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成都成都

世界と、アジアと、
ストレスなく
つながる
2,000km圏内に東アジアの主要都市が存在する
福岡は、海外からの直行便が多く、東アジアで日
帰り国際会議が開催できる唯一の都市です。この
地の利を活かし、2008年には、太宰府市の九州
国立博物館を会場として、歴史的な「日中韓首脳
会議」が開催される等、アジア太平洋地域の重要
なミーティングが数多く開催されています。
また、国際ハブ空港との接続の良さから、欧米の
各都市間のアクセスもスムーズです。

2014年の「福岡空港・博多港から入国した外国人
の数」は、３年連続で過去最高を更新。前年より30
万人増の120万人となりました。韓国を筆頭に、台
湾、中国、香港、タイからの入国者数が大きく、伸び
率では、直行便が就航しているタイ、香港、シンガ
ポール、オランダに加えてドイツが伸びています。

Accessibility

出典）「平成26年 外国人入国者数［確定値］について」経済観光文化局観光戦略課

福岡空港国際線ターミナル

福岡空港国際線ターミナル 博多港国際線ターミナル

年間120万人の外国人が福岡へ。
その数は年々増加しています。

［アクセスの利便性］

2015年9月現在

福岡が選ばれる理由

国際線 飛行機（272便/週） 国内線主要空港（784便/週）

ソウル
プサン
上海
北京（経由含む）
大連
広州
南京
成都（経由）
高雄
青島（経由）
武漢（経由）
台北（経由含む）
香港（経由含む）
マニラ
バンコク（経由含む）
シンガポール（経由含む）

1ｈ 20ｍ
55ｍ
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新幹線（250便/日）

国際線 フェリー・高速船（26便/週）

都市 所要時間 便数（週） 都市 所要時間 便数（週） 都市 所要時間 便数（週）

都市 所要時間 便数（日）

都市 所要時間 便数（週）

羽田（東京）
成田（千葉）
中部（愛知）
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仙台（宮城）
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4ｈ 55ｍ
5ｈ 25ｍ
3ｈ 45ｍ
7ｈ 50ｍ

10ｈ 30ｍ

プサン（フェリー）
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広島
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■福岡空港・博多港から入国した外国人の数
　国籍・地域別推移

写真提供：福岡市
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Hospitality

空港から市街地への交通アクセスの良さは、世界の
主要都市のなかでも最高クラス。福岡空港から中央
駅の博多駅へは地下鉄でわずか５分、中心市街地の
天神までは10分という近さです。空港、会議施設、市
街地が半径2.5km圏内に位置するほか、都心部に
神社・仏閣や海浜リゾート、最先端のショッピング施
設などがコンパクトにまとまっており、日本の伝統と
新しさが混在した魅力あふれる都市です。

Compact and Stress-free

空港、会議施設、市街地が半径2.5km。
魅力あふれるコンパクトシティ

［コンパクト性］

福岡市の食料物価の安さは20大都市中で第１位。家賃を除く総合物価も第２位と、費
用対効果の良さも福岡の魅力のひとつです。全国のビジネスマン1,000人を対象とし
た調査（日経産業消費研究所調べ）でも「住み良かったところ」全国1位、また、イギリス
の雑誌「MONOCLE」（2015）の評価では世界12位となっています。

大都市なのにコストもコンパクト。
費用対効果の高さにも注目！

94.9円

食 料

51都市の
平均を100円と
した時の金額

資料『ふくおかの統計（平成25年5月号）』
※20大都市…政令市（相模原市を除く）及び東京都区部
※51都市とは都道府県庁所在市（東京都については東京都区部）及び政令指定都市
　（川崎市、浜松市、堺市及び北九州市）

51都市の
平均を100円と
した時の金額

家賃を除く 総合

98.1円

■大都市の消費者物価地域差指数

20大都市中

1位
20大都市中

2位

主催者にも、参加者にも、
最高の満足を

［おもてなし］

コンベンションゾーン

天 神
博多駅

福岡空港
国際線ターミナル

福岡空港
国内線ターミナル

10分
（バス）

5分
（地下鉄）

5分
（地下鉄）10分

（バス）

18分
（バス）

20分
（タクシー）

10分
（シャトルバス）

博多港

■主要都市の空港から市街地へのアクセス比較

福岡（福岡-博多駅）
東京（羽田-東京駅）
千葉（成田-東京駅）
大阪（関西-大阪駅）
京都（関西-京都駅）
シンガポール
バンコク
ソウル

3.3km
20km
79km
51km
99km
18km
30km
30km

地下鉄
快速電車
特急電車
電車
電車
電車
電車
電車

都市 距離

5分
36分
60分
55分
79分
30分
20分
33分

交通機関 所要時間

福岡が選ばれる理由

■国内主要都市の国際会議開催数の比較（JNTO調査）

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

東京 543

東京 531

東京 500

東京 470

東京 491

東京 497

福岡 336

福岡 253

福岡 252

福岡 221

福岡 216

福岡 206

京都 202

横浜 226

京都 196

横浜 169

横浜 174

横浜 179

横浜 200

京都 176

横浜 191

京都 137

京都 155

京都 164

名古屋 163

大　阪 172

大　阪 140

名古屋 112

名古屋 122

名古屋 124

年

1位 2位 3位 4位 5位

年 月 会議・イベント 会 場 参加者数

2016 6 第99回ライオンズクラブ国際大会 福岡 ヤフオク!ドーム・マリンメッセ福岡 等
他4施設 35,000

2016 6 世界コミュニケーション学会（ICA2016） ヒルトン福岡シーホーク 2,000

2015 2 アジア太平洋地域
インターネット運営技術会議（APRICOT2015） 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡他 1,000

2015 8 ICCAアジア太平洋地区
ビジネスワークショップ2015 ヒルトン福岡シーホーク 40

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡他2014 7 国際コンピューター支援放射線医学・
外科学会議（CARS2014） 700

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・
ホテルニューオータニ博多2012 11 ライオンズクラブ東洋東南アジアフォーラム

（OSEAL2012） 17,396

九州国立博物館2008 12 日中韓首脳会議 200

福岡国際会議場2006 10 第20回世界政治学会福岡大会 2,000

福岡国際会議場・福岡サンパレス・マリンメッセ福岡2005 10 第56回国際宇宙航行連盟大会 2,300

福岡国際会議場2004 11 第59回国際青年会議所世界会議福岡大会 12,000

ヒルトン福岡シーホーク・福岡 ヤフオク!ドーム2002 11 第14回東アジア西太平洋電力協会　福岡大会 2,200

■主な国際会議の開催予定・実績 （分野別実績はP7～P12参照）

会議、イベント等の誘致を促進するために組織強化された
Meeting Place Fukuoka（MPF）が、会場探し、視察受入れから
アフターコンベンションの情報提供に至るまで総合的に支援しま
す。旅行・交通・コンベンションの企画運営などのプロフェッショナ
ル集団によるワンストップサービスで、主催者のご満足をお約束し
ます。受け入れ体制の充実ぶりは、国際会議の開催件数の多さや
豊富な「おもてなし」実績が実証。福岡市における国際会議の開催
件数は、6年連続で全国２位となっています。

※MPFのワンストップサービスについては、37～40ページで詳しくご紹介しています。

ICCAアジア太平洋地区
ビジネスワークショップ
2015を開催しました！

日程：2015年8月26日～28日
会場：ヒルトン福岡シーホーク

※ＩＣＣＡ…国際会議協会（International Congress and
　　　　　 Convention Association）の略称

おもて
なし例

福岡の誠実な「おもてなし」が、
参加者にとっては最も印象的
でした。心からの友情、そして
温かいおもてなしのおかげで、
福岡での滞在が大変思い出深
いものとなりました。次の会議
の開催地を検討されている方
は、福岡をお勧めします！

ICCAアジア太平洋支部
アジア太平洋リージョナルディレクター
Mr. Noor Ahmad Hamid

参加者のコメント

柳川市視察ツアー

商談会

アジア太平洋地区を中心とする10カ国から国際会
議開催地の決定権者とコンベンションビューロー
等約40名をお迎えし、ICCAアジア太平洋支部と
の共催で、誘致のための商談会「ICCAアジア太平
洋地区ビジネスワークショップ2015」を日本で初
めて開催しました。商談会の前後で福岡県内の視
察ツアーや交流会等を実施するなど、「おもてなし」
をはじめとした福岡の魅力をPRする機会となりま
した。

写真提供：福岡市
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（%）

（千人）

（%）

福岡のビジネスポテンシャル Competitive Cluster

2,000km圏内に東アジアの主要都市が存在するロケーションと、空港から中心市街地へ
わずか10分という良好なアクセス手段を持つ福岡市。高速道路や新幹線等、九州全域への
交通網が整備され、活発な人流、物流により多様な産業の拠点となっています。
グローバルなミーティング開催に適した魅力あふれる都市、それが福岡市です。

2014年、福岡市は内閣総理大臣によって、国家戦略特
区に認定されました。国家戦略特区とは、日本の経済
活性化のために、地域限定で規制や制度を改革し、そ
の効果を検証するために指定された特別な区域です。

福岡市の取り組み
●ストリートを占用したユニークなパーティーの実施
●「航空法の高さ制限の特例承認」を利用した魅力的

なビジネス街区の形成
●起業したい人のための交流の場「スタートアップカ

フェ」のオープン

●IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の
拠点づくりを目指した電波法の緩和（要望中）

東アジアと九州の産業をつなぐ
ビジネスハブ―福岡

人口増加率・開業率日本一！ 人が集まる都市―福岡

国家戦略特区「福岡市グローバル創業・雇用創出特区」

北部九州を拠点とした自動車関連産業、
水素エネルギーや半導体開発などの次
世代技術産業の推進が活発です。

主な集 積 産 業

いちご（あまおう）、たけのこ、玉露
日本酒

主な産 物

福岡

日本一の畜産県であるとともに、広大な畑地を生かした農作
物などの加工・製造による一大食品産業クラスターを形成。

主な集 積 産 業

サツマイモ、茶　　　　　黒豚　　　　　焼酎
主な産 物

鹿児島

山口・宇部を中心とした地域は医療・医
学産業、県東部は自動車・船舶・鉄道な
どの輸送用機械製造産業の集積地と
なっています。

主な集 積 産 業

フグ、蒲鉾
主な産 物

山口

大手企業・地場企業の集積と蓄積した技
術を活かし、国際的な競争力を有する次
世代技術（半導体）産業の集積地になっ
ています。

主な集 積 産 業

アジ(関アジ)、サバ（関サバ）
かぼす、乾椎茸

主な産 物

大分

血液・血管関連の医療機器では世界有
数の開発・生産拠点。また、「未来みやざ
き創造プラン」を掲げ、再生可能エネル
ギーや次世代自動車、宇宙インフラ整備
などの技術集積を推進しています。

