
富士山麓にファルマバレーセンターがオープン
～世界レベルの高度医療・技術開発を目指して～

　意外と知られていませんが、静岡県は医薬品・医療機器の合計生産額は全国トップなのです。
　静岡県東部地域を中心とした、世界レベルの高度医療・技術開発を目指して先端的な研究開発を促進し、医療
からウエルネス産業にいたる先端健康産業の振興と集積を図る目的として、ファルマバレーセンターが９月１日
にオープンしました。
　静岡がんセンターにも隣接しているため、医療健康分野の研究開発拠点としてはもちろん、異業種交流拠点と
しても高い期待を寄られています。
　また、ファルマバレーセンター内には会議室があり、そこで会議や研修を行うことも可能です。（会議室は有
料となります。）
　ビューローとしては、関連する医療関係の学会や医療機器等の企業の研修などを静岡県東部地域で開催してい
ただけるよう、誘致・支援をしていきたいと考えています。

連絡先：ファルマバレーセンター（静岡県医療健康産業研究開発センター）
住　所：静岡県駿東郡長泉町下長窪1002-1　TEL：055-980-6333

長泉町提供

▲大会議室

▲中会議室

▲小会議室▲正面玄関 ▲正門

▲交流ホール
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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

静岡県東部地域で開催予定のMICE情報（平成28年11月～平成29年 3 月）
開催日 名　　　称 会　　場

11/ 2（水）～ 4（金） 日韓材料界面シンポジウム 御殿場高原時之栖
11/ 9（水）～13（日） 三井住友VISA太平洋マスターズ 太平洋クラブ御殿場コース
11/12（土） 遊漁船業務主任者講習 プラサヴェルデ
11/15（火） 平成28年静岡県暴力追放・銃器根絶県民大会 プラサヴェルデ

11/16（水）～17（木）
第 4 回　公開シンポジウム

「生殖細胞のエピゲノムダイナミクスとその制御」
「ステムセルエイジングから解明する疾患原理」

三島市民文化センター

11/16（水）～18（金） 2016年度（第31回）画像符号化シンポジウム（PCSJ2016）/
2016年度（第21回）映像メディア処理シンポジウム（IMPS2016） ラフォーレ修善寺

11/19（土） FUJI MARATHON FESTA2016 富士スピードウェイ
11/23（水）～25（金） 日本計算機統計学会　第30回シンポジウム プラサヴェルデ

11/24（木） 日本計算機統計学会　市民講座
山本昌邦氏「心をつかむ人材育成」 プラサヴェルデ

11/26（土） 糖尿病市民公開講座 プラサヴェルデ
11/27（日）～12/ 1（木） ISO/IEC JTC 1 /SC 7 /WG 6  国際会議 プラサヴェルデ
12/16日（金） ふじのくに人権フェスティバル プラサヴェルデ
1 /20（金） 静岡銀行・静岡経済研究所共催　2017年 新春講演会 プラサヴェルデ
1 /22（日） 金融財政事情研究会　検定試験 プラサヴェルデ

1 /29（日） 静岡県介護支援専門員協会　
平成28年度第 2 回東部支部研修 プラサヴェルデ

2 /18（土） 平成28年度　静岡県院内がん登録実務者研修会 プラサヴェルデ
2 /22（水） 平成28年度　建築士定期講習 プラサヴェルデ
2 /23（木） （公社）全日本不動産協会　宅地建物取引士 法定講習会 プラサヴェルデ
3 /11（土） 静岡県東部乳がん市民公開講座2017 プラサヴェルデ

3 /18（土）～20（月） 全国レディースサッカー大会 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド

3 /26（日）～28（火） 第34回三島市バレーボールフェスティバル（高校女子の部） 三島市民体育館他

▲第42回肺癌診断会

▲第 8 回伊豆の国SPAカップ

日　時　平成28年 6 月22日㈬
大会名　平成28年度静岡県学校農業クラブ連盟
　　　　各種発表県大会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　600人

日　時　平成28年 6 月30日㈭～ 7 月 2 日㈯
大会名　第42回肺癌診断会
会　場　熱海市　KKRホテル熱海
参加者　131人

日　時　平成28年 7 月 2 日㈯～ 3 日㈰
大会名　第 8 回伊豆の国SPAカップ
会　場　伊豆の国市　長岡体育館
参加者　250人

日　時　平成28年 7 月 9 日㈯
大会名　第52回中部形成外科学会学術集会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　200人



▲日本高専学会第22回年会

▲2016年度グラム陽性菌ゲノム機能会議 ▲日本遺伝学会第88回大会

▲2016全日本知的障がい者サッカー交流大会

▲第55回東海地区知的障害関係施設施設長等研究協議会

▲2016静岡カップ第 2 回女子トレセン（U-12）選抜サッカー大会

▲第13回DREAM CUP

▲日本国民救援会第58回全国大会 ▲自治労連東海地連第38回スポーツ大会

日　時　平成28年 7 月17日㈯～18日㈰
大会名　2016静岡カップ第 2 回女子トレセン（U-12）
　　　　選抜サッカー大会
会　場　三島市　南二日町人工芝グラウンド
参加者　203人

