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北陸の春を彩るとなみチューリップフェア（砺波市）
３００品種３００万本の色鮮やかなチューリップが皆さまをお迎えいたします。

『チューリップ四季彩館』（砺波市）
　チューリップは春を告げる代表的な花ですが、
チューリップ四季彩館は特別な技術で一年中いつで
もチューリップをご覧いただくことができる世界で唯
一の施設です。館内では、土の中に埋まる球根が持
つヒミツや、チューリップを愛する人の歴史・文化を
ちょっと不思議な体験と共に巡ることができます。

Pick up

Unique venue

DATA 〒939-1381富山県砺波市中村100-1
TEL 0763-33-7716・FAX 0763-33-0090 
https:// www. tulipfair.or.jp



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

MICEフューチャー・アクション2022 in 富山「MICEプレゼンテーション“都市・エリア対抗” コンテスト」
■日　時：2022年1月19日（水）13：30～16：00
■会　場：富山県南砺市「クリエイタープラザ桜クリエ」（本部会場）
■参加者：オンサイト参加35名・オンライン参加150名

1

　2020年7月に、日本コンベンション研究会の主催により、全国14都市を結んで開催された「MICEフュー
チャーアクション」が、今回は富山県南砺市を主会場に、オンラインを併用したハイブリッド形式で「MICEプレゼ
ンテーション“都市・エリア対抗” コンテスト」として開催されました。
　コンテストには、当ビューローも含め、北海道、東京、長崎など全国からMICE関連の10団体からエントリーが
あり、各地域のコンベンション開催地としての魅力をアピールしました。
　富山のプレゼンテーションでは、富山県のMICEプロモーション動画を紹介しながら、富山県がSDGs未来都市
に選定されたことや、コンベンション施設や食の魅力、充実した支援体制などをPRしました。
　また、コンテストの前日には、審査員をはじめ来県された関係者の皆さんに、地元南砺市の世界遺産相倉合掌
造り集落、城端曳山会館、城端別院善徳寺などを見学してもらい、冬の五箇山の魅力を満喫していただきました。
　今回のイベントでは、地方都市においてもオンライン等の通信環境の整備により、コンベンションの開催拠点となりえることをPRする良い機会となりました。

コンベンション・ボランティア実地研修会
■日　時：2022年2月25日（金）
■会　場：富山市民俗民芸村
■参加者：11名（ボランティア8名・事務局3名）

3

　コンベンション・ボランティアの資質向上を図ることを目的に、2月25日(金)にコンベン
ション・ボランティア実地研修会を開催しました。
　コロナの感染がまだ落ち着いていない状況での研修会でしたが、8名のボランティア
の方々にご参加いただきました。
　今回は、コンベンション参加者が気軽に楽しめる市内の観光スポットの案内を想定して、
富山市内を周遊する観光バスのコースを辿りながら、富山市民俗民芸村を訪ね、午前中
は村内の「篁牛人記念美術館」と「売薬資料館」の見学、午後からは「とやま土人形工房」で
土人形の絵付けを体験しました。
　「篁牛人記念美術館」では、館長から画家や作品にまつわる興味深い説明を伺い、また、
「売薬資料館」では、学芸員から「富山のくすり」の奥深い歴史などを解説していただき、あ
らためて見識を深めることが出来ました。
　午後からは、「とやま土人形工房」で、干支やアマビエ、フクロウの土人形に、それぞれ思い思いの絵柄を描いて、絵付け体験を楽しみました。
　コロナ感染の影響で3年ぶりに実施した実地研修会でしたが、ボランティア活動もままならない状況の中で、久しぶりにボランティアの皆さ
ん相互の交流を図ることが出来て、有意義な研修会となりました。

第31回国際MICEエキスポ・オンライン（IME2022 Online）
■日　　時：2022年2月16日（水）～17日（木）10：00～17：10
■商談方式：オンラインによる事前アポイント制
■参 加 者：セラー81団体・バイヤー150名
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　第31回国際MICEエキスポ・オンライン（IME2022 Online）（主催：JCCB、JNTO）が、2月16日
（水）～17日（木）の2日間にわたり、昨年に引き続き今年もオンラインで開催され、当財団は富山県
と共同で出展しました。
　今年はリアルに近い商談会が出来るように、新たにoVice（オヴィス）というオンラインシステムが
導入され、アポイント以外のバイヤーとの商談も可能となりました。
　今回は、海外からベトナム、シンガポール、韓国、タイの旅行会社や、日本の学会主催者や旅行会
社などのバイヤーから、合わせて10件のアポイントがあり商談を行いました。
　バイヤーからは助成金などの支援体制や富山ならではの特色のあるコンテンツ等を提案してほ
しいといった要望があり、県の送客助成制度、ハイブリッド開催に係る補助金制度や体験型のエクス
カーションとして南砺市井波のぐい呑みづくりや黒部ダムの新しい見学ルートなどを紹介しました。
　今後は引き続き、商談したバイヤーとコンタクトを取りながら、今後の誘致につなげていきたいと思います。
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県・市町

コンベンシ
ョンビュー

ローが

連携
県や市町の支援制度 積算対象 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

①県内観光

②伝統芸能

③シャトルバス送迎

④派遣サービス

（産業観光も含む）

（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（各項目毎の事業費5万円以上）

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

富山県開催補助金

　開催会場・宿泊ホテル・旅館の紹介
　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
　各種の観光パンフレットの提供　　など