主な集 積 産 業

ブロイラー
マンゴー、きゅうり

主な産 物

宮崎

漁業をベースとした食産業に加え、洋上風力発
電や潮流発電などの海洋エネルギーを活用する
取り組みも盛んです。

主な集 積 産 業

アジ
びわ

主な産 物

長崎

唐津市・玄海町を中心
にクリエイティブ産業
の集積を目指している
ほか、新エネルギー関
連の次世代産業も発展
しつつあります。

主な集 積 産 業

牛（佐賀牛）
イカ
磁器（有田焼）
日本酒

主な産 物

佐賀

豊富な農林水産物を活かし、食品・バイオ
などの研究開発機能や企業を集積させる

「フードバレー」の形成を推進。新興国市場
を中心に、今後も着実に拡大が見込まれる
二輪車産業の集積拠点です。

主な集 積 産 業

スイカ、トマト
馬刺し

主な産 物

熊本
次世代技術

クリエイティブ

食

医療・医学

農産
畜産
水産
醸造
工芸

新幹線
主な自動車道
主な飛行場
主な港湾

今後20年は人口増加が続く成長都市
■福岡市の将来人口推計

「住みやすいまち」といえば福岡市
■2014年度市政に
　関する意識調査

■ビジネスマンが選ぶ
　住みよいまち

高い開業率
■政令指定都市の開業率

開業者の中での若者の割合もトップ！
■起業者に占める若者（25歳～34歳）の割合

順位 都市

第1位 福岡
2 仙台
3 広島
4 札幌
5 静岡

若者率、
女性若者率

政令指定都市中

第1位

人口増加率
政令指定都市中

第1位

95.3％
の市民が

住みやすさを
実感！

開業率
政令指定都市中

第1位
若者の開業率

政令指定都市中

第1位

国家戦略特区の対象区域
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福岡のビジネスポテンシャル Competitive Cluster

日産自動車九州（株）、トヨタ自動車九州（株）、ダイハツ
九州（株）、日産車体九州（株）の自動車メーカー4社が
立地する北部九州。年間154万台の生産能力を持つ集
積拠点として成長しました。アジアの部品メーカーとの
取引も活発で、工場見学から商談までビジネスチャンス
が広がります。

福岡モーターショー
東京モーターショーと同じく2年に1度開
催される福岡モーターショーは、2014年
1月開催の来場者数が4日間で14万
7,057人となり、過去最高を更新しまし
た。150万台を超える自動車生産能力を
持つ北部九州から発信することで、国内外
の技術者との交流の場ともなっています。

福岡市の成長産業分野

［次世代技術］ 自動車
●世界最高品質を生み出す自動車メーカーの集積地―福岡

九州大学（世界オンリーワンの水素エネルギー研究教育機関）

●水素エネルギー国際研究センター
水素社会の実現という大きな目標に向け、九州大学の水素拠
点全体の管理運営組織として、技術課題の解決や新技術の
開発を行っています。水素エネルギー分野の高度人材育成
や、基礎基盤研究から産学連携研究を実施し、産学官と地域
が一体となったプログラムを展開しています。

●次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC）
クリーンで高効率な発電システム「固体酸化物形燃料電池」
をはじめとする次世代型燃料電池の本格的な実用化を目指
し、耐久性や信頼性の確保、さらなる高性能化など、様々な課
題の克服に向けて、開発企業との緊密な産学連携活動に取り
組んでいます。

●カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）
文部科学省「世界トップレベル研究拠点プログラム」に採択。
低炭素社会を目指し、国内外のトップレベルの研究者が連携
して異分野融合研究を展開しています。

日本は世界トップクラスのロボット大国。その中でも福岡は世界トップメーカー
が立地するほか、ロボット開発ベンチャーが集積し、全国2位のロボット生産
高を誇ります。産学官連携組織の「福岡スマートロボットシステム産業振興会
議（仮）」では世界をリードするロボット産業の創出を目指しています。

●地場企業・福岡県・福岡市が燃
料電池自動車（FCV）を導入

●水素ステーション10ヵ所の設置
決定
　愛知県・東京都に次いで全国3
位の設置予定数

●下水バイオガス水素ステーション
　（福岡市中部水処理センター）

［次世代技術］ 水素エネルギー・ロボット
●最先端の水素エネルギー教育研究実証拠点

●ロボット大国、日本。福岡は生産高全国2位

■次世代技術（自動車）関連のミーティング開催実績

■次世代技術（水素エネルギー・ロボット）関連のミーティング開催実績

●次世代技術　自動車・水素エネルギー・ロボット ●クリエイティブ　ゲーム・ファッション

●スポーツ　プロスポーツチームの拠点●医療・医学　先端的研究・大型学会開催実績●食　食材・食物流・食イベント

水素エネルギーの実用化

■日本の産業用ロボット生産高

建物外観（中央より左側：I2CNER、右側：NEXT-FC）

燃料電池自動車（FCV）

九州大学水素ステーションとMIRAI

開催年月 会議 会場 参加者数
2015年2月 水素先端世界フォーラム2015 九州大学伊都キャンパス 500以上
2014年11月 フクオカ・サイエンスマンス クローバープラザ 約3,000
2014年9月 第32回日本ロボット学会学術講演会 九州産業大学 2,093
2014年3月 九州水素・燃料電池フォーラム 電気ビルみらいホール&カンファレンス 120
2014年1月 水素先端世界フォーラム2014 九州大学伊都キャンパス 158
2013年11月 国際水素燃料電池パートナーシップ第20回運営会議 ヒルトン福岡シーホーク 144
2013年1月 水素先端世界フォーラム2013 グランドハイアット福岡 388
2012年10月 ガススタイル2012 マリンメッセ福岡 36,000
2012年1月 水素先端世界フォーラム2012 グランドハイアット福岡 452
2011年2月 水素先端世界フォーラム2011 グランドハイアット福岡 795
毎年開催 福岡水素エネルギー戦略会議総会 ホテルニューオータニ博多 300

開催年月 会議 会場 参加者数
2015年2月 福岡カスタムカーショー2015 福岡 ヤフオク!ドーム 46,436
2014年10月 モノづくりフェア2014 マリンメッセ福岡 12,398
2014年1月 福岡モーターショー2014 マリンメッセ福岡・福岡国際センター・福岡国際会議場 147,057
2013年10月 トライボロジー会議2013秋 アクロス福岡 600
2012年7月 第8回内燃機関のモデリングと診断に関する国際会議 福岡リーセントホテル 313
2009年9月 日韓自動車部品相生協力・交流会 ホテルオークラ福岡 140

北部九州は自動車産業の一大集積地、
アジアの先進拠点
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福岡のビジネスポテンシャル Competitive Cluster

世界に誇れるクリエイティブ都市―福岡
もとよりITなど情報関連産業が盛んであった福岡市は、
その知識をゲーム産業、映像、アプリ開発などクリエイ
ティブ産業で発揮しています。また、行政もクリエイティ
ブ産業を発展させるために専門部署を置き、国内・海外
企業とのビジネス創出・拡大に結びつくように様々な支
援をしています。

九州大学は国内大学トップの医療・医学の
国際会議開催実績を誇ります
2013年の国際会議開催実績では、九州大学は全国の大
学の中で、トップの実績を誇ります。中でも医療・医学の実
績は、2位の大学を大きく引き離し全国トップです。

［医療・医学］
●大学別国際会議開催件数No.1

毎年500件余りのスポーツ大会を開催
福岡には数多くのプロスポーツチームが存在し、毎
年500件余りの大会が開催されています。
豊富な実績に加え、施設や交通網の整備などが評
価され、世界水泳選手権大会の開催地やオリンピッ
クの事前合宿地に選ばれるなど、国際的なスポーツ
大会の誘致・受入に積極的に取り組んでいます。

多くの国際スポーツ大会が開催される福
岡は、野球やサッカーなどのプロスポー
ツチームが拠点を置き、ラグビーワールド
カップの開催地の一つに選ばれるなど、
スポーツに力を入れている都市として知
られています。トップレベルの競技観戦や
アスリートとの交流の機会も多く、この環
境を生かして、多くの市民の皆さんが、さ
まざまなスポーツを楽しんでいます。人に
も都市にも活気をもたらすスポーツは、
アジアに開かれた交流都市・福岡の活力
の源ともなっており、福岡の魅力のひとつ
でもあります。スポーツを愛する世界中の
方々を、私たちは心から歓迎いたします。

［スポーツ］
●プロスポーツチームの拠点―福岡

［クリエイティブ］
●若者率No.1　活力あふれるクリエイティブ都市―福岡

九州は食材の宝庫
九州の農業産出額は全国の約2割を占め、日本を支える食料生産基地です。
また、全国主要漁港の中で水産物の取扱金額は福岡が全国1位で、とれたての約300種類の海の幸が福岡の市場に並びます。