日　時　平成28年 9 月15日㈭～16㈮
大会名　第55回東海地区知的障害関係施設長等
　　　　研究協議会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　250人

日　時　平成28年10月10日㈪～12㈬
大会名　第 7 回日本ジオパーク全国大会
　　　　日本ジオパーク伊豆半島大会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　3000人

日　時　平成28年 7 月22日㈮～23日㈯
大会名　第32期特許戦略スタッフ会議
会　場　沼津市　東部地域イノベーションセンター
参加者　36人

日　時　平成28年 7 月24日㈰
大会名　第25回静岡東部陸上カーニバル
会　場　沼津市　愛鷹多目的競技場
参加者　1500人

日　時　平成28年 7 月30日㈯～31日㈪
大会名　第13回　DREAM CUP
会　場　裾野市総合運動公園野球場、裾野市トヨタ野球場
参加者　186人

日　時　平成28年10月 2 日㈰
大会名　沼津チャリティーラン
会　場　沼津市　ニューウェルサンピア沼津
参加者　1300人

日　時　平成28年 7 月30日㈯～ 8 月 1 日㈪
大会名　日本国民救援会第58回全国大会
会　場　熱海市　ホテル大野屋
参加者　356人

日　時　平成28年 8 月27日㈯～28日㈰
大会名　日本高専学会第22回年会
会　場　沼津市　沼津工業高等専門学校
参加者　200人

日　時　平成28年 8 月29日㈪～30日㈫
大会名　2016年度グラム陽性菌ゲノム機能会議
会　場　熱海市　KKRホテル熱海
参加者　89人

日　時　平成28年 9 月 7 日㈬～10日㈯
大会名　日本遺伝学会第88回大会
会　場　三島市　日本大学国際関係学部三島駅北口校舎
参加者　381人

日　時　平成28年 9 月10日㈯～11日㈰
大会名　第31回日本皮膚外科学会総会・学術集会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　300人

日　時　平成28年 8 月 5 日㈮～ 6 日㈯
大会名　自治労連東海地連第38回スポーツ大会
会　場　沼津市　沼津市民体育館
参加者　182人

日　時　平成28年 8 月 6 日㈯～ 7 日㈰
大会名　2016全日本知的障がい者サッカー交流大会
会　場　裾野市　時之栖スポーツセンター
参加者　600人

日　時　平成28年 8 月24日㈭～25㈮
大会名　第67回関東地区学校農業クラブ連盟大会
　　　　平成28年度静岡大会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　600人



ユニークベニュー（開催地ならではの会議会場）▶駿河湾サンセットクルージング［沼津市］

●高精細印刷

■夕日を眺めながらのレセプション、びゅうおの優しい光に癒される
　▶プラサヴェルデから約10分

SPECIAL
　遊覧船「ちどり」を貸し切り、沼津港から２時間ほど駿河湾を周遊しながら
懇親会ができるプランです。
　食事は船内にて海鮮バーベキューをとなります。
　時期・時間帯によっては、綺麗な夕日を眺めることもでき、夜はライトアッ
プされた大型展望水門のびゅうおに癒されることができます。

【タイムスケジュール（例）】
　17：00　沼津港到着
　17：05　沼津港出発　クルージング・レセプション開始
　19：05　沼津港到着
　19：20　ホテル到着

【設定期間】通年（雨天運航可。波や風の強い日は開催できない場合もあります）
【利用人数】最大80名（最少40名）
【設定料金】6,000円/人（食事＋飲み放題＋船代込【税込】）
※それ以下の人数での実施については応相談となります。

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

●御殿場みくりやそば
　御

み く り や

厨（御殿場・小山・裾野）地方に古くから伝わる郷土料理。大晦日や正
月、お祝いなど、人が集まるときのごちそう・宴の最後に締めの一品として
振舞われます。具材は鶏肉・人参・椎茸。山芋・自然薯をつなぎに打ったそ
ばと、富士山の伏流水で作るつゆは相性抜群。
　御殿場市内の30店舗以上で提供されています。
　詳しくは「御殿場みくりやそば」で検索！

●富士山樹空の森
富士山のふもとで遊んで学んで癒される空間
　約6,000㎡の芝生広場「ふれあい広場」や、子供たちに人気
のアクティビティーがある「冒険の丘」など樹空の森はご家族
連れで楽しめます。ここでは誰もが森の子供です。１日の疲れ
は、隣接の温泉施設「御胎内温泉健康センター」で癒せます。
　ビジターセンター内にある「天空シアター」ではプロジェク
ションマッピングにより富士山周辺を雲の上から見下ろしたよ
うに楽しめ、富士山のことも学べます。

■富士山樹空の森　 9 ：00～17：00（12～ 2 月は16：00まで）火曜定休
〒412-0008　御殿場市印野1380-5　TEL：0550-80-3776
※無料駐車場（約200台）あります。

地元ならではの紹介▶「富士山樹空の森」と「御殿場みくりやそば」（御殿場市）


