ユニークベニューとは、歴史的建造物や文化施設、公的空間等で会議・
レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場の
ことを指します。公式な会議場等とは異なる雰囲気の中、特別な体験・
時間を共有することで、ＭＩＣＥ参加者の交流や意見交換がより活発に
行なわれることが期待できます。
広島市を中心としたおおむね半径６０ｋｍ以内の市町で構成される
広島広域都市圏域内には、美術館や庭園、寺院、商店街など、それぞれの
地域の特色を感じることができるユニークベニューが１２施設あります。
圏域内でのＭＩＣＥ開催時には、是非、これらのユニークベニューを
利用していただき、ＭＩＣＥの成功にお役立てください。
A Unique Venue is an exceptional place like a historic building,
a cultural facility or a public space that can serve as a venue for
a conference or a reception. Different from an ordinary venue
and rich with local flavor, there is something special about such a
venue, which create a unique shared environment, for a more lively
interaction and exchange of opinions.
There are 12 Unique Venues in the Hiroshima Regional Urban Area,
the area consisting of cities and towns located within around 60
kilometers from Hiroshima City. They include venues as diverse as an
art museum, a garden, and a temple, as well as a shopping arcade.
Each venue is unique in its own way and has a local charm.
When you host a MICE event in this area, make your MICE event
successful by utilizing one of these Unique Venues!
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施設名

想定用途

利用人数

Name of facility

Assumed applications

Capacity

① いろり山賊
Irori Sanzoku
② おりづるタワー
Hiroshima Orizuru Tower
３
２ ８ 11

③ 横川商店街
Yokogawa Shopping Area
TOKYO

マリーナホップ

④ Marina Hop

FUKUOKA

10

OSAKA

⑤ 三景園
Sankeien Garden

４

神楽門前湯治村

⑥ Kaguramonzen Touji Mura
６

⑦ 大聖院
Daisyoin Temple
⑧ ひろしま美術館
Hiroshima Museum of Art

Hiroshima city

⑨ 広島ベイクルーズ銀河
Hiroshima Bay Cruise GALAXY

５

⑩ タカノ橋商店街
Takanobashi Shopping Street

７

広島城

⑪ Hiroshima Castle

YAMAGUCHI

⑫ Yamato Museum (Kure Maritime Museum)
屋外パーティー
Outdoor party

会議
Meeting

エクスカーション
Excursion

インセンティブ
Incentive travel

12

HIROSHIMA

１

大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）

屋内パーティー
Indoor party

９

100 名以下
Maximum 100people

300 名以下
Maximum 300people

300 名以上
Orver 300people



いろり山賊／ Irori Sanzoku



1300

床の間

アトラクション
会場
いろり山賊
ドリンク

ステージ

9020

7720

ステージ

Ｐ

Ｐ

竈

桃李庵／ Tourian

項 目 /Items

いろり山賊全体図／ Map of Irori Sanzoku

いろり山賊

14920

Irori Sanzoku

桃李庵

内 容 /Contents

所在地

山口県岩国市玖珂町 1380 － 1（玖珂店） TEL：0827-82-3115

Address

1380-1, Kuga-machi, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture

運営窓口

株式会社ファミリーレストラン大学

Contact

Family Restaurant Daigaku Corporation

アクセス

広島市内から車で約 1 時間（高速利用） ※直線距離 45.7㎞

Access

Approximately 1 hour drive from Hiroshima City (take highway). ※ Distance of 45.7km

近隣会場施設からのアクセス

岩国市民会館から車で約 23 分

Access from nearby convention venues

Approximately 23min. drive from the Iwakuni City Culture Center. ※ Distance of 13.2km

ユニークベニュー利用可能日時

平日：10:00 ～ 24:00（7、8 月は除く） 店休日貸切応相談

Unique venue availability

Weekdays from 10:00 to 24:00 (July and August excluded) Exclusive use is negotiable on holidays.

駐車場（バス・普通車）

バス 3 台、普通車 140 台

Parking(Bus・Car)

Bus：Up to 3 buses, Car：Up to 140 cars

利用人数

最大催行人数 200 名

Capacity

Maximum 200 people.

TEL：+81-827-82-3115

HP：http://www.irori-sanzoku.co.jp/

※直線距離 13.2㎞

1



いろり山賊／ Irori Sanzoku

お出迎え
日本の伝統文化を体現したジャパニーズテーマパークである「いろり山賊」
。店内の装飾のほとんどを自社にて施しており、ロゴ入りの提灯やのぼりの作成など、和の雰囲気をいかした様々な
おもてなし演出の相談に気軽に乗ってもらえる。また、甲冑やえびす様の衣装も自前で取り揃えていたりと、おもてなし演出のバリエーションも豊富である。
Welcoming guests
"Irori Sanzoku" is almost like a theme park that features Japanese traditional culture. As most of Irori Sanzoku's interior and exterior decoration items are designed and made by its staff, they will be happy to
help you decorate the place for your event by providing items like tailor-made lanterns and banners with your logo to show Japanese hospitality. Among a variety of services they provide, which includes the
staff's cosplaying as Japanese Samurai or Ebisusama (one of the seven lucky gods) when welcoming your guests.



屋外スペース
屋外スペースは、地元の神楽団によるアトラクションや生演奏など、様々な活用方法が
考えられる。レイアウトの変更や、
演出のための機材の持込みについても柔軟に対応できる。
Outdoor Space
There are many ways to use outdoor space, for local Kagura or live band
music performance, for example. They can deal flexibly with changing the
layout and bringing in equipment for the production.

Before

いろり山賊

Irori Sanzoku

After

Before

桃李庵
ユニークな和の世界観を持つ会場で実施するセミナーは、参加者の印象もより深くなる。特別な
セミナーやミーティングの開催には最高のシチュエーションである。
Tourian
The seminar held in an old Japanese-style folk house makes it more impressive to
the participants than that held in a usual venue.
It is the best place to hold special seminars and meetings.

