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第67回全日本広告連盟富山大会

　全日本広告連盟（略称・全広連）は昭和28年に設立され、広告主、媒体社、広告
会社等で構成される全国37地域の広告協会を会員とする、我が国最大の総合広告
団体です。年一回の全国大会では広告が社会生活に果たす役割などを考え、第67
回大会は県内で30年ぶりに開かれます。広告界における第一線級の方々に視察・
見学会なども通し、富山のポテンシャルを感じ取ってもらいたいと思っています。

2019年5月16日（木）・17日（金） 参加予定者：約1,200人
組織委員会会長：髙木　繁雄（富山広告協会会長）
オーバード・ホール、ANAクラウンプラザホテル富山、
富山市総合体育館
テーマ：広告の富を、次代に～「先用後利」の地から～
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公益財団法人 富山コンベンションビューロー
〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3
富山商工会議所ビル7F
TEL.076-421-3300
FAX.076-421-0963
URL : http://toyama-cb.or.jp/
E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp
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コンベンションコンベンションコンベンション ククッッピピトト スス

■日時：平成31年2月28日（木）
■会場：東京国際フォーラム（ホールE2）
■参加者：約940名

　第28回国際MICEエキスポ（IME2019）（主催：日本政府観光局・JCCB）
が、2月に都内の東京国際フォーラムにて開催されました。今年も全国からコ
ンベンション事業等を推進する財団などのセラー団体が出展し、コンベン
ション主催団体や関係者が多数訪れました。
　当日は富山県と当財団が共同で3つのブースを出展し、多くの学会や大会な
どの主催者（バイヤー）の方々が商談に訪れ、全国トップレベルのコンベン
ション開催支援補助制度や会議施設・宿泊施設などを詳しく紹介し、県内で
の学会等の開催に向け積極的な誘致に努めました。
　また、商談会に先立ち、国際会議の情報をセラー団体が共有する「ビジネ
スエクスチェンジ」が実施され、富山県からも県内で開催された国際会議案
件を紹介し、各団体相互に情報交換を行いました。

1 第28回国際MICEエキスポ（IME2019）

2 平成30年度国際会議海外キーパーソン招請事業（Meet Japan 2019）

3 平成30年度コンベンション・ボランティア実地研修会

■日時：平成31年2月26日（火）～2月28日（木）
■会場：東京国際フォーラムほか
■参加者：海外キーパーソン14名ほか

　日本政府観光局（JNTO）が主催する「平成30年度国際会議海外キーパーソ
ン招請事業」が、2月下旬に、富山をはじめ国内21の都市が参加して開催され
ました。この事業は、国際会議の開催地決定に権限を持つ海外の主催団体等の
キーパーソンを招請し、日本側の関係者との商談会や開催候補地の視察を通じ
て、開催地としての日本の魅力を伝え、国際会議の日本誘致の促進を図ること
を目的に毎年実施されています。
　富山では、アメリカ、オーストラリア、イスラエル、ベルギーからのバイ
ヤー等の関係者を招いて、世界遺産の五箇山、砺波の若鶴酒造大正蔵や富山市
内の富山国際会議場、ガラス美術館などのMICE関連施設を視察しました。視
察後は東京で商談会があり、富山のMICE開催地としての魅力を紹介し、今後
の国際会議の誘致に向けての貴重な情報を得る機会となりました。

■日時：平成31年3月12日（火）
■場所：越中八尾ベースOYATSU・桂樹舎ほか
■参加者：ボランティア28名ほか

　コンベンション・ボランティアのインフォメーション業務の資質向上を図るこ
とを目的に毎年実施しているコンベンション・ボランティア実地研修会を、3月12
日（火）に開催しました。
　今回は富山市八尾町の旧町を訪ね、午前中はおわらの町の新しい観光スポット
である「越中八尾ベースOYATSU」、午後は八尾和紙で有名な「桂樹舎」を訪問
し見聞を深めました。
　「越中八尾ベースOYATSU」では、女将の原井紗友里氏から、おわらの時期以
外でも八尾に観光客が通年で訪れる仕組みづくりや、八尾の町の見どころなどを
紹介していただきました。
　昼食後は参加者がそれぞれ自由に街歩きを楽しんだ後、「桂樹舎」で伝統的な八
尾和紙の紙漉きを体験しました。
　参加されたボランティアの皆さんにとって、八尾の魅力を再確認できた有意義
な研修会となりました。
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コンベンション・カレンダー
april june
4月 6月5月
春の息吹とともに、過ごしやすい季節となりました。

may

４

　月

５

　月

５

　月

ライオンズクラブ国際協会３３４-Ｄ地区
第６５回地区年次大会
富山県産業創造センター　［１，５００人］

２０

２９th Annual Meeting of the Society
for the Neural Control of Movement
第２９回神経運動制御学会
富山国際会議場　［３００人］　