［食］
●九州の食を福岡から世界へ　

■クリエイティブ産業関連のミーティング開催実績

■食関連のミーティング開催実績

■スポーツ関連のミーティング開催実績

スポーツマインドあふれる市民が皆さまを
お迎えいたします

■医療・医学関連のミーティング開催実績

■クリエイティブ関連産業事業所の全事業所に占める割合 ■2013年 大学別医療・医学国際会議開催件数

■九州の農業産出額の全国シェア

（人口100万人の大都市中）

福岡ソフトバンクホークス球団
取締役会長
福岡市名誉市民

地域 開催年月 会議 会場 参加者数

国内

2015年3月 ストリートパーティ（WeLove天神協議会主催） 天神市街 130,000
2015年3月 ファッションウィーク福岡2015（福岡アジアファッション拠点推進会議主催） 天神市街 50,000
2015年2月～3月 APRICOT-APAN2015 福岡国際会議場 1,000
2014年10月 The Creators 福岡市役所ふれあい広場 8,000
2014年7月 アドテック九州2014 福岡国際会議場 3,855
2014年3月 GFF2014 キャナルシティ博多 30,000
2009年より毎年 福岡アジアコレクション（FACo） 福岡国際センター 7,546（2015年）
毎年6月 福岡国際ビューティーショー（福岡観光コンベンションビューロー後援） マリンメッセ福岡 約10,000
毎年9月 アジアフォーカス・福岡国際映画祭 キャナルシティ博多 約30,000

海外

2015年1月 クールジャパン・フクオカinハノイ（ベトナム）（アニメ・ゲーム・映画・ファッション・ビューティの複合企画） ベトナム国立歴史博物館 7,000
2014年5月 福岡アジアコレクション（FACo in SINGAPORE）（シンガポール） サンテック・シンガポール国際会議展示場 20,000
2013年10月 福岡アジアコレクション（FACo in BUSAN）（韓国） BEXCO展示場 2,000
2011年より毎年 福岡アジアコレクション（FACo in DALIAN）（中国） 大連世界博覧広場／大連星海会展センター 30,000

開催年月 会議 会場 参加者数
2014年10月 九州外食ビジネスウィーク マリンメッセ福岡 15,817
2014年10月 Food EXPO Kyushu「国内外食品商談会」 福岡国際センター 4,301
2014年10月 Food EXPO Kyushu「九州うまいもの大食堂」 天神中央公園 99,000
2014年5月 西日本食品産業創造展 マリンメッセ福岡 21,168
2012年5月 第6回食用ネギ類国際シンポジウム アクロス福岡 177

開催年月 会議 会場 参加者数
2015年3月 第5回アジア精神医学世界大会 九州大学百年講堂 600

2014年11月 第44回日本臨床神経生理学会学術大会
第51回日本臨床神経生理学会技術講演会 福岡国際会議場 2,031

2014年10月 第42回日本救急医学会総会・学術集会 福岡国際会議場 5,040
2014年9月 第67回日本胸部外科学会定期学術集会 福岡国際会議場・福岡サンパレス 3,319
2014年9月 第55回日本人間ドック学会学術集会 福岡国際会議場 3,562
2014年9月 2014年度 がん制圧全国大会 西鉄グランドホテル・アクロス福岡 2,404
2014年7月 第12回日本臨床腫瘍学会学術集会　 福岡国際会議場・福岡サンパレス・福岡国際センター 5,153
2014年6月 第56回日本老年医学会学術集会　 福岡国際会議場 2,134
2014年5月 第55回日本神経学会学術大会 福岡国際会議場・福岡サンパレス・福岡国際センター・九州大学百年講堂 6,843
2014年5月 第87回日本消化器内視鏡学会総会 福岡国際会議場・福岡サンパレス・マリンメッセ福岡 6,536
2014年4月 第87回日本分泌学会学術集会 福岡国際会議場・福岡サンパレス 3,120
2013年11月 第26回日本内視鏡外科学会総会 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡 5,389
2013年10月 第58回公益社団法人日本口腔外科学会・学術大会 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡 3,000

実施年月 大会名 会場 選手数 ( 観客数）
2013年12月 ISU グランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会2013 マリンメッセ福岡 72
2012年10月 2012 ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル福岡 国営海の中道海浜公園、雁の巣レクリエーションセンター、さわやかスポーツ広場 2,540
2006年4月 第34回IAAF世界クロスカントリー選手権福岡大会 国営海の中道海浜公園 579（20,000）
2001年7月 第9回世界水泳選手権大会福岡2001 1,498（156,656）
2000年8月 第11回世界少年野球大会 福岡大会 雁の巣レクリエーションセンター少年野球場、福岡 ヤフオク!ドーム 140
1998年11月 1998 バレーボール世界選手権大会 マリンメッセ福岡

マリンメッセ福岡 他

ー
1998年7月 第12回アジア陸上選手権大会 博多の森陸上競技場 約800
1995年8月 第18回ユニバーシアード競技大会（1995/福岡） 福岡市内及び都市圏 3,949（836,675）

500

400

300

200

100

0

■全国主要産地市場（漁港）取扱高

王　貞治
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4つのミーティング施設集積エリア
福岡にはミーティング施設の集積エリアが4つあり、空港からすべてのエリ
アへ車で20分以内で移動できるなど、非常に至便な環境となっています。
小規模会議から１万人規模の大型会議まで、幅広く収容できる施設が揃っ
ており、ストレスフリーなミーティング運営には定評があります。

Convention & Exhibition Centersミーティング施設ガイド

［コンベンションゾーン］

メインホール

国際会議室

多目的展示室

会議室

1
メインホール
多目的ホール
国際会議室
中会議室
小会議室

1,300
1,320

420
135

40-225

1,000
1,536

420
128

45-216

―
882
264

75
27-156

1
1
1
8

10

会　場 ホール数 面積（㎡）
シアター スクール

収容人数

多目的展示室

サブアリーナ

大会議室

会議室

8,000

851

410

44-140

15,000

1,300

500

20-130

―

860

250

12-56

1

1

1

4

会　場 ホール数 面積（㎡）
シアター スクール

収容人数277

コンベンション
ゾーン
コンベンション
ゾーン

百道エリア百道エリア

天神エリア天神エリア

博多エリア博多エリア

博多駅博多駅

地下鉄地下鉄

JR

山陽
（九
州）
新幹
線

山陽
（九
州）
新幹
線

福岡空港福岡空港

天神駅天神駅

西鉄電車

99

88

1010

33 44
11

22

55
66

H

AA

FF

DD

EE

BB

H

CC

Venues http://www.marinemesse.or.jp/congress/

福岡国際会議場
TEL 092-262-4111 
福岡市博多区石城町2-1

http://www.marinemesse.or.jp/messe/

マリンメッセ福岡
TEL 092-262-3111
福岡市博多区沖浜町7-1

上記番号は、P14～16に、アルファベットは、P18～P19に対応しています。

G
海ノ中道駅

駅

★
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大ホール

中ホール

多目的ホール

会議室

540-650

300

155

38-87

654

330

140

54-63

357

204

75

30-45

1

1

1

3

会　場 ホール
数 面積（㎡） シアター スクール

収容人数

［天神エリア］

7
http://www.acros.or.jp/

アクロス福岡

ホール

大会議室

中会議室

小会議室

471

275

145

70

504

180

108

30

306

180

108

30

1

1

2

3

会　場 ホール
数 面積（㎡） シアター スクール

収容人数

［コンベンションゾーン］

大ホール

パレスルーム

平安・末広・筑紫

2,746

396

59-102

2,316

480

50-100

―

300

36-70

1

1

1

会　場 ホール
数 面積（㎡）

シアター スクール
収容人数

ミーティング施設ガイド

展示ホール

研修室

5,052

207

9,852

198

―

126

1

2

会　場 ホール
数 面積（㎡）

シアター スクール
収容人数

［百道エリア］

アリーナ 11,813.6 38,500 ―1

会　場 ホール
数 面積（㎡）

シアター スクール
収容人数

ももち浜SRPホール

研修室

会議室

456

62-153

21-74

500

―

―

300

30-90

8-28（口の字等）

1

3

7

会　場 ホール
数 面積（㎡）

シアター スクール
収容人数

［博多エリア］

シンフォニーホール
イベントホール
国際会議場
大会議室
会議室

1,202
700
440
260

40-95

1,867
900
300
250

―

―
378
198
198

18-63

1
1
1
1

15

会　場 ホール
数 面積（㎡） シアター スクール

収容人数

9
http://www.elgalahall.co.jp/

エルガーラホール

3

ＪＲ九州ホール
１０Ｆ大会議室
中・小会議室

660
226
135

680
200
110

504
144

24

1
1
9

会　場 ホール
数 面積（㎡） シアター スクール

収容人数

10
http://www.jrhakatacity-eventspace.jp/hall/

ＪＲ博多シティ会議室 ＪＲ九州ホール

Convention & Exhibition Centers

http://www.marinemesse.or.jp/kokusai/

福岡国際センター
TEL 092-272-1111
福岡市博多区築港本町2-2

4
http://www.f-sunpalace.com/

福岡サンパレスホテル＆ホール
TEL 092-272-1123（代表）
福岡市博多区築港本町2-1

5
http://www.softbankhawks.co.jp/stadium/

福岡 ヤフオク！ドーム
TEL 092-847-1006
福岡市中央区地行浜2-2-2 

http://www.fukuoka-srp.co.jp/

6 福岡SRPセンタービル
TEL 092-852-3489
福岡市早良区百道浜2-1-22

TEL 092-725-9113
福岡市中央区天神1-1-1

8
http://www.denki-b.co.jp/cgi-bin/index.cgi

電気ビルみらいホール＆カンファレンス
TEL 0120-222-084
福岡市中央区渡辺通2-1-82　電気ビル共創館3階

TEL 092-292-9258
福岡市博多区博多駅中央街1-1

TEL 092-711-5017
福岡市中央区天神1-4-2
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［ホテル］