After



いろり山賊／ Irori Sanzoku
演出
会場のセッティングを始め、アトラクションや食事の演出まで細やかに対応してくれるので、主催者のイメージに合う " 魅力的な演出 " ができる。また、食事も「いろり山賊」の魅力の一つで、
鶏もも肉を串に刺し炭火で焼いた豪快な「山賊焼」や、三種類の具の入った大きな「山賊むすび」
、山口県のブランド牛「皇牛（すめらぎぎゅう）
」は絶品である。
Production
To make your event more attractive, they provide attended services to create wow the way you want it through the venue setting, the food presentation and fun attractions. Also food is one of the
appealing points of "Irori Sanzoku". Among their best signature dishes are grilled chicken legs on skewer called "Sanzoku-yaki", big rice balls with three kinds of ingredients called "Sanzoku-musubi" and
the premium-branded beef of Yamaguchi Prefecture "Sumeragi Beef".

鏡開き／ Kagamibiraki

大杯／ Taihai (Toast with a large cup) シャンパンタワー／ Gorgeous champagne tower

アトラクション（神楽）／ Kagura ウェルカムドリンク／ Welcome Drink



アイスブレイク／ Ice breaker

ネットワーキング／ Networking

食事／ Dishes

いろり山賊

アトラクション（けん玉）／ Kendama

Irori Sanzoku

生演奏／ live performance

まとめ
オリジナリティあふれるユニークな空間は、どこか懐かしさを感じ、時間の経過を忘れさせ、いつの
間にか昔話の世界にタイムスリップした錯覚すら覚える。
そんな不思議な空間だからこそ、自然と会話が弾み、心も打ち解ける。そこにはいつもとは違った
新たなネットワーキングの幅が広がる可能性を感じさせる。
Review
A unique space with full of originality makes you feel nostalgic and makes you forget about the time.
You might feel as if you were wandering into a world of old Japanese folktales. The our of the ordinary
space creates an environment for a lively conversation and an attitude of open-mindedness, which can
allow participants to build a new network.



おりづるタワー／ Hiroshima Orizuru Tower



項 目 /Items

RF ひろしまの丘／ Hiroshima Hills

内 容 /Contents

所在地

広島県広島市中区大手町 1-2-1

Address

1-2-1, Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

おりづるタワー事務局

Contact

HIROSHIMA ORIZURU TOWER office

アクセス

広島駅より広島電鉄「原爆ドーム前」下車すぐ

Access

Take the street car from the "Hiroshima Station" and get off at the "Atomic Bomb Dome" station.

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から徒歩で約 7 分

Access from nearby convention venues

Approximately 7 min. walk from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 0.5km

ユニークベニュー利用可能日時
Unique venue availability

おりづるタワー

Hiroshima Orizuru Tower

12F おりづる広場／ Orizuru Square

TEL：082-569-6803
TEL：+81-82-569-6803

HP：http：//www.orizurutower.jp/

※直線距離 0.5㎞

毎日 19:00 から 22:00 の間で 2 時間 (7 ～ 9 月応相談。年末年始、8 月 6 日を除く）
Available every day for two hours between 19:00 to 22:00. (Negotiable during July to September)
Excluding New Year holidays and August 6th.

駐車場（バス・普通車）

なし（周辺の有料駐車場利用）

Parking(Bus・Car)

Parking is not available. (Please use nearby parking services.)

利用人数

最少催行人数 50 名～最大催行人数 200 名

Capacity

From 50 to 200 people.

2
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おりづるタワー／ Hiroshima Orizuru Tower

会場
広島の中心部、原爆ドームの隣に建つおりづるタワーでは、広島市内を見渡せる開放的な空間が広がる「ひろしまの丘」や、最先端のデジタルサイネージを有する「おりづる広場」を会場に、
広島を感じることのできるパーティーが開催できる。広島国際会議場から徒歩で移動できる好立地で、大小様々な会議室も備えており、研修や会議などにも適している。

Venue
Located in the center of the city, the Hiroshima Orizuru Tower is situated next to the Atomic Bomb Dome. In this facility, you can hold a party at their featured venues, "Hiroshima Hills" offers the vast
view of Hiroshima City and "Orizuru Square" has digital signage of the latest technology. In addition, there are meeting rooms of different sizes. The tower is within walking distance from the International
Conference Center Hiroshima. It offers a great location and is suitable for various seminars and meetings.

おりづる広場／ Orizuru Square

11

ひろしまの丘／ Hiroshima Hills

会議室／ Meeting rooms

スパイラルスロープ／ Spiral Slope

おりづるタワー

Hiroshima Orizuru Tower

デジタルサイネージ／ Digital signage

おりづるの壁／ Orizuru Wall

演出
屋上の「ひろしまの丘」は広島市内を見渡せる展望デッキで、照明のパターンを
変更したり、生演奏やウェルカムドリンクでパーティー等の始まりにふさわしい
演出ができる。
12 階「おりづる広場」は最大 200 名を収容でき、広島の街並みを背景に
パーティ―を開催することができる。" 生演奏 " でパーティーを盛り上げたり、
" デジタルサイネージ（大型モニター）" を使用し、ロゴや動画などを表示させ、
オリジナルのパーティーを演出できる。
その他、自分で折ったおりづるを投入する " おりづるの壁 " や、1F から屋上
展望台をつなぐ " スパイラルスロープ " など、プラスワンの見どころもある。

Production
"Hiroshima Hills" in roof top（RF）is an observation deck where you can enjoy the
vast view of Hiroshima City. Lighting patterns in the venue are changeable. For the
beginning of the party, it is suitable to have welcome drinks.
"Orizuru Square" in 12F can hold a maximum of 200 people with a background
view of Hiroshima City. Have a "live performance" to liven up your party, or you
can use a "digital signage"(large monitor) that can display meeting logos and video
to make your party unique.
Visitors can make a paper crane, the symbol of peace, and drop it down into the
"Orizuru Wall". There is also a "Spiral Slope" connecting 1F to RF.