２２
～２８

第１４回法人会全国女性フォーラム富山大会
富山産業展示館　［１，７５０人］　

２５
～２７

（一社）軽金属学会第１３６回春期大会
富山国際会議場　富山市民プラザ　ほか　［５５０人］

１０
～１３

第６７回全日本広告連盟富山大会
富山市芸術文化ホール　ほか　［１，２００人］

１６
～１７

（公社）日本薬剤学会第３４年会
富山国際会議場　富山市民プラザ　［１，０５２人］

１６
～１８

第７１回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会
富山国際会議場　富山市民プラザ　［５３０人］　

２３
～２４

全国水道企業団協議会第６３回総会
Royal Hotel 富山砺波　［２００人］

２３
～２４

２３
～２６

２０１９日台観光サミット in 富山
ANAクラウンプラザホテル富山　ほか　［３２０人］

２５
～２６

一般公開そば講座＆段位認定講習会 in 富山
富山国際会議場　［５００人］

１
～２

第４７回北陸産科婦人科学会
富山国際会議場　［６００人］

５
～７

２０１９年中部ブロック児童養護施設
・乳児院研究協議会「富山大会」
ホテルグランテラス富山　パレブラン高志会館　［２２０人］

７
～８

２０１９年度（一社）日本樹木医会・富山大会
富山県民会館　［３５０人］

２０
～２１

第５５回日本保育協会北信越ブロック保育連絡協議会
ホテルグランテラス富山　［３００人］

２８ 日本学術会議 in 富山
富山大学　［２５０人］

６

　月

２６ ライオンズクラブ国際協会３３４複合地区
第６５回年次大会 in 富山
富山オーバードホール　［２，２００人］

富山コンベンションビューロー　03

コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

1. 県や市町の支援制度

富山県開催補助金 延べ宿泊数

積算対象

富山県観光振興室コンベンション・賑わい創出課　　
（076-444-4565）へ問い合わせください。

申請先及び担当課（問合わせ先)

上限額

最高
３０万円
①～④を
合計した上限

各限度額

１０万円

５万円

補助率

必要経費の
１／２以内

（千円未満切り捨て）

補助対象補助事業

インフォメーション業務

県内観光

伝統芸能

シャトルバス送迎

派遣サービス

（産業観光も含む）

最高 800万円

2. （公財）富山コンベンションビューローの支援制度
①コンベンション開催支援補助（県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

②コンベンション・ボランティア派遣
    （ブロック規模以上で参加者300人以上かつ県外参加者100人以上、又は国際規模のコンベンション）

③その他の支援制度

市町開催補助金

● 富山空港やJR新幹線駅での歓迎看板の掲示　　　● 資料入れ用のコンベンションバッグの提供
● 飲食・お土産マップ（食べ飲みマップ）の提供　● 観光パンフレットの提供　など

延べ宿泊数
又は参加人数

市町により補助額が異なります。
（開催地の市町へ問い合わせください）最高 500万円

コンベンションタクシー
富山県で開催されるコンベンション（県外参加者50名以上）に参加するために来県され、
県内の宿泊施設に宿泊された方がタクシーで県内観光される場合、タクシー料金が半額。

補助金額

県内観光のためのバスやライトレール等の貸切運賃及び
「富岩水上ライン」等の遊覧船代など

交流会等で披露する県の伝統芸能等の出演料

分散した会場間や会場と県内各駅・空港等への送迎代

通訳・看護師・保育士等のサービスを受けるための派遣料

インフォメーションコーナーを設置し、会場案内や観光地、特産品、宿泊施設、飲食店等の案内など。

アシスタント業務
事前の資料詰めや当日の受付の補助、資料配布、手荷物一時預かりなど。
ボランティア派遣人数は、1コンベンションあたり1日最大4人、延べ12人まで

開催宿泊補助最高限度額1300万円（県＋市町）
県・市町

コンベンシ
ョンビュー

ローが

連携



　新しい元号を迎える今年は、国内初開催となる「ラグビーワールドカップ」などの大きなイベントが予定されていますが、富山でも本号の表
紙で紹介した5月の「全日本広告連盟富山大会」や10月の「日本青年会議所全国大会」などの大型コンベンションのほか、「日台観光サミット」
や「世界で最も美しい湾クラブ総会」などの国際会議も数多く開催され、ビューローにとっては、例年以上に忙しい１年になりそうです。

