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北海道 Hokkaido

軽井沢 Karuizawa

沖縄 Okinawa

広島 Hiroshima 箱根 Hakone
大津 Otsu

京都 Kyoto

■北海道MICEの特徴
豊かな自然環境と北の味覚が北海道MICEの最大の魅力です。
大都市での都市型MICEや郊外のリゾートホテルや温泉で開
催するなど開催地毎に多彩な楽しみ方が出来るほか、夏は
湿度が低く、冬はウィンタースポーツが楽しめるなど四季
ごとに多彩な表情に出会えます。

今、

Resort MICEが

選ばれる理由
コンベックスは、カスタマイズされた

プランニングとプロデュースで

MICEの成功を全力でサポートさせていただきます。

■沖縄MICEの特徴
海、太陽、空、風、そして何よりもホスピタリティ
溢れる人たちとの交流で癒されること間違いありま
せん。県内最大規模の沖縄コンベンションセンター
や2000年G8サミットのメイン会場である万国津梁館
など施設も充実しております。沖縄独特の文化や料
理でうちなータイム（沖縄時間）のMICEをお楽しみ
ください。

■広島MICEの特徴
「平和・復興」の象徴である国際平和
文化都市である広島でMICE開催は
いかがでしょうか。瀬戸内海の美しい
島々を臨み、平和祈念公園や宮島な
ど世界遺産観光もご堪能ください。

非日常性を楽しめる

参加者が元気になれる

感動体験を満喫できる

■京都・びわ湖MICEの特徴
京都・大阪へのアクセスも良好な日本最大
の び わ 湖 を 望 む 絶 好 の ロ ケ ー シ ョ ン で
MICE開催はいかがでしょうか。

■軽井沢・箱根MICEの特徴
新幹線や鉄道、高速道路が整備されているので、首都圏か
らのアクセスは良好です。またリゾートホテルや温泉施設
を中心とした施設も充実しているので様々なMICEに対応
できる環境が整っています。標高約1,000mの土地は脳が活
性化されるそうです。爽やかな風が心地いいリトリート型
高原MICEをお楽しみください。

写真提供：信州・長野県観光協会

写真提供：広島県

食 癒

活楽



様 な々ニーズに対応

レセプション、パーティー

Meeting

M ・エグゼクティブミーティング
・支店長会議、部課長会議
・部署内研修、新入社員研修
・企業セミナー 等

Incentive Tour

I ・報奨旅行
・研修旅行
・表彰式

Convention

C
国際団体、学会、協会等が主催する大型会議
・国際会議、学術集会
・総会
・講演会、フォーラム、シンポジウム

Event

E ・企業の周年行事、事業、記念式典
・新製品発表会などキックオフイベント
・企業の運動会、スポーツ大会 等

沖縄美ら海水族館ジンベイザメの水槽前や、世界遺産など
ユニークべニューを利用した、いつもとは違うリゾート地ならではの
レセプション、パーティーをご提案させていただきます。

コンベックスだから出来るResort MICE

エンターテイメント
組織力を高めるためのチームビルディングや、
花火での演出、地元伝統芸能でのアトラクションなど、
リゾート地ならではのエンターテイメントプログラムを
ご提案させていただきます。

アフターMICEプログラム
会期終了後の観光、ゴルフコンペ、企業視察や会期中の
同伴者プログラムなどリゾート地ならではの体験が出来る
プログラムをご提案させていただきます。

お問合せ先
株式会社コンベックス 営業企画部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番1号  虎ノ門ワイコービル
Tel‥03（5425）1600（代表）　Fax‥03（5425）1605
email‥spd@convex.co.jp　 

（公社）びわこビジターズビューロー

http://www.convex.co.jp



四季を
楽しめるMICE2

北海道は梅雨がないとされており台風もほと
んどないため、春から夏にかけて快適な気候
でコンベンションを開催できます。秋には日
本でいち早く紅葉が始まります。冬には本州
ではなかなか体験できないパウダースノーを
楽しむことができます。