おりづるタワーからの景色／ View from Orizuru tower
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横川商店街／ Yokogawa Shopping Area

13

７

１

４

２

３

横川駅周辺／ Around Yokogawa Station

６

横川商店街

Yokogawa Shopping Area

横川駅

① くろすろーど／ Cross Road
② 星のみち／ Hoshinomichi
③ 駅前広場／ Yokogawa Station Square
④ フレスタモールカジル／ Fresta Mall Cazl Yokogawa
⑤ 河川敷エリア／ Riverside Area
⑥ 横川商店街エリア／ Yokogawa Shopping Area

５

⑦ 横北新宿商店街エリア／ Yokokita Shinjuku Shopping Area

項 目 /Items

内 容 /Contents

所在地

広島県広島市西区横川町 3 丁目 1 － 18（横川商店街振興組合） TEL：082-232-2434

Address

3-1-18, Yokogawa-cho,Nishi-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture (Yokogawa Shopping Area Promotion Association) TEL：+81-82-232-2434

運営窓口

横川商店街振興組合

Contact

Yokogawa Shopping Area Promotion Association

アクセス

広島市内中心部から車で約 10 分

Access

Approximately 10 min. drive from the center of Hiroshima City. ※ Distance of 4.0km

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場より車で約５分

Access from nearby convention venues

Approximately 5 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 2.0km

ユニークベニュー利用可能日時

応相談

Unique venue availability

Please ask.

駐車場（バス・普通車）

なし（周辺の有料駐車場利用）

Parking(Bus・Car)

Parking is not available. (Please use nearby parking services.)

利用人数

最大催行人数 1,000 名

Capacity

Maximum 1,000 people.

HP：http：//e-yokogawa.net/

※直線距離 4.0㎞

※直線距離 2.0㎞

３
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横川商店街／ Yokogawa Shopping Area

会場
広島駅から西へ２駅の横川駅を中心に南北に約 400m にわたる、
地域密着の商店街を舞台に、
NPO やアーティスト等と連携した「商店街劇場」、街中がゾンビであふれかえる「横川ゾンビナイト」
等、地元に根付いた積極的な取組を行っている。商店街の複数店舗を活用したストリートフードコートや、
徒歩圏内の河川敷をパーティー会場に仕立て、ゾンビのアトラクションを盛り込むなど、
エンターテイメント性あふれるオリジナルのパーティーの提案ができる。

Venue
Centering around Yokogawa Station, Yokogawa Shopping Area stretches 400m from south to north. Yokogawa Station is only two stops away from Hiroshima Station. In cooperation with NPO and local artists,
this local-oriented shopping area actively engages in local events, such as street side food court / theater and Yokogawa Zombie Night, taking place on or around Halloween, when the area turns into a party
place for people in Zombie costumes. You can propose your original ideas and create a unique and fun event using the beautiful riverside located within walking distance.

駅前広場／ Yokogawa Station Square

15

フレスタモールカジル横川／ Fresta Mall Cazl Yokogawa

河川敷エリア／ Riverside Area

ライトアップ演出・花火／ Illumination, Fire works

横川商店街

Yokogawa Shopping Area

トランルージュ／ Train Rouge

商店街グルメ／ Dishes of Shopping Area

演出
隣接のショッピングセンターの 1F エントランスにはステージ設置ができ、
ライブやアトラクションの会場に適している。
河川敷エリアでは「水の都」広島ならではの川のある景色を見ながらの
パーティーが開催可能。ライブやライトアップの演出、屋台のケータリング等で
印象深いパーティーが開催できる。
多数の飲食施設が並ぶ横川商店街全域を利用して、飲食代をチケット制にした、
回遊型のパーティーが可能である。また、広島の街並みを眺めながら飲食が
できる、貸切路面電車「トランルージュ」でパーティー会場まで移動するなど、
駅前ならではのコンテンツもある。
その他にも、様々な地域密着型イベントを行っている横川商店街には、花火や、
ライブ、ワークショップ、チームビルディングなどの、多彩なコンテンツが
あり、中でも、横川商店街の大イベント「横川ゾンビナイト」をアレンジし、
突然街中にゾンビが現れる演出は迫力満点だ。

Production
The 1F lobby of the shopping center can be used as a stage. It is an excellent
location for live performances and other attractions.
Hiroshima City is well known as The City of Water, as such it is possible to have
a beautiful scenic venue space on the "Riverside Area". Impressive events such as
live performances, river illumination, and food stands can be held.
The Yokogawa Shopping Area is lined with many different kinds of restaurants.
Food tours can be arranged with the purchase of a food pass.
A wide variety of events allows you to be creative with your event planning.
From fireworks, live performances, workshops, team-building events and more. The
Yokogawa Zombie Night, which is the biggest event in the Yokogawa Shopping
Area, can be incorporated into your event.

横川ゾンビナイト／ Yokogawa Zombie Night
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マリーナホップ／ Marina Hop
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マリホ水族館／ Mariho Aquarium

項 目 /Items

マーメイドスペース／ Mermaid Space

内 容 /Contents

所在地

広島県広島市西区観音新町 4-14-35

Address

4-14-35, Kan-on-shin-machi, Nishi-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

TEL：082-503-5500

運営窓口

株式会社マリーナホッププロパティ

Contact

Marina Hop Property Co. Ltd.

アクセス

広電バス 3 号線に乗車「マリーナホップ」下車

Access

Take Hiroden Bus #3 and get off at "Marina Hop"stop. Takes approximately 37 min.