編集後記

コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿公益財団法人　富山コンベンションビューロー賛助会員名簿
私たち賛助会員（平成31年4月1日現在）は、富山でのコンベンションによる
地域振興を願っています。

醸家
末弘軒
寿し・割烹夢八
すし健
寿し富
すし八
たべ処一粋
たべどころ　のみどころ　いろり
暖座クラシック富山駅前店
地産食彩越中舞華
長八富山駅前店
鶴喜
つるや本店
天米　県庁前店
㈱ＴＯＣＯ
十々八
富山すし居酒屋花より魚
とやまの味処　漁火
富山の彩　かさ桜亭
西町大喜
八兆屋駅の蔵富山駅店
浜とみ
ビストロＤＡＮＺＡ
ビストロデュマルシェゴッツォーネ
ひよこ
美和食　額
仏蘭西屋洋酒肆
仄香
ボンジュールＳＡＫＡＴＡ富山駅前店
美乃鮨
麺家いろは
ろばた焼　浜っ子
我家的厨房Big５

３　食料品・土産
㈲味の笹義
㈱あるぺん村　
㈱池田屋安兵衛商店
㈱梅かま
大塚屋製菓店
㈱大野屋
㈱河内屋
㈱芝寿し
㈱大和富山店
㈲田尻酒店
㈲竹林堂
㈲月世界本舗
富山県いきいき物産㈱
㈱中尾清月堂
日の出屋製菓産業㈱
㈱ボンリブラン
㈱桝田酒造店
㈱源
杢目羊かん本舗鈴木亭
若鶴酒造㈱

４　建設業
㈱押田建築設計事務所
佐藤工業㈱北陸支店
塩谷建設㈱
住吉工業㈱
米原商事㈱

５　製造業
㈱アイザック
㈱あつみファッション
㈱広貫堂
サカヰ産業㈱
サクラパックス㈱
三協立山㈱
㈱セキノ興産
テイカ製薬㈱
東亜薬品㈱
㈱富山フォーム印刷
日医工㈱
㈱能作

○
○

○

○

○

○

○

○新規会員 ※掲載は原則としてアイウエオ順。

１　宿泊・会場
アパヴィラホテル〈富山駅前〉
ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
宇奈月国際ホテル
黒部・宇奈月温泉 やまのは
延対寺荘
延楽
オークスカナルパークホテル富山
金太郎温泉
黒部市宇奈月国際会館「セレネ」
コンセプトホテル和休
コンフォートホテル富山駅前
㈱スカイインテック
スカイホテル魚津
スパ・アルプス
ダイワロイネットホテル富山
高岡マンテンホテル駅前
立山国際ホテル
剣の湯ドーミーイン富山
東横INN富山駅新幹線口Ⅰ
東横INN富山駅新幹線口Ⅱ
富山エクセルホテル東急
富山大手町コンベンション㈱（富山国際会議場）
（一財）富山勤労総合福祉センター（呉羽ハイツ）
（一財）富山県産業創造センター（高岡テクノドーム）
（公財）富山県文化振興財団（富山県民会館）
（一社）富山県労働者福祉事業協会（ボルファートとやま）
（一財）富山産業展示館（テクノホール）
㈱富山市民プラザ
（公財）富山市民文化事業団（オーバード・ホール）
富山第一ホテル
富山電気ビルデイング㈱
富山マンテンホテル
パレブラン高志会館
ホテルアクア黒部
ホテルアルファーワン富山荒町
ホテルアルファーワン富山駅前
ホテルグランテラス富山
ホテルグランミラージュ
ホテルニュ－オ－タニ高岡
ホテルプライム富山
ホテルリラックスイン富山
ホテルルートイン高岡駅前
ホテルルートイン富山インター
ホテル立山
弥陀ヶ原ホテル
ルートイングランティア氷見 和蔵の宿

２　飲食業
アーバンプレイステナント会
会乃風総曲輪本店
いきいき亭
居酒屋　八五郎
居酒屋ほそかわ
磯炙
海幸山幸　越中茶屋
越中膳所　海の神山の神
越中の台所　季の香
江戸前　寿司正
お座敷とやま鮨
海鮮居酒屋ヤットルゾー五條
廻転とやま鮨　富山駅前店
廻転とやま鮨　きときと空港店
カクテルバー　白馬舘
割烹　あら川
割烹　小川
割烹　丸庄本田
漁菜亭
串もん家　らく
㈱五万石
㈱五万石千里山荘
地魚地酒うお清
Z's Café Halal BBQ
示野珈琲
写楽
順風満帆
松月