大自然を満喫
アフターコンベンション3

リゾート地ならではのゴルフやトレッキング、
冬に限ったスキーだけでなく、北海道に3つ
ある国立公園をはじめ自然を堪能することが
できます。

便利な
アクセス環境5

航空便ではLCCが参入し1日の本数が増えた
だけでなく、2016年3月に北海道新幹線が開
通されてアクセスの利便性が高まりました。

北海道支援事業6
コンベンションビューロー
札幌、釧路、旭川の三都市にコンベンション
ビューローがあり、それぞれの都市開催の
場合には支援制度があります。お問い合わせ
の上、ご活用ください。

春にはウニや毛ガニ、夏には特産の野菜や
果物、秋以降には新鮮な魚介類を堪能でき
ます。また、特産のジンギスカンでバーベ
キューをするなど、どの時期のMICE開催で
も期間中のお食事をお楽しみいただけます。

蝦夷文化を肌で感じる太鼓の演奏や、大自然
を楽しめるユニークベニューで北海道の文化
を体験しながら、レセプションパーティや報
奨旅行の表彰式などを行えます。また、北海
道は宿泊施設のある温泉の場所・温泉地数が
日本一（2014年度現在）であり、風情ある温
泉でコンベンション後の心身を癒すことがで
きます。

北の味覚1

癒しの
リフレッシュ体験4

～コンベックス・スタイル～

Resort MICE
北海道



学会

モデルプラン

施設紹介

お問合せ先
株式会社コンベックス 営業企画部 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番1号  虎ノ門ワイコービル
Tel‥03（5425）1600（代表）　Fax‥03（5425）1605
email‥spd@convex.co.jp 

2日目

3日目

4日目

1日目

100名
規模

❹ルスツリゾート
北海道洞爺湖サミットの際は国際メディア
セ ン タ ー と し て 利 用 さ れ た 施 設 で す 。
アリーナでは最大1400名参加可能です。
その他400名以上収容できるホールが2つ、
100名以上収容可能のホールが2つ、50名
前後の収容可能なホールが2つあるため、
大型コンベンションに最適な施設です。

❻富良野プリンスホテル
新富良野プリンスホテル

富良野は夏に見られるラベンダーだけ
でなく、富良野温泉で心身を癒すこと
ができます。

❺大倉山ジャンプ競技場
冬季オリンピックの舞台となったジャンプ
台の頂上に展望台があり、札幌市街を一望
できる人気の観光スポットです。スキー
ジャンプを疑似体験できる札幌ウインター
スポーツミュージアムを併設しています。
最大150名参加のパーティ会場としても
利用が可能です。札幌駅から車で約20分。

～洞爺湖エリア・
　ウィンザー洞爺湖～

～函館エリア・
　函館大沼プリンスホテル～

2日目

3日目

4日目

1日目

200名
規模

報奨旅行

3泊4日

ncentive TourI

3泊4日

onventionC

http://www.convex.co.jp

北海道
Hokkaido

❺

❷
❶

❹
❻

❸

❸ザ・ウィンザーホテル洞爺
大小7つの宴会場があり、最大1100名
収容可能のホールは2008年G8のサミット
会場として使用された実績もあります。
併設された施設で、ゴルフやテニスの
アクティビティを楽しむだけでなく、
時期が合えばホテルからは雲海を見る
こともできます。