A
TEL 092-844-8111
福岡市中央区地行浜2-2-3
http://www.hiltonfukuokaseahawk.jp/

ヒルトン福岡シーホーク

709

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル/ダブル 客室ツイン

2,440 3,300 1,800

3,500 1,500 31

1,053 259

B
TEL 092-714-1111
福岡市中央区渡辺通1-1-2
http://www.kys-newotani.co.jp/hakata/

ホテルニューオータニ博多

331

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

1,618 2,000 1,200

2,300 1,100 8

387 35

C
TEL 092-482-1111
福岡市博多区博多駅前2-18-25
http://www.hotelnikko-fukuoka.com/

ホテル日航福岡

135

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

1,500 1,500 900

2,000 800 11

360 139

D
TEL 092-262-1111
福岡市博多区下川端町3-2
http://www.fuk.hotelokura.co.jp/

ホテルオークラ福岡

149

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

1,500 1,500 850

2,000 800 11

264 32

Hotels

イムズ
TEL 092-733-2002
福岡市中央区天神1-7-11 9F

イムズホール 407 461 180 1

会議室名 面積（㎡） シアター スクール その他
会議室数

福岡ビルホール
TEL 092-716-8021
福岡市中央区天神1-11-17

レソラNTT夢天神ホール
TEL 092-781-8888
福岡市中央区天神2-5-55

西鉄ホール
TEL 092-734-1362
福岡市中央区天神2-11-3 6F

天神ビル会議室
TEL 0120-323-920
福岡市中央区天神2-12-1

都久志会館
TEL 092-741-3335
福岡市中央区天神4-8-10

福岡市民会館
TEL 092-761-6567
福岡市中央区天神5-1-23

福岡市健康づくりサポートセンターあいれふ
TEL 092-751-7778
福岡市中央区舞鶴2-5-1

福岡ファッションビルFFBホール
TEL 0120-003-604（フリーダイヤル）
福岡市博多区博多駅前2-10-19

博多スターレーン展示会場
TEL 092-451-0013
福岡市博多区博多駅東1-18-33

福岡商工会議所ビル
TEL 092-441-1116
福岡市博多区博多駅前2-9-28

博多バスターミナル
TEL 092-474-5280
福岡市博多区博多駅中央街2-1

福岡県立ももち文化センター（ももちパレス）
TEL 092-851-4511
福岡市早良区百道2-3-15

西新パレスホール
TEL 092-841-2251
福岡市早良区西新2-10-1

福岡県中小企業振興センター
TEL 092-622-0011
福岡市博多区吉塚本町9-15

パピヨン２４
TEL 092-633-2222
福岡市博多区千代1-17-1

大ホール 380 250 180 6

レソラホール 285 252 135 ―

西鉄ホール 500 464 200 ―

10号会議室 313 350 270 9

ホール 622 570 ― 9

大ホール 1,834 1,770 ― 2

あいれふホール 871 262 ― 7

Aホール 992 1,000 600 12

ダイヤモンドホールAB 1,785 3,000 612 6

大ホール（9＋10＋11） 191 180 132 10

大ホール 1,100 800 ― 14

A＋B＋C 237 240～250 135 4

大ホール（A＋B＋C） 558 621 324 11

ガスホール 580 503 210 13

301 363 400 300 19

ミーティング施設ガイド
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E
TEL 092-282-1234
福岡市博多区住吉1-2-82
http://fukuoka.grand.hyatt.jp/

グランドハイアット福岡

191

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

1,064 1,040 600

1,000 580 8

370 134

F
TEL 092-752-5555
福岡市中央区天神2-2-43
http://www.solaria-h.jp/

ソラリア西鉄ホテル

80

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

875 1,200 700

800 600 10

173 50

G
TEL 092-603-2435
福岡市東区西戸崎18-25
http://www.luigans.com/

THE LUIGANS SPA&RESORT

94

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

479 300 120

300 240 5

98 ―

［ホテル］

H
TEL 092-771-2131
福岡市中央区輝国1-1-33
http://agorafukuoka-hilltop.com/

アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ

25

メインホール面積（㎡） 収容数シアター 収容数スクール

パーティー立食 パーティー着席 その他会議室数

総客室数 客室シングル 客室ツイン

570 900 400

350 300 4

48 7

［天神・中洲エリア］

シアター

収容人数（主要宴会場）

スクール パーティー
立食

パーティー
着席 総客室数 シングル ツイン

客 室 数

福岡市博多区博多駅中央街4-23

ホテルセントラーザ博多
TEL 092-461-0111

福岡市博多区博多駅東2-14-1

ハイアット・リージェンシー福岡
TEL 092-412-1234

福岡市博多区博多駅東2-1-1

博多都ホテル
TEL 092-441-3111

福岡市中央区薬院4-21-1

ＫＫＲ ホテル博多
TEL 092-521-1361

福岡市中央区大名2-6-60

西鉄グランドホテル
TEL 092-771-7171

福岡市中央区渡辺通2-7-21

タカクラホテル福岡
TEL 092-731-1661

福岡市中央区天神4-8-15

ホテル福岡ガーデンパレス
TEL 092-713-1112

173700 400 500 300 320 83

30576 396 500 240 130 90

790 510 500 360 279 98 137

28450 280 300 260 107 71

15360 270 250 180 73 42

87

116

600 400 500 380 194 89

450 250 320 220 244 12

119400 250 250 150 254 109

12400 240 300 200 49 25

［博多エリア］

［その他エリア］

ミーティング施設ガイド Hotels

ＡＮＡ クラウンプラザホテル福岡

福岡市博多区博多駅前3-3-3
TEL 092-472-7801

http://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/

ＡＮＡ クラウンプラザホテル福岡

福岡市博多区博多駅前3-3-3
TEL 092-472-7801

http://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/

http://www.kkr-hakata.com/

http://www.grand-h.jp/

http://www.takakura-hotel.co.jp/

http://www.hotelgp-fukuoka.com/

http://www.centraza.com/

http://www.hyattregencyfukuoka.co.jp/

http://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/

福岡市中央区天神3-13-20

アークホテルロイヤル福岡天神
TEL 092-724-2222 23400 260 300 260 163 135

http://www.ark-hotel.co.jp/fukuoka/

福岡市東区箱崎2-52-1

福岡リーセントホテル
TEL 092-641-7741

http://www.recent-hotel.com/
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施設 ［問合せ］ 面積・客席数／競技種目ほか

［スポーツ施設］

レベルファイブスタジアム

ミーティング施設ガイド

／球技場：13,935㎡
　収容人員：22,563人（メインスタンド7,073人、バック

スタンド9,094人、サイドスタンド6,396人）
／サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール

面積・客席数

競技種目ほか

福岡市博多区東平尾公園2-1-1

雁の巣レクリエーションセンター

／球場：28,000㎡／458席、外野芝生席4,070㎡
　ソフトボール場：バックスタンド476席、内野芝生席

317㎡
　野球場：芝生席2,790㎡
　球技場Ａ：ベンチ500人
／野球、ソフトボール場、サッカー、ラグビー、グランドゴル

フ、ラクロス

メインアリーナ：3,105㎡（45m×69ｍ)以上
/5,000席以上
サブアリーナ：1,728㎡（36ｍ×48m）/700
席以上、武道場、弓道場
バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ハンドボール、
フットサル、卓球、体操、新体操、柔道、剣道、空手、なぎなた

面積・客席数

競技種目ほか

芝生球技場A：（16,000㎡）
多目的球技場：（26,400㎡）
屋外テニスコート：（18面）
体育館：（1,225㎡）※新設の野球場に設置予定
野球、サッカー、ラグビー、バスケットボー
ル、バレーボール、テニス、クレー射撃

野球場：（両翼98m、センター122m）
/2,315席
テニスコート：7面
野球、ソフトボール、テニス

陸上競技場：400m×8レーン/約1,300席
陸上、サッカー、グラウンドゴルフ
ご利用内容によっては実施いただけない場合がございます。

メインスタジアム（10,000席）
陸上競技場、多目的グラウンド（3面）
屋外テニスコート（10面）　屋内テニスコート（3面）
体育館、武道場
サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、テニ
ス、ハンドボール、ラクロス、体操、新体操、柔道、剣道など
宿泊施設併設

障害馬術競技場：8,000㎡（100m×80m）/800席
馬場馬術競技場：4,081㎡（53m×77m）
屋内馬術練習場：2,400㎡（32m×75ｍ）
障害馬術競技、馬場馬術競技

大芝生広場：24ha
野外劇場：2ha※約2万人を収容できる野外劇場
クロスカントリー、2012ゴールデンオール
ディーズ・ワールドラグビーフェスティバル、
マラソン大会、野外コンサート
ご利用内容によっては実施いただけない場合がございます。

体育館（816㎡）
小体育館
温水プール（25ｍ×6）
バスケットボール、バレーボール、バドミント
ン、テニス、卓球、水泳、アーチェリーなど

卓球室
アーチェリー場（30ｍ）
トレーニング室

第1競技場：1,764㎡（36m×49m）/固定
2,383席、可動938席
補助競技場：693㎡（21m×33m）
バレーボール、バスケットボール、バドミント
ン、ハンドボール、フットサル、卓球、剣道

アリーナ：1,645㎡（35m×47ｍ)/1,992席
弓道場（射場～的場）：28m
バドミントン、バレーボール、バスケットボー
ル、卓球、剣道、空手、柔道

福岡市東区奈多1302-53

今津運動公園

桧原運動公園

東平尾公園 博多の森テニス競技場

面積・客席数

競技種目ほか

福岡市博多区東平尾公園1-1-1

／センターコート4,692㎡・3,468人
　屋外コート15面・4,250人
　屋内コート4面・2,004人
／テニス

福岡 ヤフオク！ドーム

／グラウンド：11,813.6㎡
　※コカ・コーラシート部分含まず
　収容人数：38,500人
　天井高：68m
／プロ野球、World Baseball Classic、コンサート

面積・客席数

競技種目ほか

福岡市中央区地行浜2-2-2

福岡市東区香椎照葉六丁目

九電記念体育館

施設 ［問合せ］ 面積・客席数／競技種目ほか

総合体育館
※平成30～31年開館予定

福岡市中央区薬院4-14-1

福岡市西区今津津本2201

福岡市南区桧原5-30-1

糟屋郡宇美町ゆりが丘1-2-1

宗像市吉留46-1

古賀市筳内564

福岡市東区西戸崎18-25

福岡市南区清水1-17-15

平和台陸上競技場：19,619㎡（400m×8
レーン）/スタンド25,000人収容
球技場：9,129㎡
野球場：6,714㎡
陸上、サッカー、野球、ラグビー
日本陸上競技連盟第3種公認競技場

