
●平成28年度国際観光プロモーション実績

7/14（木）～19（火） 台北国際夏季旅行博＆Touch The Japan
（STE & TTJ）での静岡県東部地域のPR

台湾の台北市で行われた旅行博に、美しい伊豆創造センターとともにブースを
出展し、東部伊豆地域のPRをしました。期間中に、周辺の旅行会社への、プ
ロモーションをしました。

11/28（月）～12/2（金） 中国旅行エージェントファムトリップ

富士山静岡空港利用促進協議会、美しい伊豆創造センターと共同して、中国の
旅行エージェント 6 名を招き、東部・伊豆地域内の観光施設を紹介しました。
12/1には三島市のプラザホテルにて、東部地域内の観光関係事業者との商談会
を行いました。

1/16（月）～20（金） 中国での富士山－伊豆地域観光プロモーション
富士山静岡空港利用促進協議会、美しい伊豆創造センターなどとともに、中国
の武漢・重慶・上海の旅遊局でのプロモーション活動や旅行会社への東部伊豆
地域の観光に関しての説明会を行いました。

2/2（火）・2/25（土）～26（日） 動画配信サイトbilibiliを用いたプロモーション

2日は富士山周辺の観光施設から生配信を行いました。
訪問先は、小山町の足柄温泉、須走浅間神社。裾野市のイエティ、ぐりんぱ、
サファリパーク。御殿場市の平和公園、御殿場高原ホテル、乙女駐車場。
配信中は平均 1 万 5 千人程が番組を見ていました。
25日から26日は、伊豆半島方面の観光施設から生配信を行いました。
熱海市の芸妓見番、河津町の河津桜、沼津市の戸田港、伊豆市の恋人岬、西伊
豆町の堂ヶ島など回りました。

3/11（土）～14（月）
3/16（木）～21（火）
3/27（月）～30（木）

中国・台湾のブロガーファムトリップ 富士山周辺、伊豆各地の取材旅行を行います。

▲STE & TTJでのブース風景 ▲STE & TTJでのステージイベント ▲中国旅行エージェントファムトリップ①

▲中国旅行エージェントファムトリップ② ▲中国での観光プロモーションの様子 ▲bilibili生配信の様子

〜国際観光プロモーション事業について〜
　静岡県東部地域コンベンションビューローでは、その広域性を活かして、また周辺の団体と協力をし、海外に
向けた観光プロモーション活動も行っています。
　中国の旅行エージェントのファムトリップや台湾で観光展への出展、旅行会社への観光プロモーション、中国
の動画配信サイトbilibiliを用いて中国へ静岡県東部地域の観光施設の動画生配信、タイで日系企業や旅行会社へ
の観光プロモーションなどを行いました。
　また、３年前よりFacebookを利用した台湾向けに情報発信なども行っています。
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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

静岡県東部地域で開催予定のMICE情報（平成29年 3 月～ 6月）

開催日 名　　　称 会　　場

3 /11（土） 静岡県東部乳がん市民公開講座 プラサヴェルデ

3 /18（土）～20（月） 第28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
裾野グラウンド

3 /19（日） フォトロゲイニングNIPPON2017 沼津　
～ぬまづの宝めぐりⅡ～ プラサヴェルデ

3 /20（祝・月） 春だ ! 祭だ!!よさリンピックで大避難訓練!!! プラサヴェルデ

3 /21（火）～ 4 /16（日） ねむの木学園のこどもたちとまり子美術展 プラサヴェルデ

3 /26（日） 第 5 回　駿河白隠塾フォーラム プラサヴェルデ

3 /26（日）～28日（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

4 / 1（土）～ 2（日） いけばな小原流関東信越地区青年部野外展 国立中央青少年交流の家

4 / 2（日） 第 5 回ドレスアップカーコンテスト2017 プラサヴェルデ

4 / 8（土）～ 9（日） 第 6 回富士山すそのパノラマロード
菜の花＆桜まつり パノラマ遊花の里

4 /23（日） 第 4 回深良用水まつり 深良小学校

5 /26（金） 第20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 /14（水） 尚友会65周年記念書展 プラサヴェルデ

6 /14（水）～15（木） QCサークル静岡地区 基本研修会 プラサヴェルデ

6 /17（土）・18（日） 静岡県ほたるサミット2017　沼津市大会 くるら戸田・プラサヴェルデ

6 /25（日） 第14回富士山国際ヒルクライム ふじあざみライン

▲第 2 回全苗連生産者の集い

日　時　平成28年10月13日㈭～14日㈮
大会名　第 2 回全苗連生産者の集い
会　場　伊豆の国市　長岡総合会館アクシスかつらぎ
参加者　280人

▲日本発生生物学会　秋季シンポジウム2016

日　時　平成28年10月19日㈬～21日㈮
大会名　日本発生生物学会　秋季シンポジウム2016
会　場　三島市　三島市民文化会館
参加者　123人

▲施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 静岡

日　時　平成28年10月13日㈭～14日㈮
大会名　施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 静岡
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　 1 ,000人