函館着
レジストレーション
ユニークベニューでディナー

（金森ホール 等）

札幌着、バスでホテルへ向けて出発
昼食に北の味覚を堪能

（ツキサップじんぎすかんクラブ、
  ばんけいBanK 等）
ザ・ウィンザーホテル洞爺着、表彰式

ゴルフコンペ
ユニークベニューでディナー

（洞爺湖クルージング等）

自由散策
空港へ移動→各自帰路へ

自然体験
（金毘羅山や有珠山 等）

チームビルディング
(サバイバルゲーム、カーリング、
  雪合戦、ラフティング、
  村内ビンゴラリー 等）

ホテルでのガラディナー

オープニングセレモニー 
学会
ホテルにて懇親会・情報交換会

学会
クロージングセレモニー
空港へ移動→各自帰路へ

学会
懇親会
ユニークベニューでディナー

（金森ホール 等）

企業ミーティング

2泊3日

2日目

3日目

1日目

50名
規模

～札幌の場合～

eetingM

札幌着  

ジンギスカンを堪能
（ツキサップじんぎすかんクラブ 等）

ミーティング

ホテルにてレセプションパーティ

セッション

チームビルディング
(サバイバルゲーム、カーリング、
  雪合戦、ラフティング、
  村内ビンゴラリー 等）

ユニークベニューでディナー
(モエレ沼公園・ガラスのピラミッド、
  札幌芸術の森 等）

ミーティング
空港へ移動→各自帰路へ

午　  　前

午　  　後

夜

午　  　前

昼

夜

午  前  ～

夜

午　  　前

午　  　後

午　  　前

午　  　後

夜

朝

昼

夜

朝

昼

午　  　後

朝   ～   昼

夜

午　  　前

昼

午　  　後

夜

午　  　前

午　  　後

夜

午　  　前

昼

❷大沼国際セミナーハウス
大沼国定公園の湖畔、秀峰駒ヶ岳に
囲まれて自然豊かな環境で会議を行え
ま す 。 国 際 会 議 場 （ 8 0 名 ま で ） 、
第 1 研 修 室 （ 1 5 0 名 ま で ） 他 研 究 室
4室、ホワイエ（150名まで）。会議後
には庭でのバーベキューパーティーも
可能です。

❶大沼プリンスホテル
宴会場「プリンスホール」では、講演
会であればスクールスタイル630名収
容でき、パーティであればブッフェ
スタイルで800名まで参加できます。



様々な
国際会議にも
対応可能

2
2016年9月にG7交通大臣会合が開催され、
1998年に長野オリンピックも開催されている
ことからコンベンションだけでなくイベント
開催の環境は十分です。また安全性の面から
も海外のお客様にも安心してご利用いただけ
ます。

四季の美しさ5
新鮮な空気と四季折々の豊かな自然に囲ま
れた非日常の環境が会議、研修を成功に導
きます。市街地から離れたリトリート型（日
常生活から離れて議題に集中できること）に
適した環境が整っています。

歴史と伝統6
明治時代に外国人避暑地として発展し、昭和
に入ってからは多くの文化人に愛された伝統
と歴史が今も息づいています。また数多くの
記念館、音楽ホールや美術館などが古き良き
時代を今に伝えています。

ショッピング&
グルメ4

約240店舗を擁する軽井沢・プリンスショッピ
ングプラザや旧軽井沢エリアでのショッピング
をはじめ、現地の人気レストランやカフェを
巡って、様々な料理だけでなく日本酒、ワイン
など信州のグルメもお楽しみいただけます。

東京から新幹線で約70分。中部、関西、北陸
からも便利なアクセス。碓氷軽井沢ICからも
近く、車でのアクセスも良好でレジャーにも、
会議や研修の開催にも優れた環境が皆様を
お待ちしています。

アクセスの良さ1
ゴルフ、テニス、スキー、カーリング、自然
観察など年間を通じて多彩なアクティビティ
をお楽しみいただけます。カーリングや屋外
でのアクティビティはレジャーだけでなく、
チームビルディングの研修にも活用いただけ
ます。

年間を通じた
多彩なアクティビティ3

～コンベックス・スタイル～

Resort MICE
軽井沢



学会・国際会議

モデルプラン

施設紹介

お問合せ先
株式会社コンベックス 営業企画部 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番1号  虎ノ門ワイコービル
Tel‥03（5425）1600（代表）　Fax‥03（5425）1605
email‥spd@convex.co.jp 

企業ミーティング

2泊3日

2日目

3日目

1日目

50名
規模

2日目

3日目

1日目

100名
規模

❹軽井沢72ゴルフ
東西南北4つのゴルフ場からなる6
コース・108ホールのゴルフ場。全
コース乗用ゴルフカーでのプレー
を楽しめ、コースによってキャ
ディー付き、セルフを選択可能で
幅広いプレースタイルをお楽しみ
いただけます。

