30（土）～31（日） 第31回富士山太鼓まつり 富士山樹空の森

▲第10回全日本女子オープンレスリング選手権



●パノラマロード　
　東名高速道路裾野IC付近から国道469号に向かう道沿いに
あるパノラマロードは、未来にのこしたい日本の花風景�「池
坊�花逍遥100選」にも選ばれている。
　富士山の稜線がくっきり見えるパノラマロードは、春には
菜の花と桜、初夏にはあじさい、秋にはコスモスと四季折々
の花と富士山が同時に見える絶景スポットなので、近くに来
られた際にはお立ち寄りを。

●ミツマルさんちのスモークチーズ
●ミツマルさんちのスモークベーコン
　河津桜のチップでスモークしています。封を切った瞬間に
広がるスモークの香りやコク、歯ごたえは最高級。
　スティックにベーコンとチーズを刺せば、ワイン、ビール
にはもちろん！　日本酒にも、焼酎にも良く合うおつまみに。
■ミツマル燻製所
　住所：〒410-1111　静岡県裾野市久根118-7
　TEL：055-993-7564

日　時　平成27年12月25日㈮～27日㈰
大会名　アスルクラロWinter�cup�U-10
会　場　沼津市：セレステグランド
長泉町：スルガヒルグランド
三島市：三島南二日町グランド
参加者　300人

日　時　平成28年 1 月14日㈭
大会名　平成28年新春広域懇談会　会員大交流会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　550人

日　時　平成28年 1 月21日㈭～23日㈯
大会名　第21回電子デバイス界面テクノロジー研究会
会　場　三島市　東レ総合研修センター
参加者　130人

日　時　平成27年11月18日㈬～20日㈮
大会名　2015年度（第30回）
　　　　画像符号化シンポジウム（PCSJ2015）
　　　　2015年度（第20回）
　　　　映像メディア処理シンポジウム（IMPS2015）
会　場　伊豆市　ラフォーレ修善寺
参加者　160人

▲第21回電子デバイス界面テクノロジー研究会

▲PCSJ2015／IMPS2015

▲アスルクラロWinter�cup�U-10

地元ならではの紹介 ▶ パノラマロードとミツマル燻製所（裾野市）



■電車貸切「反射炉ビヤガー電車」蔵屋鳴沢の地ビール「反射炉ビヤ」飲み放題プラン
　約 2時間40分の車内懇親会　▶プラサ ヴェルデから車で約20分　JR線利用で約10分

ユニークベニュー（開催地ならではの会議会場）▶ 反射炉ビヤガー電車［三島市］

●高精細印刷

SPECIAL
　三島市から伊豆市修善寺を繋ぐ鉄道「伊豆箱根鉄道駿豆線」（通称：い
ずっぱこ）で、企画列車として年に数回運行される「反射炉ビヤガー電
車」は、蔵屋鳴沢の地ビール「反射炉ビヤ」飲み放題で、売り出すと即
日完売するほどの大人気。
　この 3両一編成の電車を貸切で特別運行。オリジナルヘッドマークを
付けた列車を、三島駅と修善寺駅を約 2時間40分かけて往復運行します。

【設定期間】 7月～ 9月　※昨年実績
【利用人数】最大120名まで
【設定料金】3,800円　※昨年実績
　　　　　 往復運賃、反射炉ビヤ飲み放題、おつまみセット含む
【そ の 他】貸切運行につきましては別途ご相談ください。
【連 絡 先】伊豆箱根鉄道㈱鉄道部運輸課　055-977-1207

コンベンションビューロー賛助会員の
ご入会をお待ちしております。

　当ビューローでは、多くの皆様が県東部地域に訪れることで地域の活性化を図るため、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。

随時会員
募集中‼

〒410-0801　沼津市大手町1-1-3　沼津商連会館５階
TEL：055-964-1800　FAX：055-951-7877
URL：http://www/shizutou-cb/jp/

静岡県東部地域
コンベンションビューロー

事業報告 ▶ ITF2015 ・ IME2015に参加をして

▲ITF2015�静岡県ブースの様子

▲IME2015ブースの様子

▲三島市のみしまるくんと函南町のシロにゃん

　11月 6 ～ 9 日㈮～㈪にかけて、台湾の台北市で第23
回台北国際旅行博（ITF2015）が行われ、ビューロー
圈域の市町および美しい伊豆創造センターの圈域市町
の職員で静岡県東部地域をPRして来ました。
　来場者は 4日間で348,270人と前年よりも 1万人ほ
ど増えています。
　ブースでのパンフレ
ット配布や静岡県東部
地域の紹介をしたり、
ステージ上で伊東市の
尻つみ祭りで行われて
いる尻相撲を行い、台
湾の方々に静岡県東部
地域のPRが出来まし
た。
　また、三島市のみし
まるくんや函南町のシ
ロにゃんにも来てもら
い、盛り上げてもらい
ました。

　12月 9 ～10日㈬～㈭に東京都の東京国際フォーラム
で第25回国際ミーティングェキスポ（IME2015）が行
われ、当ビューローもブースを出展しました。
　国内外のコンベンション、学会や企業ミーティング
などMICEの案件を持つ主催者の方へ情報の発信など
を行いました。
　来場者は 2日間で1993人で、ブースに来られた方々
へ静岡県東部地域の施設や観光情報などを発信し、来
年度以降のコンベンション等に繋げていければと考え
ています。