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から車で約 16 分 ※直線距離 4.8㎞

Access from nearby convention venues

Approximately 16 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 4.8km

ユニークベニュー利用可能日時

マリホ水族館：19:00 ～ 21:00（12 月～ 3 月のみ）、 マーメイドスペース：常時

Unique venue availability

Mariho Aquarium： Available from 19:00 to 21:00 (from December to March only) , Mermaid Space： Available anytime

駐車場（バス・普通車）

大型：バス 8 台、 普通車：1,500 台

Parking(Bus・Car)

Bus：Up to 8 buses, Car：Up to 1,500 cars

利用人数

応相談

Capacity

Please ask.

TEL：+81-82-503-5500

HP：http：//www.marinahop.com/index.html

約 37 分

４
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マリーナホップ／ Marina Hop

会場
リゾート感にあふれた海辺にある中四国地区最大級のショッピングモール「マリーナホップ」。広大な施設内には「マリホ水族館」があり、大型水槽前で印象的なパーティーができる。また、
ヨットハーバーに面した多数のレストランや、300 名収容できる大型会場「マーメイドスペース」で、海辺ならではのパーティー演出が可能。

Venue
"Marina Hop" is one of the largest shopping malls in Chugoku and Shikoku Region located on the seaside with full of resort atmosphere. In the vast facility, there is the "Mariho Aquarium". You can
have an impressive party in front of the large water tank. Moreover, there are not only several restaurants along the yacht harbor but also a large venue for a party called "Mermaid space" which can
accommodate up to 300 people. It is possible to produce a party unique to the seaside.

マリホ水族館外観／ Aquarium entrance
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マリホ水族館／ Mariho Aquarium

マーメイドスペース／ Mermaid Space

ケータリング／ Catering

マリーナホップ

Marina Hop

マリホフードホール by るるぶキッチン／ Mariho Food Hall by Rurubu kitchen

プロジェクションマッピング演出／ Projection mapping

演出
マリホ水族館を貸し切り、大型水槽の前でカクテルパーティ―などが開催可能。
大型水槽内のデコレーションやダイバーによる水中アトラクションなど、水族館
ならではの演出を楽しむことができ、魚たちに囲まれた幻想的な空間の中で、
ここでしか体感できない素敵な時間が過ごせる。
その他施設内には「マリホフードホール by るるぶキッチン」をはじめ、複数の
飲食店があるので、ケータリングの種類が豊富にあり、パーティー等に合わせた
料理を準備することが可能。レストランに面したデッキには、プロジェクション
マッピングを投影することができ、華々しい演出となる。
また、海辺に近いマリーナホップでは、花火の打ち上げが可能で、パーティー
等のフィナーレにとっておきの演出になること間違いなし。

Production
Mariho Aquarium can be rented out exclusively. You can arrange a cocktail party
in front of its large water tank. You can entertain your guests by decorating the
large water tank or showing the divers' aquatic performance. Feeling as if you were
surrounded by fish, you will experience a unique and mystical atomosphere.
There are several restaurants including "Mariho Food Hall by Rurubu kitchen",
inside the facility which allows you to arrange meals suitable for each event.
On the deck facing the restaurant, projection mapping can be projected, it can be
spectacular direction.
Marina Hop can arrange fireworks, which will be the perfect finale for your event.

花火演出／ Fire works
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三景園／ Sankeien Garden
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潮見亭／ Chokentei

項 目 /Items

屋外庭園スペース／ Outdoor garden space

内 容 /Contents

所在地

広島県三原市本郷町善入寺 64 － 24

Address

64-24, Zennyuji, Hongo-cho, Mihara City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

一般財団法人中央森林公園協会

Contact

General Foundation Chuoshinrin park

アクセス

広島市内から車で約 1 時間（高速利用） ※直線距離 43.5㎞

Access

Approximately 1 hour drive from Hiroshima City (take highway). ※ Distance of 43.5 km

近隣会場施設からのアクセス

東広島芸術文化ホールくららから車で約 20 分

Access from nearby convention venues

Approximately 20 min. drive from Higashi Hiroshima Arts & Culture Hall Kurara. ※ Distance of 16.7 km

ユニークベニュー利用可能日時

三景園

㏻㊰

Sankeien Garden

池

TEL：0848-86-9200
TEL：+81-848-86-9200

HP：http：//www.chuo-shinrin-koen.or.jp/sankei/sankei.html

※直線距離 16.7㎞

潮見亭屋内：9:00 ～ 18:00（4 月～ 9 月）、9:00 ～ 17:00（10 月～ 3 月）その他応相談。年末の休園日使用不可

Unique venue availability

Inside Chokentei：9:00 ～ 18:00（From April to September）, 9:00 ～ 17:00（From October to March）
Other facility is negotiable. Not available during New Year holidays.

駐車場（バス・普通車）

バス：5 台、 普通車 167 台（中央森林公園

Parking(Bus・Car)

Bus：Up to 5 buses, Car：Toll parking for 167 cars at Chuoshinrin park and for 645 cars at prefectural parking lot#2

利用人数

最大催行人数 200 名

Capacity

Maximum 200 people.

有料） 普通車 645 台（県営第二駐車場

５

有料）
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三景園／ Sankeien Garden

会場
広島空港から徒歩 5 分の位置にあり、約 6 ヘクタールの広さをもつ築山池泉回遊式庭園。広島県の山渓谷や、瀬戸内海の風景をモチーフに庭園化しており、自然をいかした美しい日本庭園を
楽しむことができる。景観を眺めながら少人数での会議等ができる「潮見亭」を有しており、ウェルカムパーティーやエクスカーションなど様々な利用方法がある。

Venue
This spacious garden of 6 hectares is only a 5min. walk from the Hiroshima Airport. It is a Tsukiyama chisen Japanese style garden designed in the motif of Hiroshima mountain valley and the Seto Inland
Sea. You will enjoy this beautiful Japanese garden designed to recreate natural landscapes in Hiroshima Prefecture. The garden also has a venue called Chokentei. It can be used for a meeting, welcome party
and excursion.