❽千住博美術館
日本画家、千住博氏の作品約40点
を展示する軽井沢で人気スポット
の美術館。軽井沢の地形の起伏を
生かした床になっています。森と
作品が一体となるイメージで鑑賞
できるようになっています。

❺軽井沢アイスパーク
日本最大級の通年型カーリング
ホール。国際大会が可能なカー
リングホールでレクリエーション
としてもチームビルディング研修
としても活用いただけます。

❻白糸の滝
軽井沢の人気スポットの一つで夏
場は涼を求める人で賑わいます。
高さ3メートル、幅70メートル
ほどの岩肌を白糸のように流れる
滝の美しさが人気です。8月には
ライトアップ、プロジェクション
マッピングも行われます。

❼軽井沢プリンスホテル
　スキー場
毎年長野県では最も早くオープン
し、シーズン中来場者数約30万人
を誇るスキー場です。アクセスの
良さとキッズパークの充実でファ
ミリー層に人気が高く、スノー
ボードアトラクションエリアも充
実しており幅広い層に人気です。

❸旧三笠ホテル
明治時代に設計された純洋風
建築物。軽井沢の鹿鳴館とし
て名を馳せた内装は明治時代
にタイムスリップした気分を
味わえます。現在は国の重要
文化財に指定されています。

❶軽井沢プリンス
　ホテルウエスト
企業のミーティングや社員セミ
ナーなどのMICEの実績が豊富
な軽井沢の人気ホテル。自然に
囲まれた中での企業ミーティン
グは新しい発想や集中力を生み
出します。2016年9月G7交通大
臣会合の会場です。

❷万平ホテル
会議室4室（10名、30名、80名、
200名）
クラシカルな外観で明治元年に開業
した歴史あるホテル。ジョンレノン
など多くの著名人に愛されたことで
も有名です。カフェテラスでさわや
かな風を楽しみながら優雅な時間を
過ごすことができます。

軽井沢到着
レジストレーション
ホテルにてレセプションパーティー

2日目

3日目

4日目

1日目

100名
規模

eetingM 企業ミーティング

2泊3日

eetingM

3泊4日

onventionC

http://www.convex.co.jp

軽井沢
Karuizawa

❶

❷
❸

❹

❻

❼
❺

❽

軽井沢到着後、ミーティング開始
ミーティング
ホテルにてレセプションパーティー

軽井沢到着後、ミーティング開始
著名人を招いての講演会
レストランにてレセプションパーティー

ミーティング

カーリングプログラムで
チームビルディング

ホテルでのガラディナー

自由時間
ホテル発→各自の帰路へ 自由時間

ホテル発→各自の帰路へ

自由時間
ホテル発→各自の帰路へ

ミーティング

カーリング体験プログラムで
チームビルディング又は
軽井沢72ゴルフでゴルフコンペ

Pyrenees （ピレネー）/ビストロで
パーティー

オープニングセレモニー
学会・国際会議　
ホテルでのガラディナー

軽井沢72ゴルフでゴルフコンペ
又は白糸の滝、野鳥の森など散策
及び美術館めぐり

（千住博美術館、
 軽井沢現代美術館など）

ホテルでコンペ表彰式とパーティー

午　  　前

午　  　後

夜

午　  　前

午　  　後

夜

朝

午　  　後

夜

午　  　前

午　  　後

夜

朝

昼
午　  　前

昼

午　  　前

午　  　後

夜

午　  　前

午前・午後

夜

午前・午後

夜

午　  　前

昼



便利な
アクセス環境2

大津駅から電車で京都駅まで9分、大阪駅ま
で40分と関西大都市圏へ抜群のアクセス環
境です。また関西方面だけでなく、名古屋、
北陸方面からもスムーズに移動することが可
能です。また関西国際空港、大阪国際空港
（伊丹）から、日本国内主要都市だけでなく
アジア欧米を
中心に国際線
直行便が運航
しています。