舞鶴公園
福岡市中央区城内1-4

メインアリーナ：1,882㎡（54.9m×34.5m）/748席
サブアリーナ：729㎡（33.5m×20m）/58席
武道場：628㎡
弓道場：152㎡（11.5m×8.5m）
バレーボール、バスケットボール、バドミント
ン、フットサル、テニス、卓球、柔道、剣道、弓道

球技場：メインスタンド（3,500席）、芝生席
（6,500席）
野球場：メインスタンド（8,800席）、外野

（1,200席）、テニスコート：（16面）
野球、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボー
ル、テニス、ラクロス、ゲートボール、ペタンク

粕屋町総合体育館
糟屋郡粕屋町駕与丁3-2-1

春日市原町3-1-4

メインプール：2,408㎡（50m×10コース）
/1,030席
※25m×10コース×2面へ分割可
競泳、シンクロナイズドスイミング、水球
日本水泳連盟50m国際プール
日本水泳連盟25m国際プール

福岡市立総合
西市民プール
福岡市西区西の丘1-4-1

福岡市民体育館
福岡市博多区東公園8-2

福岡県営春日公園

宇美町総合
スポーツ公園

グローバルアリーナ

福岡県馬術競技場

福岡市立障がい者
スポーツセンター

国営海の中道
海浜公園

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
TEL 092-612-7070

（一財）公園財団
TEL 092-606-3458

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
TEL 092-611-1544

福岡ソフトバンクホークス（株）
TEL 092-847-1006

（公財）福岡市スポーツ協会
TEL 092-641-9135

（公財）福岡市スポーツ協会
TEL 092-885-0124

西部ガス・ファイブ
共同事業体
TEL 092-592-0544

（公財）福岡市
緑のまちづくり協会
TEL 092-781-2153

（一財）サニックス
スポーツ振興財団
TEL 0940-33-8400

九州メンテナンス（株）
TEL 092-524-3906

九州グラウンド（株）
TEL 092-807-6625

木下緑化建設（株）
TEL 092-566-8208

福岡県馬術連盟
TEL 092-944-4001

国営海の中道海浜公園
TEL 092-603-1111

（社福）福岡市社会福祉事業団
TEL 092-511-1132

宇美町役場 社会教育課
TEL 092-933-2600

（有）スポーツ
コンディショニング
プロモーション・ジン
TEL 092-939-5130

Sports Facilities

／陸上競技場：13,746㎡（400×9レーン）
　30,000席（メインスタンド10,000席／バックサイドスタ

ンド20,000席）、補助競技場：5,505㎡（400×8レーン）
　第2野球場（兼投てき練習場）：6,360㎡
／陸上、野球、ソフトボール
／陸上競技場：日本陸上競技連盟第1種公認競技場
　補助競技場：日本陸上競技連盟第3種公認競技場

東平尾公園 博多の森陸上競技場

面積・客席数

競技種目ほか
備 考

福岡市博多区東平尾公園2-1-2
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
TEL 092-611-1515
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多様な文化に彩られた福岡で
記憶に残るレセプションを
賑わいあふれる福岡の道路を舞台にしたストリートパーティーや、
海をテーマにしたクルーズ船やシーサイド・パーティーなど、福岡ならでは
のユニークな会場で懇親会や会議をお楽しみいただきます。

川端商店街は、アーケードで覆われた全長
約400mの商店街。福岡でもっとも歴史の
古い商店街で、伝統工芸品や和菓子を扱う
老舗が立ち並んでいます。この長い商店街を
会場として、パーティー等を開催することが
できます。商店街の協力店舗による飲食提
供や伝統芸能体験イベントなど、商店街と一
緒にパーティーを盛り上げることができま
す。

車：博多駅より約7分
博多港国際ターミナルより約20分

Unique Venues

ユニークべニュー

［川端商店街］

アクセス

地域の歴史・文化に触れる
商店街でのパーティー

着 席

立 食

―
約2,100名（実績ベース）

収
容
人
数

きらめき通りは、福岡市内中心部の繁華街
にある全長約250mの公道です。福岡アジア
ファッション拠点推進協議会が主催するイ
ベント「Fashion Week Fukuoka 2015」
とのタイアップで開催されたストリートパー
ティーでは、特設ステージを使ってファッ
ションショーが開催されました。このように、
既存のイベントの一部をストリートパー
ティーとタイアップして公道で行う例もあり
ます。

［きらめき通り］

イベントとタイアップした
ストリートパーティーも可能

着 席

立 食

―
約1,000名

収
容
人
数

［ストリートパーティー］

［メルヘン広場］

日本一の大きさを誇る
メルヘンチャイムがお出迎え
新天町メルヘン広場は、1946年創業の老舗商店街・新
天町の中央に位置するアーケード付きの広場です。日本
一の大きさを誇る時計塔「メルヘンチャイム」の下に仮設
ステージを設置し、天候に左右されることなくパーティー
やイベントが開催できます。

着 席

立 食

―
約130名

収
容
人
数

車：福岡空港より約20分
博多駅より約12分

アクセス

車：福岡空港より約20分
博多駅より約12分

アクセス

［パサージュ広場］

博多祇園山笠の飾り山や
イルミネーションも楽しめます
パサージュ広場は、福岡の中心部にあるデパートの一空
間に位置し、夏は博多祇園山笠の飾り山、冬は美しいイ
ルミネーションが楽しめます。全天候型の空間の下、広場
を活用したパーティーやステージを利用してイベント開
催が可能です。

着 席

立 食

―
約100名

収
容
人
数

Unique Venues

グローバル創業・雇用創出特区として、新しい企業が生まれやすい福岡市。若い人材が豊富で活気に満ち、ゲーム・アニメ・映
像・ファッション・デザインなどクリエイティブ関連産業のイベントや展示会をはじめとして、ミーティングに付随する懇親会な
どが多数行われています。道路を活用したユニークベニューをご紹介できることも、私たちの大きな強みです。

創業特区ならではの
独創的なベニュー

車：福岡空港より約20分
博多駅より約12分

アクセス
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ユニークベニュー

［和］［ベイエリア］

［博物館］

［ベイサイドプレイス博多］

港エリアを会場にした野外パーティー
“ベイサイドジャック”と称し、ベイサイド一帯を会場とした
オープンエアーの懇親会を実施した実績あり。福岡が誇る
“食”の逸品を取りそろえ、マグロの解体ショー、バンド演
奏、博多の伝統芸能といったステージエンターテインメン
トで大いに盛り上がりました。

福岡市博多区築港本町13-6
http://www.baysideplace.jp/

アクセス

着 席

立 食

―
約500名（実績ベース）

収
容
人
数

［大濠公園能楽堂］

本格的な舞台で能や狂言を鑑賞
日本庭園や美術館を併設する、福岡市内でも大規模な公
園・大濠公園の中に備わる文化施設です。日本の伝統芸
能である能や狂言の舞台に限らず、クラシックコンサー
ト、ジャズライブ、演劇、寄席などの公演やイベントにご利
用いただけます。

福岡市中央区大濠公園１-５
http://www.ohori-nougaku.jp

見所 客席
収
容
人
数

［九州国立博物館］

アジアの交流の歴史を国立博物館で学ぶ

太宰府市石坂４-７-２
http://www.kyuhaku.jp/

収
容
人
数

［石蔵酒造 博多百年蔵］

明治の面影を伝える酒蔵でのパーティー
国の有形文化財として登録された酒蔵です。歴史を重ね
た建物が醸し出す落ち着きのある空間で、音響・映像・照
明・空調機器等、最新の設備を備えております。お料理は
純和風の会席料理から、郷土料理、立食メニュー等、ご要
望に応じて提供可能です。酒蔵内のみ提供できるしぼり
たての生酒等もご好評いただいております。

福岡市博多区堅粕1-30-1
http://www.ishikura-shuzou.co.jp/index.html

アクセス

着 席

立 食

110名
110～120名

収
容
人
数

［料亭 桜坂 観山荘］

夜景と旬の和風モダン料理を
楽しむパーティー
旬の食材を利用した会席料理に、琴の演奏、博多芸妓など
のアレンジも可能です。中心地の閑静な小高い丘に立地
し、福岡市街地の夜景をお楽しみいただけます。最大100
名の部屋から個室まで11の部屋があります。畳の上にテー
ブル・椅子を配置して海外の方にもご利用いただけます。

福岡市中央区谷1-3-20
http://www.kanzan.net/sakurazaka/shop/

アクセス

着 席

立 食

100名
―

収
容
人
数

我が国４番目の国立博物館で、古く「遠の朝廷」と呼ばれ
た九州・太宰府に位置します。文化交流展（平常展）では、

「海の道  アジアの路」をテーマに年間300回におよぶ展
示替えや「トピック展示」など、いつも新鮮な展示をお届け
しています。観光名所の太宰府天満宮とは隣接し、虹のト
ンネルでつながっています。

［THE LUIGANS SPA&RESORT］

リゾートホテルでガーデンパーティー
福岡市の中心部から車で30分の「海ノ中道海浜公園」に
あるスパ＆リゾート。国内最大級の広大な芝生のガーデン
※では、夜景を楽しみながらのナイトパーティーが可能で
す。また、パーティーの締めくくりやお祝いの記念、サプライ
ズに、大輪の花火を打ち上げることもできます。

着 席

立 食

240名
300名

収
容
人
数

アクセス

アクセス
アクセス

［博多湾クルーズ マリエラ］

海から福岡の街並み、
自然を楽しみながらのパーティー
博多湾をクルージングしながらフランス料理をお楽しみ
いただけます。お手軽なビュッフェスタイルの食事のご用
意や、貸切りの場合は生演奏などのアレンジも可能です。