潮見亭（和室）／ Chokentei (Japanese style room)
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潮見亭（回廊）／ Chokentei (Corridor)

屋外庭園スペース／ Outdoor garden space

やっさ踊り／ Yassaodori (traditional japanese dance)

三景園

オカリナ生演奏／ Live performances of Ocarina

Sankeien Garden

ライトアップ演出／ Illumination

演出
広々とした池を望む「潮見亭」の回廊で立食パーティーなどが開催可能。日本
庭園を眺めながら、オカリナや琴の演奏、やっさ踊りなどの演出で日本ならではの
雰囲気を盛り上げる。
また、夜間開催時にはライトアップされた庭園で、幻想的な雰囲気を演出する
ことができる。

Production
Standing buffet parties can be held in the "Chokentei" (corridor) looking over the
large pond. At parties, liven up your atmosphere with live performances of Koto
(Japanese harp), Ocarina, Yassaodori (traditional japanese dance) with the beautiful
scenery of the japanese gardens.
The facility is illuminated when you hold an evening. It creates a beautiful
dreamlike atmosphere for the guests.

琴生演奏／ Live performances of Koto (Japanese harp)
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神楽門前湯治村／ Kaguramonzen Touji Mura

25
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神楽門前湯治村

項 目 /Items

神楽ドーム（パーティー形式）／ Kagura Dome（Party）

Kaguramonzen Touji Mura

神楽ドーム（スクール形式）／ Kagura Dome（Meeting)

内 容 /Contents

所在地

広島県安芸高田市美土里町本郷 4627

Address

4627, Hongo, Midori-cho, Akitakata City, Hiroshima Prefecture

TEL：0826-54-0888

運営窓口

株式会社神楽門前湯治村

Contact

Kaguramonzen Touji Mura Co.,Ltd

アクセス

広島市内から車で約 1 時間 10 分（高速利用） ※直線距離 40.2㎞

Access

Approximately 1hour and 10min. drive from Hiroshima City (take highway). ※ Distance of 40.2km

近隣会場施設からのアクセス

東広島芸術文化ホールくららから車で約 1 時間 10 分

Access from nearby convention venues

Approximately 1hour and 10min. drive from Higashi Hiroshima Arts and Culture Hall Kurara (take highway). ※ Distance of 34.3km.

ユニークベニュー利用可能日時

平日夜・土曜日日中（12 月～３月は神楽ドーム使用不可）

Unique venue availability

Weekday evening / Saturday daytime (Kagura Dome is not available from December to March)

駐車場（バス・普通車）

バス：20 台、 普通車：300 台

Parking(Bus・Car)

Bus：Up to 20buses, Car：Up to 300cars

利用人数

最大催行人数 300 名

Capacity

Maximum 300 people.

TEL：+81-826-54-0888

HP：http://www.kaguramonzentoujimura.com/main.html

※直線距離 34.3㎞

６
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神楽門前湯治村／ Kaguramonzen Touji Mura

会場
広島が誇る伝統芸能「神楽」。その神楽をいつでも見ることができる、広島県北部の小さな山の上にある昔懐かしい町並みの施設。神楽ドームや、かむくら座劇場では、22 神楽団によっ
て年間 150 日以上の神楽公演が開催されており、日本らしい雰囲気を存分に味わえる他に例を見ない施設である。

Venue
Hiroshima is proud of its Kagura performance, one of Japan's most celebrated traditional dance performances. You can see wonderful Kagura performances anytime at this nostalgic facility located on top of a
small mountain in northern Hiroshima. At the "Kagura Dome" and "Kamukuraza Theater" 150 kinds of Kagura dances are performed by 22 Kagura groups. You can enjoy traditional Japanese atmosphere.

神楽ドーム／ Kagura Dome
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かむくら座劇場／ Kamukuraza Theater

施設内風景／ View of Kaguramonzen Touji Mura Street

宿泊施設・温泉／ Accommodations and hot springs

神楽門前湯治村

神楽衣装試着体験／ Dress up in a Kagura costume

Kaguramonzen Touji Mura

神楽体験館「和楽」／ Kagura work shop experience "Waraku"

演出
主催者が神楽の衣装を着て舞台から登場するなど、印象に残るオープニング
演出が可能。また、きらびやかな神楽衣装の試着体験ができ、実際の衣装の
重さを参加者も体感することで、より神楽の凄さを実感できる。
神楽体験館「和楽」では、子供から大人まで楽しむことができる神楽面の絵付け
体験ができ、アクティビティにも転用可能。
純和風の木造建築で、掘りごたつもある３つの宿泊施設があり、療養効果のある
温泉「岩戸屋」とともに、日本旅館の風情を楽しむことができる。

Production
At the opening of an event, the organizer can be dressed in Kagura costume and
appear on the stage, which will be a great way to impress participants. And you
can experience dressing-up in a gorgeous Kagura costume. By feeling the weight of
the actual heavy costume, you will feel the greatness of the Kagura.
You can try making a Kagura mask or Kagura equipment in Kagura workshop
experience "Waraku". The facility can also be used for another activity.
There are three traditional Japanese style accommodations. Along with hot spring,
you will be able to enjoy the true feeling of a traditional Japanese atmosphere.