季節に合わせた
おもてなし3

春は桜と新緑、夏は涼を感じに、秋は紅葉、
冬は雪景色の中で四季折々の風を感じながら
行うMICEはいかがでしょうか。
びわ湖・京都MICEでは季節によって違う風
景と旬の料理をお楽しみいただけます。

歴史と文化に
触れあう
アフターコンベンション

5
日本遺産に認定されたびわ湖の遊覧船観光、マリン
スポーツ、ゴルフのほか国指定の重要文化財の数が
全国4位を誇る滋賀県では、大津市でも世界文化遺
産である比叡山延暦寺、石山寺など深い歴史が息づ
いています。京都には、17のユネスコ世界文化遺産
と約2,000以上の寺社が点在しております。また関西
屈指の名門ゴルフコースやびわ湖でのマリンスポー
ツなど多彩な湖都、古都観光をお楽しみください。

伝統に触れる
ユニークべニュー6

普段は利用出来ない歴史的建造物やユネスコ
世界遺産でのパーティーはいかがでしょうか。
京都では、醍醐寺などをはじめとする世界遺
産や国の重要文化財である京都国立博物館で
のパーティーを開催することが出来ます。
また舞妓さんなど京都らしい演出も参加者
から喜ばれるはずです。びわ湖では景色を
楽しみながらのディナークルーズなどお楽
しみいただけます。

日本最大の美しい湖びわ湖と、古都京都の落
ち着いた雰囲気の中、里山に囲まれた豊かな
自然を望みながらリラックスした開放的な雰
囲気でMICE開催はいかがでしょうか。びわ
湖産食材や京野菜だけでなく地元の食材が皆
さまをお待ちしております。 

7,000名規模のコンベンション開催が可能な
国立京都国際会館を始め、国内最大規模
3,000名の利用が可能な会議場を有するびわ
湖大津プリンスホテルなど各種大型イベント、
展示会、国際会議、企業パーティーなど毎年
多くの用途に応じたMICEに利用されてい
ます。

絶好の
ロケーション1

大規模MICEにも
対応可能な
充実した施設

4

～コンベックス・スタイル～

Resort MICE
びわ湖・京都

大阪駅まで
40分

京都駅まで
約9分



学会・国際会議

モデルプラン

施設紹介

お問合せ先
株式会社コンベックス 営業企画部 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番1号  虎ノ門ワイコービル
Tel‥03（5425）1600（代表）　Fax‥03（5425）1605
email‥spd@convex.co.jp 

企業ミーティング

2泊3日

2日目

3日目

1日目

50名
規模

2日目

3日目

1日目

100名
規模

2日目

3日目

4日目

1日目

200名
規模

eetingM インセンティブ
ツアー

2泊3日

ncentive TourI

3泊4日

onventionC

http://www.convex.co.jp

京都・大津
Kyoto・Otsu

❶

❷

❸
❺ ❹❻

❼

❽東映太秦映画村❼貴船神社❻グランドプリンス
　ホテル京都

❺国立京都国際会館❹比叡山延暦寺

❸びわ湖大津館❷びわ湖パーティークルーズ❶びわ湖大津
　プリンスホテル

TVドラマ、映画撮影が映画村
もユニークべニューとして利用
することが可能です。屋内、
屋外で約500名のレセプション
とアクティビティをお楽しみ
いただけます。

洛北エリアにある水の神様を
祀る縁結びのパワースポット
として人気の神社。夏の涼を
感じる川床の町としても有名
です。

静けさの中に広がる宝ヶ池公園
や洛北の自然に包まれ、京都風
情を満喫出来るホテルです。
国立京都国際会館とは隣接して
おり、光ファイバーケーブルに
よるデジタルネットワークシス
テムで結ばれています。

1966年に開館した日本初の国
際会議場。約2,000名収容の大
会議場を始め、同時通訳設備
を備えた9会場など70以上の会
議室を有しています。多目的
に利用出来る3,000㎡のイベン
トホールもあり、7,000名以上
の大型会議も円滑に開催出来
ます。