福岡市博多区築港本町13-6（ベイサイドプレイス住所）
http://www.mariera.jp/access/

着 席

立 食

180名
270名

収
容
人
数

［釣船茶屋 ざうお］

釣った魚をその場で食べる。
海外の方に人気のパーティー

（天神店）福岡市中央区長浜1-4-15
http://www.zauo.com/

アクセス

着 席

立 食

180名
―

収
容
人
数

釣りを楽しみながら新鮮な魚介を味わえます。釣り船をイ
メージした座敷のまわりにはいけすがはりめぐらされ、
釣った魚はすぐに調理して提供。新鮮な魚介と居酒屋の
雰囲気を存分に堪能できます。

アクセス

※無料送迎バスあり

Unique Venues

福岡市東区西戸崎18-25
http://www.luigans.com/

※無料シャトルバス有

※ホテルに隣接するものとして国内最大級の広さ。

車：福岡空港より約20分
博多駅より約10分
天神より約5分

車：福岡空港より約30分
博多駅より約30分
天神より約30分

車：福岡空港より約20分
博多駅より約10分
天神より約5分

（ベイサイドプレイス博多ふ頭乗船口まで）

車：福岡空港より約15分
博多駅より約12分
天神より約7分

車：福岡空港より約15分
博多駅より約5分
天神より約10分

車：福岡空港より約30分
博多駅より約20分
天神より約10分

車：福岡空港より約25分
博多駅より約20分
天神より約10分

車：福岡空港より約30分
博多駅より約30分
天神より約40分

ミュージアムホール

エントランスホール

288名
約500名（立席）

収
容
人
数（　　     　）

590名
椅子席470名
桟敷席120名
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日本の伝統文化や
九州の食を五感で楽しむ
福岡には、世界初の水素ステーションなどの先端産業や、世界文化遺産
に登録された貴重な産業遺産があります。それらの拠点を訪れる産業
観光をはじめ、福岡が誇る食文化や伝統文化、スポーツを楽しむツアー
など、幅広い体験型プログラムをご用意しています。

Activities

体験型プログラム

［チームビルディング］

［産業観光］

受入人数 50名（バス1台）

［トヨタ自動車九州株式会社］

アクセス

世界最高品質のクルマづくりを見学
塗装した車体に部品を組み付ける組み立てライン、検査
を行う検査ラインを専用の参観通路から見学できます。
PR館では最新のレクサス車、クルマができるまでの生産
工程の迫力あるシアター映像をご覧いただけます。ま
た、オプションで人財教育施設（トレーニングセンター）
も見学できます。

福岡県宮若市上有木1
http://www.toyota-kyushu.com/

受入人数 約50名

アクセス

［福岡市中部水処理センター］

下水から車の燃料を作る。
世界初の水素ステーション
下水から水素を作って、エコカー「燃料電池自動車（FCV）」
に供給する、世界初の水素ステーション。福岡市が水素エ
ネルギー社会の実現に向けて進めている「水素リーダー都
市プロジェクト」の第一弾として、九州大学、三菱化工機

（株）、豊田通商（株）と共同開発した技術を視察できます。

福岡市中央区荒津2-2-1
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kagakugijutsu/shisei/suisoleader.html

受入人数 応相談

［アサヒビール株式会社］

アクセス

工場できたての
「アサヒスーパードライ」の鮮度を実感

1889年創業の麦酒メーカー。日本のビール産業の興隆期を支
え、1987年には日本初の辛口生ビール「アサヒスーパードライ」
を発売し、ビール業界に革命を起こすヒット商品となりました。
全国各地にビール工場見学コースを設け、ご案内係がビールの
製造工程やミニ知識を楽しくご紹介します。見学の後は、工場で
きたての「アサヒスーパードライ」の鮮度を実感してください。

福岡市博多区竹下3-1-1
http://www.asahibeer.co.jp/brewery/hakata/

受入人数 応相談

［フォレストアドベンチャー・糸島］

アクセス

澄み切った空気と
大自然の中で大冒険！
自然豊かな糸島の森の中で、さまざまなアクティビティ
が楽しめます。スケボーに乗って空中を滑るジップボー
ドなどの活動を通じて、チームの結束を高めることがで
きるでしょう。

糸島市二丈一貴山312-390 樋の口ハイランド内
http://fa-itoshima.foret-aventure.jp/

受入人数 30～200名

［のこのしま自然農園］

アクセス

地引き網体験&レクリエーション
玄界灘に浮かぶ能古島で、ユニークな地引き網体験が
できます。皆で力を合わせての漁は、グループの決断力
を高めてくれることでしょう。獲れた魚は、浜辺のバーベ
キューでご賞味を。能古島へは、都心部からフェリーで
わずか10分ほど。自然と都市が共存した、福岡ならでは
のアクティビティです。

福岡市西区能古島
http://nokoshop.jimdo.com/

Activities

能古渡船場よりフェリーで約10分

車：福岡空港より約2時間
博多駅より約1時間45分
天神より約1時間45分

車：福岡空港より約40分
博多駅より約30分
天神より約25分

（能古渡船場まで）

受入人数 約100名

［海の中道奈多海水淡水化センター（まみずピア）］

アクセス

日本最大級の海水淡水化施設
海水から１日に最大５万㎥の真水を生産できる、日本最
大級の施設です。天候に左右されずより高品質で安定し
た水を生産するために、世界最先端の技術を導入。海水
淡水化のしくみなど、さまざまな技術を視察することが
できます。また、施設で作られた真水と水道水を飲み比
べて、味の違いを体感することもできます。

福岡市東区大字奈多1302-122
http://www.f-suiki.or.jp/seawater/

※100名を超える場合は要相談

車：福岡空港より約30分
博多駅より約20分
天神より約10分

車：福岡空港より約30分
博多駅より約30分
天神より約30分

車：福岡空港より約15分
博多駅より約10分
天神駅より約15分

車：福岡空港より約45分
博多駅より約45分
天神より約50分

★

※英語・韓国語の対応は可能。通訳不要
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体験型プログラム

［食体験］ ［伝統文化体験］

受入人数 50名

［博多人形会館 松月堂］

アクセス

博多人形の絵付けを体験
日本を代表する、優美で繊細な伝統工芸品「博多人
形」。博多人形会館では、素焼きの博多人形の絵付け体
験を通じて、博多の歴史や文化に親しんでいただきま
す。できあがった自作の博多人形は、貴重な思い出とし
てお持ち帰りいただきます。

福岡市博多区中洲5-1-22 松月堂ビル1階
http://www.shogetudo.jp/

受入人数 10～30名（10名より受付け）

［妙心寺派 如意輪寺で禅体験］

お寺での禅体験で日本の文化にふれる

福岡市東区香椎駅東1-2-7
http://yokanavi.com/jp/fukutabi/program_detail/262

［フルーツ狩り体験］

アクセス

季節のおいしいフルーツ狩りを満喫
福岡県あさくら地域は、昼と夜の気温の差が大きく、お
いしいフルーツが育つ特産地です。生産者の方々に習
い、大自然の中で大きく育った、柿、梨、ブドウ、リンゴ
等、旬ごとのフルーツを自分の手で収穫して、味わうこと
ができます。季節に応じた旬のフルーツ狩り体験を御案
内させていただきます。

朝倉市甘木1320
http://www.amagiasakura.net

受入人数 約40名受入人数 少人数から多人数まで対応可能

［株式会社サンプルRIKI］

アクセス

食品サンプルで
本物そっくりなデザート作り
レストランでのメニュー選びや、お店のディスプレイに活
用される食品サンプルは、日本独自の文化であり日本で
生まれた技術です。体験教室では、本物のデザートに
そっくりな食品サンプル作りを体験。素材であるロウを
使った、パフォーマンスもお楽しみいただけます。

福岡市南区柏原4-20-30  
http://www.5670018.com

受入人数 1回50名まで

［博多織工芸館 （株）サヌイ織物］

アクセス

博多織の工房と歴史資料を見学
江戸時代の将軍も愛した博多織。その美しさを生み出
す機械織りの工房を見学。博多織に関する歴史資料の
見学や、手織り体験などもできます。また、展示場では、
和装だけではない現代の博多織も展示。製造直売価格
で博多織製品をお求めいただけます。

福岡市西区小戸３-51-22 
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hakataori

受入人数 約10名

［友泉亭公園］

アクセス

日本庭園で抹茶＆折り紙体験
江戸時代の代表的な庭園形式である「池泉廻遊式」を
再現しています。庭園の池を泳ぐ鯉の群れを鑑賞できる
大広間で、お抹茶のお点前を体験できます。また、日本
の伝統の折り紙を使って、季節の植物などの折り方も学
べます。

福岡市城南区友泉亭1-46 
http://www.yusentei.com

受入人数 48名

［チャイルドキッチン］

アクセス

ラーメン・餃子を
粉から作る本格的体験教室
ヨーロッパやアジアでも人気を博している福岡発祥の

「とんこつラーメン」。福岡県がラーメンのために研究開
発した小麦粉「ラー麦」を使って、粉からラーメンと餃子
づくりにチェレンジ。実際に加熱調理して、自作の料理を
お召しあがりいただきます。

福岡市博多区山王2-2-7 山王ファクトリー内2F
http://www.child-k.com/

受入人数 約150名

［博多の食と文化の博物館（ハクハク）］

アクセス

辛子明太子の手作り体験も
博多名物「辛子明太子」の創業メーカーの工場見学や
明太子手作り体験のほか、博多の祭・食・工芸といった
文化を体感できるミュージアムを用意しています。福岡・
博多の観光の楽しみを、一堂に体験できる施設です。

アクセス

Activities

妙心寺派 如意輪寺の伽藍で行う禅体験です。
和尚さんからの法話や座禅、写経などの禅体験を通し
て、日本の豊かな文化にふれるひとときです。忙しい日常
から離れ静かな時間を過ごすことで、自分を見つめ直す
ことができます。

が らん

福岡市東区社領2-14-28
http://117hakuhaku.com/

ち  せん かい ゆう しき

車：福岡空港より約20分
博多駅より約10分
天神より約20分

車：福岡空港より約10分
博多駅より約15分
天神より約20分

車：福岡空港より約30～40分
博多駅より約30～40分
天神より約30分前後

車：福岡空港より約30分
博多駅より約20分
天神より約20分

車：福岡空港より約40分
博多駅より約40分
天神より約35分

車：福岡空港より約50分
博多駅より約40分
天神より約30分

車：福岡空港より約20分
博多駅より約10分
天神より約5分

車：福岡空港より約25分
博多駅より約25分
天神より約25分
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熊本県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