登場演出／ An impactful opening
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大聖院／ Daisyoin Temple
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観音堂／ Kannondo

項 目 /Items

内 容 /Contents

所在地

広島県廿日市市宮島町 210

Address

210, Miyajima-cho, Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

大聖院

Contact

Daisyoin Temple

Access
近隣会場施設からのアクセス

観音堂前広場／ Open space in front of Kannondo

大聖院

廻廊

アクセス

Daisyoin Temple

大広間

観音堂

TEL：0829-44-0111
TEL：+81-829-44-0111

HP：http://www.galilei.ne.jp/daisyoin/

広島市内から宮島口まで車で約 30 分→フェリーで約 10 分→宮島桟橋より徒歩約 20 分

※直線距離 16.3㎞

Approximately 30 min. drive from Hiroshima City to Miyajimaguchi → Approximately 10 min. by Miyajima ferry →
Miyajima pier (approximately 20 min. walk) ※ Distance of 16.3km
安芸グランドホテルから宮島口まで車で約 2 分→フェリーで約 10 分→宮島桟橋より徒歩約 20 分

※直線距離 2.4㎞

Access from nearby convention venues

Approximately 2 min. drive from Aki Grand Hotel to Miyajima-guchi → Approximately 10 min. by Miyajima ferry →
Miyajima pier (approximately 20 min. walk) ※ Distance of 2.4km

ユニークベニュー利用可能日時

応相談

Unique venue availability

Please ask. Exclusive use is available after 17:00. (Not available during Yearly events and New Year holidays)

駐車場（バス・普通車）

なし（周辺の有料駐車場利用）

Parking(Bus・Car)

Parking is not available. (Please use nearby parking services.)

利用人数

応相談

Capacity

Please ask.

17:00 以降貸切可能 （年中行事、年末年始は使用不可）

７
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大聖院／ Daisyoin Temple

会場
宮島にある寺院の中で最も歴史が古いのが、真言宗御室派（総本山仁和寺）の大本山大聖院である。大聖院は宮島桟橋から歩いて約 20 分、対岸の町並みが望める場所にあり、閑静な環境と
眺めの良さも特徴の一つである。屋外パーティーはもちろん、施設内に複数ある建物は、会議や研修などにも使用することができ、非日常的な空間で有意義な時間を過ごすことができる。

Venue
Daihonzan Daisyoin is the oldest Grand Head Ninnaji temple of the Omuro School from the Shingon sect on Miyajima. It is located approximately 20 min. away from Miyajima pier by walking. The route from
the pier offers a coastal scenic view of the otherside of the shore. Features include a quiet environment with beautiful scenery. This location is not only good for outdoor parties, but also for meetings and
trainings, enjoying the otherworldly atmosphere in this historical temple.

観音堂／ Kannondo
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摩尼殿／ Maniden

遍照窟／ Henjyokutsu

五百羅漢／ Gohyakurakan (five hundred disciples of Buddha)

大聖院

精進料理／ Shojin ryori (traditional Japanese vegetarian dish)

Daisyoin Temple

アクティビティ／ Activities

演出
施設内には、お砂踏みをすると四国を遍路したのと同じ功徳があるといわれる
遍照窟や、お堂へ続く長い石階段に祀られる五百羅漢などの見所が多数ある。
供養物の一つである燈明を供養することで、世を照らし、闇を除き、智恵、福徳、
涅槃を得ると言われている " 萬灯会 " は、たくさんの燈明を使用し、幻想的な
空間を作り出す。パーティー等に合わせてアレンジすることも可能。
茶道や、華道、座禅、写経、護摩業、精進料理など、お寺ならではのアクティ
ビティが体験できる。

Production
There are many places to visit such as Henjyokutsu. It is said that if you step
on the sacred sand, you feel the same effect as going on a Shikoku Pilgrimage.
Another popular place to visit is Gohyakurakan where the five hundred disciples of
Buddha have been enshrined along the long stone stairs that continues to the hall.
Mantoe(Buddhist Lantern Festival) is said that the world would light up and the
darkness would be vanished with wisdom, fortune and nirvana by holding this
memorial service. The lantern can be arranged according to party etc.
You can experience traditional activities such as Japanese tea ceremonies, flower
arrangements, Zen meditation, Sutras, Gomagyo (fire offering) and Shojin
ryori (traditional Japanese vegetarian dish.)

護摩業／ Gomagyo (fire offering)
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ひろしま美術館／ Hiroshima Museum of Art

項 目 /Items
所在地

広島市中区基町 3-2

Address

3-2, Moto-machi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

公益財団法人 ひろしま美術館

Contact

Hiroshima Museum of Art

アクセス

広島市内紙屋町電停・バス停から徒歩 5 分

Access

Take the street car or bus and get off at the "Kamiyacho" station, then approximately 5 min. on foot.

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から車で約 8 分

Access from nearby convention venues

Approximately 8 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 1.0km

ユニークベニュー利用可能日時
Unique venue availability
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内 容 /Contents
TEL：082-223-2530
TEL：+81-82-223-2530

HP：http://www.hiroshima-museum.jp/index.html

※直線距離 1.0㎞

17:00 ～ 20:30

８

駐車場（バス・普通車）

普通車：5 台

Parking(Bus・Car)

Car：Up to 5cars

利用人数

最大催行人数 200 名

Capacity

Maximum 200 people.

カフェ・ジャルダン／ Cafe Jardin

ひろしま美術館

Hiroshima Museum of Art

屋外パーティー／ Outdoor Party

所蔵作品／ Collection

演出
広島の中心部から徒歩圏内に立地しているひろしま美術館の前庭では、緑が
あふれる庭園を眺めながらパーティーを開催できる。
パーティーの合間に、ゴッホやピカソなどの印象派を中心とするフランス近代
美術、黒田清輝や岸田劉生などの日本近代美術コレクション等の所蔵作品を
貸切りで鑑賞でき、アイスブレイクやネットワーキングの時間になる。
また、本館ホールでは、生演奏やセレモニー等でパーティーの始まりに
ふさわしい演出が可能。

Production
Hiroshima Museum of Art is located within walking distance from the center of
Hiroshima city.
In the front yard, seeing the beautiful green garden, you can have a party. During the
party, you can enjoy the art works of French impressionist painters Van Gogh and
Pablo Picasso, and also the works of Ryusei Kishida, Seiki Kuroda and other Japanese
modern art collection privately. It will be a fun time to ice breaker and networking.
The main hall is the best place to start up the party with performance of the live
performance and ceremonies.