平安時代初期に最澄により開
かれた比叡山全域を境内とす
る寺院。1994年にユネスコの
世界文化遺産に登録されてい
ます。

昭和9年建築の旧琵琶湖ホテルを保存改
修し、湖を見渡せる文化施設として平成
14年に新しく誕生した施設です。大阪市
中央公会堂や東京歌舞伎座などを設計し
た故岡田信一郎によるもので、昭和天皇
やヘレン・ケラー、ジョン・ウェインな
どの著名人が宿泊したことがあります。
2007年に経済産業省の近代化産業遺産に
指定されています。

湖上から美しいびわ湖の風景を眺
めながら、本格的なコース料理・
ブッフェ料理、創作料理の他、
地野菜やびわ湖産食材を取り入れ
た豪華な雰囲気のレストランで味
わう美味しいお食事で皆さまの記
憶に残るパーティー、レセプショ
ンを演出することも可能です。
～230名様まで対応出来ます。

2,940㎡の国際最大級の規模を
誇るコンベンションホールを擁し、
各種大型イベント、展示会、国際
会議、パーティーなど幅広く対応
可 能 で す 。 び わ 湖 湖 畔 に 佇 む
タワー型高層リゾートホテルで風
景と調和した設計は建築家、故丹
下健三氏によるものです。❽

びわ湖または京都到着
レジストレーション
ホテルにてウェルカムレセプション

京都到着
京都市内観光
ホテルにて表彰式と
レセプションパーティー

びわ湖（大津）到着
講師を招いての講演会と
組織力を高めるチームビルディング

ホテルにてレセプションパーティー

ミーティング
各自帰路の途へ

トーナメントコースでの
ゴルフコンペ
びわ湖パーティークルーズ

オープニングセレモニー
学会・国際会議
ホテルにて

学会・国際会議
クロージングセレモニー
各自帰路の途へ

後援者を招いてのセミナーと
チームビルディング
昼食後、各自帰路の途へ

ゴルフコンペ
または京都観光と陶芸体験
ホテルでのガラディナー

学会・国際会議
エクスカーション
ユニークべニューを利用した

「びわ湖・京都ナイト」

朝

昼

夜

昼

午　  　後

夜

昼

午　  　後

夜

朝

午　  　後

終　  　日

夜

朝

昼

夜

朝

昼

午　  　前

午　  　後

午　  　前

夜

朝   ～   昼

午　  　後

夜



～コンベックス・スタイル～

Resort MICE
沖縄

便利な
アクセス環境2

沖縄本島へは全国各地から直行便が就航して
います。また韓国、中国、香港、台湾への国
際線直行便があり、アジアを中心とする海外
から短時間でのアクセスが可能、利便性に優
れた環境です。

用途に合わせた
快適な
アコモデーション

3
沖縄には大型リゾートホテルから、機能性に
優れたビジネスホテルまで多彩なホテルが
揃っております。宗教やその他食事制限が
ある方にもご安心してご利用いただけます。

充実のアフター
コンベンション5

沖縄でコンベンションを開催すると通常より
参加者が増えるという統計があります。多種
多様なゴルフコース、マリンスポーツや豊か
な自然の中でのトレッキング、季節ごとに開
催するイベントなどアフターコンベンションを
是非お楽しみください。また長寿食として知
られる健康的な沖縄料理もご堪能ください。

沖縄県の
支援事業6

沖縄県、沖縄観光コンベンションビューロー
では助成金他、主催者様への支援事業を毎年
度行っております。是非ご活用ください。

那覇市の年間平均気温は23℃、冬でも平均気
温が17℃です。コンベンションを開催する秋
から春にかけての時期は最適なシーズンです。
「かりゆし」ウェアでコンベンションに参加