福岡県

長崎県長崎県

大分県

山口県

九州新幹線九州新幹線

高速道路高速道路

山陽新幹線山陽新幹線

大分まで
最速

2時間1分

佐賀まで
最速35分

博多駅

長崎まで
最速

1時間48分

宮崎まで
最速

2時間58分

鹿児島まで
最速

1時間17分

熊本まで
最速33分

福岡を拠点に
九州各地の
観光スポットへ
見どころ多彩な九州を、新幹線や高速道路を活用して
スムーズに観光することができます。

観光プログラム

歴史や文化の知識をもっ
たボランティアガイドが、
福岡市内の見どころをご
案内します。

福岡市役所発着で市内の
主要観光スポットを、屋根
のない2階建てバスで周
遊する。高さ約3.2mから
の眺めは抜群です。

Sightseeing

神社・仏閣など歴史を感じさ
せる空間が多く点在する博多
のまちを、歩いて巡るコース。
すぐ近くの複合施設「キャナ
ルシティ博多」でのショッピン
グも楽しめます。

博多の寺社巡り
＆ショッピング

約3時間福岡市内ツアー

■モデルコース

■新幹線・JR路線

承天寺
うどんやそば、羊羹、饅頭の製
法が宋から伝えられたと言われ
ている。

福岡市博多区博多駅前1-29-9

弘法大師創建の寺としては日本
最古。日本最大級の木造坐像
がある。

福岡市博多区御供所町2-4

昔の博多の暮らしと文化に触れ
ることができる施設。伝統工芸
品や土産品も揃う。

TEL 092-281-7761
福岡市博多区冷泉町6-10

博多祇園山笠が奉納される神
社。大銀杏や博多歴史館など見
どころも多い。

福岡市博多区上川端町1-41

1

2

3

4

東長寺

「博多町家」ふるさと館

櫛田神社

ホテル、劇場、映画館、ショップ、
レストランなどが揃う巨大な複
合施設。

TEL 092-282-2525
福岡市博多区住吉1-2CANAL CITY HAKATA 2015 
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5キャナルシティ博多

キャナルシティ博多

承天寺

東長寺

「博多町家」ふるさと館

櫛田神社

ボランティアガイドが
博多のまちをご案内。

博多駅 福岡空港

開放感あふれる
オープントップバス。

福岡市

※所要時間は、区間における所要時間の目安です。列車及び時間帯により所要時間は変わります。  

東京駅

名古屋駅

新大阪駅

岡山駅

広島駅

東京駅

名古屋駅

新大阪駅

岡山駅

約4時間
55分

約3時間
20分

約2時間
25分

約1時間
40分

約1時間

約4時間
40分

約3時間

約2時間
10分

約1時間
20分

約40分

約1時間
20分

約4時間
40分

約2時間

約2時間
10分

約40分

約1時間
30分

博
多
駅

小
倉
駅

新大阪駅

新神戸駅

岡山駅

広島駅

新大阪駅

新神戸駅

岡山駅

広島駅

約3時間

約2時間
50分

約2時間
15分

約1時間
40分

約3時間
45分

約3時間
30分

約3時間

約3時間

約1時間
20分

約1時間
5分

約1時間
25分

約50分

熊
本
駅

鹿
児
島
中
央
駅

佐賀駅

長崎駅

由布院駅

熊本駅

鹿児島中央駅

特急「かもめ」・特急「みどり」
特急「ハウステンボス」

宮地駅
特急「あそぼーい」

特急「九州横断特急」

人吉駅
SL人吉・特急「くまがわ」

特急「九州横断特急」

鹿児島中央駅
九州新幹線

「みずほ」「さくら」「つばめ」

特急「かもめ」

特急「ゆふいんの森」
特急「ゆふ」

九州新幹線「みずほ」
「さくら」「つばめ」

九州新幹線「みずほ」
「さくら」「つばめ」

大分駅

宮崎駅

特急「ソニック」

特急「ソニック」+
特急「にちりん」

約50分 指宿駅
特急「指宿のたまて箱」

霧島温泉駅
特急「はやとの風」

宮崎駅
特急「きりしま」

約2時間

J R 九 州
JR西日本
西 鉄

http://www.jrkyushu.co.jp/
http://www.westjr.co.jp/
http://www.nishitetsu.co.jp/

■
■
■

平成筑豊鉄道
南 阿 蘇 鉄 道
く ま 川 鉄 道

http://www.heichiku.net/
http://www.mt-torokko.com/
http://www.kumagawa-rail.com/

■
■
■

肥薩おれんじ鉄道
松 浦 鉄 道
島 原 鉄 道

http://www.hs-orange.com/
http://www.matutetu.com/
http://www.shimatetsu.co.jp/

■
■
■

※大分駅で
お乗り換え

※「SL人吉」
の場合は、約2
時間30分

※「あそぼーい」
の場合は、約1
時間30分

※宮崎駅から
日南線（特急

「海幸山幸」）で南郷駅へ（1時間35分）

※所要時間は、福岡市（博多駅）から
各県庁所在地（各駅）までの新幹
線・JRを使った場合の目安です。

★

★

★

★

★

★

※要事前予約。外国人向けツアーは
　別途通訳手配が必要になります。
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観光プログラム Sightseeing

「日本書紀」にも名が記されている太宰府。学問の神様を祀り年中参拝者で
賑わう太宰府天満宮をはじめ、日本で4番目の国立博物館「九州国立博物
館」などを訪ねます。

福岡周辺を満喫するなら、
公共交通機関でお得に使える
フリー切符がおすすめです。

福岡観光におトクで便利な、
にしてつ電車・バス共通1日フ
リー乗車券。「福岡」の魅力
を、まるごと楽しめるお得な
きっぷです。

観光都市・太宰府で
歴史と文化に触れる

約半日太宰府ツアー

受験の合格祈願に全国か
ら人が訪れる。国宝を納
めた宝物殿など見どころ
も多い。

TEL 092-922-8225
太宰府市宰府4-7-1

1太宰府天満宮
九州屈指の枯山水の庭があ
り、初夏の新緑や秋の紅葉
など、自然の景観が美しい。

TEL 092-925-1880
（太宰府市観光案内所）
太宰府市宰府2-16-1

2光明禅寺
日本とアジア諸国との交流
の歴史をテーマにした文化
交流展と、年4回の特別展
を開催。

TEL 050-5542-8600
太宰府市石坂4-7-2

太宰府館
TEL 092-918-8700
太宰府市宰府3-2-3

3九州国立博物館

■福岡市観光案内所（天神）　TEL 092-751-6904
■博多駅総合案内所　TEL 092-431-3003

FUKUOKA
1DAY PASS

観光案内所、無料休憩スペースを
備えた「太宰府館」では、梅ヶ枝餅
焼きや工芸品「木うそ」の絵付け
体験ができます。

梅ヶ枝餅や
工芸品づくりに挑戦

太宰府
■モデルコース

福岡空港天神

太宰府天満宮

光明禅寺

九州国立博物館

福岡市内

福 岡

太宰府

久留米

■太宰府市観光案内所　TEL 092-925-1880
柳 川 ■柳川市観光案内所　TEL 0944-74-0891

季節のイベント

福岡都心から最短17分で、自然豊かな久留米へ。彩り豊かな花々や
季節のフルーツ、そして日本特有の酒造りの文化も満喫します。

フルーツ狩りと
酒蔵巡り

約半日久留米ツアー

観光農園でぶどう、いち
ご、柿などの季節のフルー
ツ狩りが楽しめる。
もぎたて新鮮フルーツを
その場で味わったり、お土
産にすることもできる。

1フルーツ狩り
久留米は「日本有数の酒
どころ」の１つ。市内には
15軒もの酒蔵があり、酒
蔵見学や日本酒の試飲も
できる。2月には10万人も
の人出で賑わう九州最大
の蔵開きも開催される。

2酒蔵見学・日本酒試飲

■久留米市観光案内所
　［JR久留米駅構内］ TEL 0942-33-4422
　［西鉄久留米駅構内］ TEL 0942-33-3338

国指定名勝「水郷柳川」を巡る川下りが有名な柳川。
「水郷のまち」ならではの伝統や食文化に触れるコースです。

城下町の風情と
川下りを楽しむ

約半日柳川ツアー

名所旧跡を眺めながら、の
んびり川下り。船頭の竿さ
ばきも楽しみのひとつ。

TEL 0944-74-0891
（柳川市観光案内所）

1川下り
明治時代に建てられた立
花伯爵邸で、美術工芸品
や美しい庭園を鑑賞でき
る。

TEL 0944‒73-2189
柳川市新外町1

2国名勝・立花氏庭園
日本を代表する詩人・北
原白秋の生家を訪ね、著
書や遺品の展示を鑑賞。

TEL 0944-72-6773
柳川市沖端55-1

3白秋生家

有明海で獲れるムツゴロウやメカ
ジャなどの魚介類はぜひ味わいた
いもののひとつ。どじょ
うを使った柳川鍋
やうなぎのせい
ろ蒸しもおす
すめです。

4月に美しく咲きほこります。

有明海の珍味が
並ぶ郷土料理

中山の大藤

全国でも有数の「焼き鳥店が多い
まち」久留米。職人が目の前で焼
くジャパニーズスタイルとバラエ
ティ豊かなネタを堪能ください。

日本の食文化のひとつ
焼きとりを堪能

柳川

久留米

海外でも人気のとんこつラーメン発
祥の地、久留米。濃厚な白濁スープ
は一度食べたら忘れられないおいし
さです。

とんこつラーメン発祥の地
久留米とんこつラーメン

■モデルコース
福岡空港天神

フルーツ狩り

酒蔵見学・日本酒試飲

福岡市内

福 岡 を め ぐ る

お得なきっぷ
■モデルコース

福岡空港天神

川下り

国名勝・立花氏庭園

白秋生家

福岡市内

にしてつ電車･バス共通
1日フリー乗車券

使いたいその日1日、地
下鉄全線に何回でも乗
車。観光、ショッピング、
ビジネスなどに便利で
お得な乗車券です。

1日乗車券（平日）
エコちかきっぷ（休日）

地下鉄1日乗り放題！

福岡市内を通るバスや電車、地下鉄を自由
に乗り降りできる外国人旅行者対象の公共
交通1日乗車券。西鉄バス、昭和バス、JR九
州、西鉄電車、地下鉄の5公共交通機関で利
用できる便利な乗車券です。