本館ホール／ Main hall
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広島ベイクルーズ銀河／ Hiroshima Bay Cruise GALAXY

項 目 /Items

35

内 容 /Contents

所在地

広島市南区宇品海岸 1 丁目 13-13

Address

1-13-13, Ujina-kaigan, Minami-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

TEL：082-255-3344

運営窓口

瀬戸内海汽船株式会社

Contact

Setonaikaikisen Inc.

アクセス

広電バス３号線に乗車、「広島港」下車 約 50 分。

Access

Take Hiroden Bus #3 and get off at "Hiroshima Port"

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から車で約 20 分

Access from nearby convention venues

Approximately 20 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 4.5km

ユニークベニュー利用可能日時

ランチクルーズ：12:00 ～ 14:30

Unique venue availability

Lunch Cruise：12:00 ～ 14:30

駐車場（バス・普通車）

普通車：290 台（広島みなと公園駐車場

Parking(Bus・Car)

Car：Toll parking for 290 cars at Hiroshima Minato park and for 110 cars at Hiroshima Port pier parking and for 90 cars at Ujina Hatoba parking lot.

利用人数

最大催行人数 200 名

Capacity

Maximum 200 people.

TEL：+81-82-255-3344

HP：http://ginga-cruise.com/

stop. Takes approximately 50 min.

※直線距離 4.5㎞

ディナークルーズ：18:50 ～ 21:00
Dinner Cruise：18:50 ～ 21:00
有料） 普通車：110 台（広島港桟橋駐車場

有料） 普通車：90 台（宇品波止場

有料）

９

宮島クルーズ／ Miyajima Cruising

広島ベイクルーズ銀河

Hiroshima Bay Cruise GALAXY

デッキスペース／ Deck space

夜景／ Night view

演出
瀬戸内海の多島美や世界遺産の嚴島神社など、見所たくさんのクルーズを
楽しみながらパーティーを開催できる。
コース形式やビュッフェ形式に対応可能な料理には、瀬戸内海の厳選した食材を
用い、食を通じて広島を体感することで、さらに記憶に残るパーティーになる。
また、出港の銅鑼（どら）に合わせた乾杯や、船内でのピアノやハープ、
ヴァイオリンなどの生演奏により、クルーズ船ならではの雰囲気を演出する
こともできる。

Production
Having a party, you can enjoy cruising around Itsukushima shrine (a World
Heritage Site) and seeing the beautiful view of islands in the Seto Inland Sea.
You can enjoy a course dish or buffet style which are used fresh seafood from
Seto Inland Sea. The party will be more and more impressive through having local
food of Hiroshima.
In addition, you can produce the party a unique atmosphere of a cruise ship. For
example, a toast with a gong for the departure ceremony, and live piano, harp, and
violin music.

パーティー会場／ Party place
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タカノ橋商店街／ Takanobashi Shopping Street

項 目 /Items

37

内 容 /Contents

所在地

広島市中区大手町五丁目 4-3

Address

5-4-3, Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

TEL：082-249-9077

運営窓口

広島市タカノ橋商店街振興組合

Contact

Hiroshima City Takanobashi Shopping Street Promotion Association

アクセス

市内電車「鷹野橋」下車すぐ

Access

Take the street car and get off at the "Takanobashi" station.

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から車で約 8 分

Access from nearby convention venues

Approximately 8 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 1.0km

ユニークベニュー利用可能日時

応相談

Unique venue availability

Please ask.

駐車場（バス・普通車）

なし（周辺の有料駐車場利用）

Parking(Bus・Car)

Parking is not available. (Please use nearby parking services.)

利用人数

応相談

Capacity

Please ask.

TEL：+81-82-249-9077

HP：http://takanobashishoutengai.com/

※直線距離 1.0㎞

10

屋台／ Food stalls

タカノ橋商店街

Takanobashi Shopping Street

和太鼓演奏／ Japanese Drum performance

回遊型パーティーの様子／ Walking around party

演出
屋根付きのアーケード商店街を舞台に、テーブルと椅子を並べて会場とし、市民と
の交流を楽しみながらパーティーを開催できる。
飲食代をチケット制にし、牡蠣や広島牛などの屋台、商店街内の居酒屋や
お好み焼店などを自由に利用できる、回遊型のパーティーを行えば、参加者
同士の会話も自然と弾む。
また、地域密着型イベントを行っているタカノ橋商店街には、和太鼓や獅子舞、
演舞、書道などの多彩なコンテンツがある。

Production
In the arcade shopping street, you can organize a party with tables and chairs side
by side, enjoying exchanges with local people.
The shopping street creat food / drink coupon system and it is convenient to
enjoy oysters or Hiroshima beef at food stalls, Izakaya in shopping streets and
Okonomiyaki restaurants. If the walking around party held in here, we believe the
conversation between the participants will have a nice chat.
Beside, there are various events such as Japanese drums, Shishimai, Dance
performance and Japanese calligraphy in the Takanobashi shopping street.

書道パフォーマンス／ Japanese Calligraphy performance

38

広島城／ Hiroshima Castle

項 目 /Items
所在地

広島市中区基町 21-1

Address

21-1, Moto-machi, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

公益財団法人広島市文化財団

Contact

Hiroshima City Culture Foundation

アクセス

市内電車「紙屋町東」、「紙屋町西」電停から北へ徒歩約１５分

Access

Get off at "Kamiyacho-higashi" station or "Kamiyacho-nishi" station, then approximately 15 min. on foot.