することでリラッ
クスした雰囲気
を演出すること
も可能です。

沖縄県内の魅力あふれる観光資源をパー
ティー、懇親会場として利用することも出来
ます。「沖縄美ら海水族館」大水槽前や世界
遺産首里城、勝連城址、座喜味城址でのパー
ティーもお楽しみいただけます。またビーチ
やプールサイドでのパーティーは定番となっ
ております。

1年中
温暖な気候1

多彩の
ユニークべニュー4



学会・国際会議

モデルプラン

施設紹介
❸万国津梁館
2000年「九州・沖縄G8サミット」
メイン会場となったラグジュア
リーリゾート型施設。最大収容
人数500名(サミットホール)那覇
空港から約75分

❷大家・うふやー
名護市にある100年の歴史を刻
む古民家を復元した沖縄料理屋
です。中庭でアトラクションも
出来、約200名のパーティーの
開催が可能です。

❶美ら海水族館
沖縄の海を再現した水族館。
ジンベイザメが泳ぐ「黒潮の海」
大水槽の前でレセプション等が
可能 (立食100名、着席70名)

❺沖縄科学技術
　大学院大学
各国から研究者が集う世界に
開かれた研究教育機関。最大
収容人数496名(講堂)那覇空港
から約60分

❶
❷

❸
❺

❹

❻
❼
❽

沖縄 Okinawa

お問合せ先
株式会社コンベックス 営業企画部 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目12番1号  虎ノ門ワイコービル
Tel‥03（5425）1600（代表）　Fax‥03（5425）1605
email‥spd@convex.co.jp 

写真提供：OIST

❹ANAインターコンチネンタル
　万座ビーチリゾート
シェル宴会場前のビーチガー
デンでは最大500名収容できる
ガーデンパーティーが開催でき
ます。目の前に広がる万座毛
を見ながら花火の演出も可能
です。那覇空港から約70分

朝 : 沖縄到着
昼 : ミーティング
夜 : ホテルにてレセプションパーティー

企業ミーティング

2泊3日

朝 : ミーティング
午後 : トーナメントコースでのゴルフコンペ
夜 : ホテルでのガラディナー

2日目

朝 : ミーティング
昼 : 空港へ移動→各自帰路の途へ3日目

1日目

50名
規模

朝 : 沖縄到着
昼 : 首里城観光
夜 : ホテルにて表彰式　

（宿泊） リゾートホテル

朝 : 視察
昼 : チームビルディング (ビーチオリンピック)

夜 : ビーチパーティー *雨天の場合はホテルにて

（宿泊） リゾートホテル

2日目

朝 : 沖縄美ら海水族館観光
昼 : オリオンビール工場見学
夜 : 大家(うふやー)にて古民家パーティー

（宿泊） 那覇市内シティホテル

3日目

朝 : 国際通り 自由散策
昼 : 昼食後空港へ移動 → 各自帰路の途へ4日目

1日目

100名
規模

❽首里城
那覇市にある琉球王朝時代の
王城、世界遺産の首里城。
守礼の門脇にある首里杜館前
広場でガーデンパーティーを
開催することも可能です。

❻ヒルトン北谷
最大400名まで収容可能な会場
をはじめ、計5つの会場で各種
会議、展示会、セミナー、レセ
プション等開催出来ます。那覇
空港から約45分

❼沖縄コンベンション
　センター
展示場、劇場、会議場、分科
会場の機能を有した県内最大
施設。最大収容人数4,000名。
那覇空港から約40分

朝 : 沖縄到着
昼 : レジストレーション
夜 : 万国津梁館にてレセプションパーティー

万国津梁館利用の場合

朝 : オープニングセレモニー
昼 : 学会・国際会議 
夜 : ホテルにてガーデンパーティー

2日目

朝～昼 : 学会・国際会議
午後 : 美ら海水族館へエクスカーション
夜 : 大家(うふやー)にて古民家パーティー

3日目

朝 : 学会・国際会議
昼 : クロージングセレモニー
       空港へ移動 → 各自帰路の途へ

4日目

1日目

200名
規模

eetingM インセンティブツアー

3泊4日

ncentiveI

3泊4日

onventionC

eeting

http://www.convex.co.jp