北陸コカ・コーラボトリング㈱
㈱宮本工業所
ＹＫＫ㈱

６　卸・小売・商社
イワイ㈱
金岡忠商事㈱
㈲スマックコーポレーション
㈱瀬戸
富山いすゞ自動車㈱
富山石油㈱
富山日野自動車㈱
北酸㈱
北陸砂糖㈱
北陸中央食品㈱
㈱明文堂
菱越電機㈱
㈱若林商店

７　金融・保険業
㈱富山銀行
富山県信用組合協会
富山県信用保証協会
富山信用金庫
㈱富山第一銀行
㈱北陸カード
㈱北陸銀行

８　輸送通信業
あいの風とやま鉄道㈱
㈱インテック
加越能バス㈱
黒部峡谷鉄道㈱
全日本空輸㈱富山支店
立山貫光ターミナル㈱
立山黒部貫光㈱
トナミ運輸㈱
富山交通㈱
富山港湾運送㈱
富山地方鉄道㈱
富山ライトレール㈱
西日本電信電話㈱富山支店
西日本旅客鉄道㈱金沢支社富山地域鉄道部

９　電気・ガス業
日本海ガス㈱
北陸電力㈱富山支店

１０　旅行業
㈱近畿日本ツーリスト中部富山支店
㈱ＪＴＢ中部富山支店
新富観光サービス㈱
㈲タイセイツアーズ
中部観光㈱
東武トップツアーズ㈱富山支店
富山地鉄サービス㈱
㈱日本旅行富山支店
名鉄観光サ－ビス㈱富山支店

１１　広告・印刷
朝日印刷㈱
㈱金沢舞台
㈱キタカド
北日本印刷㈱
㈱北日本新聞開発センター
㈱グッドラック
㈱シ－・エ－・ピ－
大栄印刷㈱
㈱チューエツ
㈱電通西日本富山支社
とうざわ印刷工芸㈱
㈱とさ
富山スガキ㈱
中村印刷工業㈱
ハマ企画㈱
㈱ブレーンマーカー
㈱宝来社

㈱山田写真製版所

１２　サービス業・その他
I S K㈲
㈱アールエィティ　レントオール富山
アウル㈱
（一財）岩瀬カナル会館
㈱エアプランツ
㈱オレンジ・ヴォイス・ファクトリー
木林会計事務所
呉羽観光㈱呉羽カントリークラブ
㈱サウンド・ソニック富山支社
㈱スキル
第一レンタル㈱
㈱富山育英センタ－
富山空港ターミナルビル㈱
㈱富山県総合情報センター
（一財）富山市ガラス工芸センター
富山総合ビルセンター㈱
富山ターミナルビル㈱
㈱トヨタレンタリ－ス富山
日本海給食㈱
㈱ネクステージ
㈱ＰＣＯ
㈱フードシステム
㈱宝来
北銀ソフトウエア㈱
北銀リース㈱
㈱ホクタテ
㈱ラックス

１３　報道関係
㈱北日本新聞社
北日本放送㈱
㈱チュ－リップテレビ
富山エフエム放送㈱
富山新聞社
富山テレビ放送㈱
㈱読売新聞社東京本社北陸支社

１４　各種団体
（協）総曲輪通り商盛会
（公財）高岡地域地場産業センタ－
（公社）とやま観光推進機構
富山県印刷工業組合
（公社）富山県看護協会
（福）富山県社会福祉協議会
（公財）富山県新世紀産業機構
富山県ホテル旅館生活衛生同業組合
（公財）富山県民福祉公園
富山県理容生活衛生同業組合
富山個人タクシー（協）
富山市商店街連盟
富山市ホテル旅館事業（協）
富山ます寿し（協）
（一財）北陸経済研究所

１５　商工会議所
富山商工会議所　　高岡商工会議所
氷見商工会議所　　射水商工会議所
魚津商工会議所　　砺波商工会議所
滑川商工会議所　　黒部商工会議所

１６　地方自治体
富山県　　富山市　　高岡市
射水市　　魚津市　　氷見市
滑川市　　黒部市　　砺波市
小矢部市　南砺市　　上市町
立山町　　入善町　　朝日町
舟橋村

１７　個人会員
小林延嘉　　舘　清文　　中山喜徳

○

○

○
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