FUKUOKA TOURIST CITY PASS
外国人旅行者対象福岡市内公共交通1日乗車券

福岡都心フリーエリアに加え、福岡空港、マリ
ノアシティ福岡などへもご利用いただける観
光・レジャー・お買い物に便利な乗車券です。

ぐりーんパスに、太宰府ライナーバス「旅人
（たびと）」を加えた乗車券です。

ぐりーんパス
福岡観光をバスで楽しむ、1日フリー乗車券

ぐりーんパス太宰府

観光についてのお問い合わせ先
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熊本県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

福岡県

長崎県

大分県

Sightseeing

Meeting
Place

FUKUOKA

旅行、交通、企画・運営
あらゆるご相談に
応じます
ミーティング誘致の専門的能力を持つスタッフによって構成される
Meeting Place Fukuoka（MPF）。旅行、交通、企画・運営などあらゆる
ご相談に応じます。お見積りの取りまとめ、会場の予約、視察の受入、誘
致の際の企画提案書作成サポート、事業者の紹介など、福岡で会議を開
催していただくために、あらゆる面でサポートを行っています。

万全のサポート体制観光プログラム

九州6県が日帰り圏内。
魅力の観光地へ
アクセスもスムーズ
世界遺産や文化遺産を有する九州。
至便な交通ネットワークにより、日帰り観光が可能です。

［熊本県]

　 世界新三大夜景
長崎は、モナコ、香港と並んで世界新三
大夜景に認定された。代表的な絶景ス
ポットとして稲佐山がある他、鍋冠山、風
頭公園など、多くの視点場から夜景を楽
しむことができる。

　 グラバー園
長崎港の大パノラマを見下ろす絶景地、
南山手の丘にあり居留地時代の風情を
今に残す。

　 熊本城
1607年、加藤清正が築城。築城400年
を機に、本丸御殿や豪華な内装も復元さ
れた。

　 阿蘇
阿蘇五岳や世界有数の巨大なカルデラ
は日本ジオパークに認定された「地球の
遺産」。春夏秋冬、変化する景色は訪れ
る者を飽きさせない。

　 黒川温泉
それぞれの旅館が源泉を持ち、お湯の匂
いや色、泉質もさまざまな個性豊かなお
湯が揃う。3カ所の露天風呂に入浴するこ
とができる入湯手形（1,200円）も人気。

　 別府温泉
近代化された町と昔ながらの温泉情緒
が同居する温泉街。泉質も豊富で、日本
一の湧出量を誇る。

　 由布院温泉
全国的にも高い知名度と人気を誇る温泉
で、多彩な宿が揃っている。由布院のシン
ボル金鱗湖では、晩秋から冬にかけての
早朝、朝霧が水面に立ち込める幻想的な
風景が見られる。

　 九重“夢”大吊橋
日本一の大きさを誇る吊り橋。長さ390
ｍ、高さ173ｍ、標高777ｍの橋からは
絶景を満喫できる。周囲には温泉が点在
しており温泉めぐりも楽しめる。

　 高千穂峡
阿蘇溶岩によってできた断崖が連なる
渓谷。日本の滝百選にも選ばれた真名
井の滝は、夏はライトアップされ、幻想的
な姿を見せる。ボートから見上げる滝や
断崖は、迫力満点。

　 桜島
今も噴煙を上げ灰を降らせている世界
的な活火山。北岳・中岳・南岳からなる
複合活火山で、古代から噴火の記録が
数多く残っている。

　 指宿温泉
温泉の湧く浜辺に寝転んで砂をかけても
らう天然砂むし温泉が名物。この効果は
普通の温泉より高いと言われ、炎症を抑
え、皮膚の代謝を高める働きがあると女
性にも人気が高い。

　 伊万里焼・有田焼
透明感のある白磁に古伊万里、柿右衛
門、鍋島等独特の様式が映える。

　 唐津
美しい唐津城や玄界灘のグルメ、全国的
にも有名な唐津焼など、さまざまな楽し
みにあふれている。のんびり歴史散策を
楽しもう。

　 佐賀インターナショナル
　 バルーンフェスタ
毎年11月上旬に佐賀市嘉瀬川河川敷を
メイン会場に開催されるアジア最大級の
熱気球フェスティバル。

　 軍艦島（端島）
かつて炭鉱の島として栄えた端島は、そ
の外観が軍艦に似ていたことから「軍艦
島」と呼ばれている。2015年に世界文化
遺産に登録され、上陸ツアーも人気。

※福岡・福岡空港～黒川温泉直行の高速バスあり
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中 部

［大分県]中 部

［宮崎県]南 部［佐賀県]北 部

［長崎県]北 部

［鹿児島県]南 部

世界
文化遺産

旅  行

交  通 企 画・運 営

★
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のワンストップ
サービス

インセンティブツアー支援メニュー

博多の代表的なお祭りの一つである
「博多どんたく」で使用する法被を
前年度大会のPRや開催当日の受付などに
貸出します。

Convention Support Menu

Step-1 Step-2 Step-3

3 4

1 2開催地選択段階

❶ 広報PR資料の
　 提供と貸出し
候補地決定時に必要な
広報・PR資料等をご提供します。

❷ 視察受け入れ
コンベンション施設・宿泊施設等の
視察受け入れを一括して行います。

開催都市が未決定で、
助成を行うことで福岡市での開催が
促進されるコンベンションについて、
国内外延べ参加者数などに応じた
助成金制度を設けております。

❸ 見積書・提案書の
　 とりまとめ
ご要望に応じて、必要な見積書・
提案書の取りまとめを行います。

❹ コンベンション開催
　 助成金制度＊

＊詳細は各担当者におたずねください。

開催決定後の準備段階

❶ 各種パンフレットのご提供など
a.福岡観光ガイドブック
　（言語：日/英/韓/中（繁）/中（簡））
b.福岡グルメ・おみやげガイドブック（日本語のみ）
c.中洲飲食マップ（日本語のみ）

❷ ユニークベニューのご紹介
ホテルはもちろん、ユニークなパーティー会場まで、
福岡ならではの素敵なレセプション会場をご紹介します。

❸ 観光案内および語学ボランティアのご紹介
主催者様からのご依頼に応じ、観光案内ボランティアや
語学ボランティアをご紹介します。

❹ 広報活動協力
広報に必要な資料やDVDの提供、ならびに、
関係機関への告知・HPへの掲載等を行います。

❺ 外国人参加者への支援
日本文化体験プログラムを希望する主催者に対し、
茶道・華道体験等の受入れ団体をご紹介します。

❻ 後援と歓迎スピーチ
一定条件のもと、福岡市及び
福岡観光コンベンションビューローが
後援するとともに、
参加者への歓迎スピーチなどをいたします。

コンベンション開催時

ガイドブックのご提供

❶ 歓迎看板または
　 郷土芸能のご提供
一定の条件のもと（参加国数・
人数規模等）で、福岡市で開催される
大規模コンベンションに対し、
歓迎看板の提供・設置、もしくは、
郷土芸能（1種）を無料提供します。

［案内看板設置例］
○福岡空港における歓迎案内所の設置
○福岡空港「空NETビジョン」などでの
　歓迎バナー
○博多駅新幹線口歓迎バナーなど

❷ 郷土芸能のご紹介
開会式、レセプション等でご利用される
郷土芸能を、ビューロー特別価格にて
ご紹介します。

❸ 博多どんたく法被の貸出し

福岡市内に1泊以上滞在するインセンティブツアーを対象に、さまざまな支援メニューをご提供しています。

インセンティブツアー参加者に対する
割引・優待のクーポンを掲載した「福岡観光ガイド
ブック」をグループの皆さまへご提供します。（英語、
韓国語、中国語（簡）、中国語（繁）、日本語に対応）

挨拶状と
絵葉書セットのご提供
ウェルカムレターと福岡観光絵葉書のセットを、
グループの皆さまへプレゼントします。

ホテルでの歓迎式典や表彰式の際、独
楽（こま）回し、太鼓、民踊などの郷土芸
能のいずれかひとつを1回無料提供い
たします。

空港・港での
歓迎式典開催

郷土芸能の提供

歓迎の横断幕を用意して、法被姿で、皆さまをお出
迎えします。また、歓迎挨拶を行うとともに、インセ
ンティブツアー代表者へ福岡ゆかりの記念品を贈
呈します。 〈伝統芸能の一例〉

金獅子太鼓

博多独楽 博多民踊

公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー
〒810-0001 福岡市中央区天神1-11-17 4F
TEL 092-733-0101　FAX 092-733-3100
e-mail mpf@welcome-fukuoka.or.jp
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/

一般財団法人 福岡コンベンションセンター
〒812-0032 福岡市博多区石城町2-1
TEL 092-262-4111　FAX 092-262-4701
http://www.marinemesse.or.jp/

福岡市経済観光文化局観光コンベンション部
MICE推進課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
TEL 092-711-4345　FAX 092-762-4442
http://www.city.fukuoka.lg.jp

Meeting Place Fukuoka

万全のサポート体制

国際・国内会議、
企業の報奨・研修旅行など、
あらゆる目的に応じて、
きめ細やかな支援をします。
福岡での開催は想像以上の
満足を提供します。

10名様
以上

10名様
以上

200名様
以上

100名様
以上

［郷土芸能提供例］
博多独楽（こま）、
金獅子太鼓、博多民踊など

（MPF）

★印の写真 提供：福岡市

★

※写真は2015年
　現在発行のもの

3938



FUKUOKA
Meeting Planner’s Guide