近隣会場施設からのアクセス

広島国際会議場から車で 5 分

Access from nearby convention venues

Approximately 5 min. drive from the International Conference Center Hiroshima. ※ Distance of 1.3km

ユニークベニュー利用可能日時
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内 容 /Contents
TEL：082-221-7512
TEL：+81-82-221-7512

HP：http://www.rijo-castle.jp/

※直線距離 1.3㎞

17:30 以降（3 月～ 11 月）、16:30 以降（12 月～ 2 月） ※年末 12 月 29 日～ 31 日は臨時休館あり

Unique venue availability

After 17:30 (From March to November), After 16:30 (From December to February)
※ We are temporarily closed due to end of the year holidays (12/29 ～ 12/31).

駐車場（バス・普通車）

バス：60 台

Parking(Bus・Car)

Bus：Up to 60 buses.

利用人数

応相談

Capacity

Please ask.
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ライトアップ演出／ Light up the castle tower

広島城

Hiroshima Castle

東小天守閣跡／ Ruin of East Minor Castle tower

本丸下段／ Lower Level of Honmaru

演出
「広島城」は、1589 年に毛利輝元が築いた壮大な城郭であり、名古屋城、
岡山城とともに、日本三大平城の一つといわれている。築城以来の天守閣は、
1931 年に国宝に指定されていたが、原爆によって倒壊し、1958 年に外観復元
された。現在は、武家文化をテーマにした歴史博物館となっている。
春には桜で囲まれる「東小天守跡」では、天守閣を間近で仰ぎながら野点体験や、
夜桜の演出をした少人数のパーティーが開催でき、「二の丸前広場」や「本丸
下段」では、ステージを設置したパーティーを開催することができる。また、
天守閣をテーマカラーにライトアップする演出もできる。

Production
"Hiroshima Castle" is a spectacular castle built by Terumoto Mouri in 1589.
Along with Nagoya Castle and Okayama Castle, it is said to be one of the famous
castle on the plains in Japan. Since the castle tower, which had been designated
a national treasure in 1931, destroyed by the atomic bomb and after it revived
appearance of castle in 1958. Currently, it is a historical museum with the theme
of samurai culture.
In the spring, "Ruin of East
experience and small party
"Honmaru" area can hold a
possible to light up the castle

Minor Castle Tower", you can enjoy tea ceremony
with night cherry blossom view. "Ninomaru" and
party with set up a stage. In addition, it is also
tower in the theme color.

二の丸／ Ninomaru
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大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）／ Yamato Museum (Kure Maritime Museum)

項 目 /Items
所在地

広島県呉市宝町 5-20

Address

5-20, Takaramachi, Kure City, Hiroshima Prefecture

運営窓口

大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

Contact

Yamato museum management group

アクセス

41

内 容 /Contents
TEL：0823-25-3017
TEL：+81-823-25-3017

HP：https://yamato-museum.com/

広島市内から車で約 40 分（有料道路利用）、広島港（宇品港）から高速船で約 25 分

※直線距離 19.4㎞

Access

Approximately 40min. drive from Hiroshima City (take highway).
Approximately 25 min by super jet ferry from Hiroshima port ※ Distance of 19.4km

近隣会場施設からのアクセス

呉市文化ホールから徒歩で約 15 分

Access from nearby convention venues

Approximately 15 min. walk from the Culture Hall of Kure City ※ Distance of 0.9km

ユニークベニュー利用可能日時

18:00 ～ 22:00（設営・準備・撤去を含む）、火曜日は休館日のため応相談

Unique venue availability

18：00 ～ 22：00 (including setting up the venue, and removing) Closed every Tuesdays. (negotiable)

駐車場（バス・普通車）

小型バス：5 台程度（大型バスは応相談） 普通車：66 台

Parking(Bus・Car)

Small bus：Up to 5 buses (Big buses：negotiable)

利用人数

応相談

Capacity

Please ask.

※直線距離 0.9㎞

13
Car：Up to 66 cars.

市民ギャラリー／ Citizen Gallery

演出

大和ミュージアム

大和シアター／ Yamato Theater

Yamato Museum

展望デッキ／ Observation Deck

戦艦「大和」を建造した日本一の海軍工廠のまちとして栄えた呉。戦後は、
世界最大のタンカーを数多く建造するなど、日本が世界一の造船国へ発展する
一翼を担った。大和ミュージアムでは、
「呉」の歴史を未来に伝える展示を見る
ことができる。
大和ミュージアムのシンボル "10 分の 1 戦艦「大和」" を囲んでのセレモニーや、
造船所や行き交う船を眺めながら瀬戸内海に沈む夕陽と港の夜景を楽しめる、
屋外パーティーが開催できる。
また、全館貸し切りでのミュージアムツアーやシアター設備を利用しての講演会
など、コミュニケーションイベントやエクスカーションとしても利用できる。
Production
Once Kure city flourished as the town of Japan's largest naval port with the Naval
Arsenal which built the Battleship Yamato. After the war, Kure city played an
important role for Japan to develop into the world's largest shipbuilding country
and has built many of the mega-ships. At Yamato Museum, you can see exhibits
that convey the history of Kure to the future.
This venue can be held the ceremony, the party and so on. For example, you can
enjoy the ceremony with the Yamato Museum's symbol "One-tenth scale model of
the Battleship Yamato" and the bay view party outside of the museum with the
sunset in the Seto inland Sea and the night view of the Kure port.
In addition, it is possible to reserve the museum entirely for your event. It can be
used as the museum tour, the lecture, the communication event and the excursion.

大和波止場／ Yamato Wharf
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お問合せ
Contact us
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー
Hiroshima Convention & Visitors Bureau
ＴＥＬ：（０８２）２４４－４８５３
ＦＡＸ：（０８２）２４４－６１３８
Ｅ－Ｍａｉｌ：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
ＵＲＬ：https://www.hiroshimacvb.jp/