▲12th Japan-Korea Symposium on Materials and Interfaces

日　時　平成28年11月 2 日㈬～ 5 日㈯
大会名　 12th Japan-Korea Symposium on Materials and Interfaces
会　場　御殿場市　御殿場高原ホテル
参加者　127人



▲PCSJ2016 / IMPS2016

日　時　平成28年11月16日㈬～18日㈮
大会名　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）
会　場　伊豆市　ラフォーレ修善寺
参加者　160人

▲日本計算機統計学会　第30回シンポジウム

日　時　平成28年11月24日㈭～25日㈮
大会名　日本計算機統計学会　第30回シンポジウム
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　150人

▲新学術領域研究　第 4 回公開シンポジウム

日　時　平成28年11月16日㈬～17日㈭
大会名　新学術領域研究　第 4 回公開シンポジウム
会　場　三島市　三島市民文化会館
参加者　80人

日　時　平成28年11月27日㈰～12月 2 日㈮
大会名　ISO IEC JTC1 SC7 WG6国際会議
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　27人

日　時　平成29年 2 月 4 日㈯
大会名　第28回日本眼瞼・義眼床手術学会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　120人

▲NOLTA2016

日　時　平成28年11月27日㈰～30日㈬
大会名　 NOLTA2016（2016 International Symposium 

on Nonlinear Theory and Its Applications）
会　場　熱海市　ニューウェルシティ湯河原
参加者　280人

日　時　平成29年 1 月11日㈬
大会名　平成29年新春広域懇談会
会　場　沼津市　プラサヴェルデ
参加者　570人

第26回国際ミーティング・エキスポ（IME2016）に参加
　2016年12月 6 日㈫～ 7 日㈬に神奈川県のパシフィコ横浜においてIME2016が開催され、今年度も出展をして静
岡県東部地域のコンベンションの会場や観光についての紹介をしてきました。
　IMEとは国内唯一のコンベンション総合見本市です。
　昨年度と比べると、来場者は減りましたが、ブースへの来られた方、お話を聞かせていただいた件数は増えま
した。
　これも、沼津市のプラサヴェルデを含め、静岡県東部地域でコンベンションが開催できるという認知度が高まっ
てきたからであるかと思います。



●高精細印刷

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

●峰の雪もち
　小山町産のもち米「峰の雪」を100%使ったやわらか～いおもち。道の駅
でも大人気！
「お米日本一コンテストinしずおか」にて「最高金賞」 と「静岡県知事賞」
のW受賞を果たした「ごてんばこしひかり」と同じ条件で育ったもち米を、
毎朝「杵」でついて販売しています。つきたてのおもちは柔らかく、煮ても
焼いても、そのままでも美味しいと評判です。素材の味を生かし、シンプル
な「磯部焼き」がおススメ！

●道の駅ふじおやま
富士山のふもと！水と緑のやすらぎスペース
　道の駅ふじおやまは、静岡県の東端、小山町に位置し、国道246
号線沿いにあります。地場産品直売所「みくりやの郷」では、富士
山の湧水で育った地元の朝採り野菜や加工品が毎朝大量に並んでい
ます。売店では、小山町の特産品『水かけ菜』をはじめ、金太郎を
モチーフにしたオリジナル商品や厳選した銘菓を取り扱っています。
　施設内には、新鮮な地元野菜や小山町産『ごてんばこしひかり』
を使ったメニューが売りの「レストランふじおやま」や、金太郎バーガー・クレープ・スムージーなど手軽で美
味しいファストフードを販売する「ほっとスタンド金太郎」もあります。
■道の駅ふじおやま　 7：00～20：00（レストランは 8：00～20：00）年中無休
〒410－1326　静岡県駿東郡小山町用沢72－2　TEL：0550‐76‐5258
※駐車場100台分完備　小山町観光案内所併設

地元ならではの紹介▶「道の駅ふじおやま」と「峰の雪もち」（小山町）
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役員の紹介
会　長　岩﨑　一雄　沼津商工会議所会頭
副会長　大沼　明穂　沼津市長
　　　　豊岡　武士　三島市長
　　　　小野登志子　伊豆の国市長
監　事　森　　延彦　函南町長
　　　　髙橋　宏二　御殿場市観光協会会長

新会長のあいさつおよび新役員の紹介

岩﨑一雄新会長

　新会長に選任された沼津商工会議所の岩﨑でございま
す。
　静岡県東部地域の11市町の行政・商工団体・観光協会
の35団体で組織されたこのコンベンションビューロー
は、コンベンションをはじめとしたMICEを誘致するこ
とにより地域の活性化を図ることが目的であります。
　そのため、ビューローはこの地域のファンを増やし、
リピーターを増加させるために、ワンストップサービス
のホスピタリティーをもって仕事をすることをモットー
としております。MICEという手段を使って地域を売り
込むセールスマンとして働いてまいりたいと思います。
　設立10年目を迎えるこのビューローが、これまで以上
の成果を上げ、地域での無くてはならない役割を果たす
ことができるように皆様のお力やご助言をいただきなが
ら責務を果たしてまいります。