※コンベンション開催の支援や富山の情報は、
　ホームページをご覧ください。
　URL https://toyama-cb.or.jp/support.html

延べ宿泊数
又は参加人数

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
（開催地の市町へお問い合わせください）

富山県観光振興室コンベンション・
賑わい創出課（076-444-4565）

最高 500万円

最高 800万円

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電車等の貸切運賃並びに公共
交通機関及び文化・観光施設等の利用料金

交流会・懇親会等で披露する富山県の伝統芸能・郷土芸
能等の出演料

分散した会場間や会場と県内各駅・空港等へ参加者を送
迎するシャトルバスや介護タクシー等の貸切運賃

通訳（手話通訳含む）・看護師・保育士・介護ヘルパー等の
サービスを受けるための派遣料

コンベンション会場に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、その他、参加者からの問い合わせに対応（英語対応可）

※ハイブリッド開催の場合、会場参加者のほかオンライン参加者も補助対象 (令和3～4年度)
（補助要件）・会場への県外参加者50人以上、国際規模の場合は10人以上（うち外国人5人以上）
　　　　　　・学会等のホームページに県の物産・観光情報サイトを掲載

●

●

●

●

●

開催補助最高額1300万円（県＋市町）

コンベンション・カレンダー
april june
4月 6月5月

may

５ 

月

４
月

令和4年度全国済生会病院長会定期総会
富山国際会議場 ANAクラウンプラザホテル富山 ［160人］

13
～14

交通政策フォーラム2022
ホテルグランテラス富山　［260人］

12
～14

ライオンズクラブ国際協会334-D地区
第68回地区年次大会
黒部市国際文化センター　［600人］

23

第59回中部地方下水道協会総会
ホテルニューオータニ高岡　［200人］

26

日本ケミカルバイオロジー学会第16回年会
富山国際会議場　［515人］

30
～6/1

６ 

月 第42回北信越学術大会富山大会（日本柔道整復師会）
ホテルグランテラス富山　［500人］

19

第12回最小侵襲脊椎治療学会（ＭＩＳＴ学会）
富山国際会議場　［600人］

23
～25

日本プロセス化学会2022サマーシンポジウム
富山県民会館ほか　［700人］

30
～7/1

春の息吹とともに、過ごしやすい季節となりました。

第42回日本登山医学会学術集会
富山大学黒田講堂　［530人］

18
～19 ハイブリッド開催

第30回環境化学討論会
富山国際会議場　［600人］

14
～16

６
月

日本貿易学会第61回全国大会
富山大学　［160人］

10
～12 ハイブリッド開催

第45回全日本川柳富山大会
富山国際会議場　［650人］

12

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今後延期や中止等となる場合もあります。 富山コンベンションビューロー　03



　今号の表紙で紹介した「となみチューリップフェア」は、例年、全国から多くの観光客が訪れる、富山の春を彩る大きなイベントです。チューリップは富
山県の県花で、富山は全国でも有数なチューリップの球根生産地です。フェアの会場内には「チューリップ四季彩館」があり、数百万本の多種多様な
チューリップが展示されており、一年を通して鑑賞することが出来ます。一面に咲き誇る見事なチューリップの花をぜひご覧いただきたいと思います。

編集後記

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（令和4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。

★は新規会員
※掲載は原則としてアイウエオ順。

寿し 割烹 夢八
㈲寿し処 佐々木
大衆割烹 あら川
たべ処 一粋
暖座クラシック 富山駅前店
㈱千里山荘
地産食彩 越中舞華
鶴喜
つるや本店
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
Bar 白馬舘
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
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 富山駅前CiC店
柳の下 末弘軒
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
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
北陸コカ・コーラボトリング㈱
㈱宮本工業所
YKK㈱

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
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
桜橋ビジネスホテル
㈱スカイインテック（タワー111）
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
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JALシティ富山
ホテルニュ－オ－タニ高岡
ホテルヴィスキオ富山
ホテルプライムイン富山
ホテルリラックスイン富山
ホテルルートイン高岡駅前
ホテル立山
弥陀ヶ原ホテル

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
炙庵 とやま鮨
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 きのか
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
割烹 小川
割烹 丸庄本田
季節料理とお酒 ひよこ
串焼旬菜 楽
㈱五万石
酒場 桜町笑店
酒場 トキシラズ
地魚・地酒 うお清
写楽
旬撰料理 順風満帆
松月
醸家
㈱四六八ちゃ

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㈱
西日本電信電話㈱ 富山支店
西日本旅客鉄道㈱ 金沢支社北陸広域鉄道部

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 富山支店
新富観光サービス㈱
㈲タイセイツアーズ
(一社)地域・観光マネジメント
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㈱
㈱宝来社
㈱山田写真製版所

１２　サービス業・その他
㈱アールエィティ レントオール富山
（一財）岩瀬カナル会館
浦野 光ヒロ
㈱エアプランツ
㈱オレンジ・ヴォイス・ファクトリー
北日本モーター㈱
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
富山ターミナルビル㈱
トヨタモビリティ富山㈱
日本海給食㈱
㈱ネクステージ
㈱ＰＣＯ
㈱宝来
北銀ソフトウエア㈱
北銀リース㈱
㈱ホクタテ
㈱弥生園芸

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

★

★
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