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フクオカ トピックス

FUKUOKA TOPICS
福岡観光コンベンションビューロー
（FCVB）
の賛助会員企業・団体の皆様からの情報提供や、FCVBスタッフ
のリサーチによる、観光・MICEに関連したトピックスをご紹介します。
10月1日、長かった非常事態宣言がようやく解除され、会食・会合、国内旅行そしてイベントなど、再開の機運
が一気に高まりつつあります。これまでのコロナ禍で培った安全・安心対策をしっかりとして、
これからのウィズコ
ロナの時代をこの福岡の街から観光・MICEをリスタートしていきましょう。

MICE Report

MICE レポート

福岡国際会議場
『国際ソロプチミスト100周年・日本南リジョン35周年記念 ユースフォーラム2021』開催
８月5日(木)、九州８県の会場に232名の高校生とオブザーバーなど合
計約500名が集い、国際ソロプチミストアメリカ日本南リジョン主催の
ユースフォーラム2021が
「SDGｓ達成のために・次世代を担う君たちへ」
というテーマのもと８県をオンラインで結ぶハイブリット型で開催された。
午前の部では、国連などでグローバルに活躍する講師たちの話に耳
を傾け、午後は各会場でラウンドテーブルを囲むワークショップでSDG
ｓ公認ファシリテーターと共にアイディアを出し合った。高校生たちか
ら、
「SDGｓの活動に無関心の人たちへどのようにアプローチすればよ
いか」
など鋭い質問が飛び交った。最後に、
「目の前にある課題から、
ハートは熱く、判断は冷静に」
というメッセージを
共有し、幕を閉じた。

NewsPicks『 NewEra,NewCity』開催
8 月 3 1 日 ( 火 ) には 、国 内 最 大 規 模 のソー シャル 経 済メディア
「NewsPicks
（ニューズピックス）
」
の主催イベントとして九州初開催と
なる
『NewEra,NewCity』が行われた。
福岡市の髙島宗一郎市長も登壇したオープニングトーク
『“地域から
日本を変える”は実現可能か？』では、
「 ダイバーシティやサステナビリ
ティなど、
グローバル都市として当然踏まえるべき理念に沿って施策を
展開することで、福岡から日本全体を変えていける」
と提言された。
プレミアムセッション
『ポスト資本主義の幸福論』では、福岡に拠点を
移したグローバル企業の経営者たちが、都市と自然がバランスよく共存する福岡のポテンシャルを挙げ、今後の地
方ビジネスの将来性や可能性の高さについて語った。
3,000名を超える参加者
（来場124名、
オンライン参加3,234名）
からは、
「活躍している皆さんの物事のとらえ方、
俯瞰度の高さを学べて、
これからの仕事に活かせる内容であった」
「これから地方経済がどのように変化していくかの
ヒントになった」
などの声が寄せられた。

マリンメッセ福岡B館

『第22回全国陶磁器フェアin福岡』開催
9月2日(木)〜6日
（月）
（
、株）
TVQ九州放送主催の『第22回全国陶磁
器フェアin福岡』が、今年新しく開設されたマリンメッセ福岡B館にて開
催された。
全国各地にある陶磁器産地から、
さまざまな窯元・作家の個性あふれ
る作品を一堂に展示・販売。5日間で約13,000人が来場した。
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Enterprise News

企業ニュース

株式会社ツマミナ 玄界灘産イカの姿造りをECサイトで販売
天神・博多や東京都内で飲食店を展開する(株)ツマミナが、店舗で提供す
るものと同品質のイカの活き造りが家庭でも味わえる、冷凍保存商品を開
発。新鮮なイカを素早く捌く料理人の技術と、細胞を壊さずに凍結する
「プロ
トン凍結機」
により、捌きたての透明感や鮮度が保たれ、その甘みや旨味を家
庭でも楽しむことができる。
今年6月にクラウドファンディング企画として販売され
た際は、目標額を大きく上回り、約730万円の売り上げ
を達成。特に関東圏での人気が高く、
リピーターも増え
ている。現在は自社のＥＣサイト
（https://shop.uokura-hakata.com/）
で販売中。

西門蒲鉾 大正２年創業の老舗蒲鉾店「オリジナル蒲鉾」続々登場
博多区上呉服町の西門蒲鉾本店では、見た目が華やかなオリジナル蒲鉾
が盛りだくさん。ハロウィンやクリスマスなど季節感のある商品が店頭に並
ぶほか、誕生日や父の日・母の日、結婚祝用など、世界に
一つだけのオリジナル蒲鉾をオーダーメイドすることも
できる。
また、おすすめの蒲鉾や天ぷら蒲鉾3000円以上の内
容のセットを、配達料込3000円でデリバリーするサービ
スも行っている。
（※同店より車で30分程度で配達できる場所限定／ お問い合わせ：092-291-2466）

JR九州 物流事業への挑戦とヤギのエコ除草

九州旅客鉄道(株)では、駅を中心とした人流に依存したビジネスモデルの見直

しの一環として、
「人流に依存しない物流事業への挑戦」
が始まっている。九州新幹
線博多駅〜鹿児島中央駅において、未使用の業務用スペースを活用し、荷物輸送
サービス
「はやっ！便」
をスタートさせた。
トラック輸送にはない速達性や定時性を生
（※公式サイトは以下のQRコードから）
かし、収益性を高めている。

また、新幹線部ではヤギ４頭が入社し、熊本市内の新幹線高
架下で低コスト・低リスクな除草作業を行っている。ヤギの名前
は、SNSで募集され、
「つばめ」
「さくら」
「みずほ」
「かもめ」
にメー
メー
（命名）
された。

「さわらの秋」 スタンプラリーを開催

10月15日(金)〜11月15日(月)、早良区は、区内の
「おすすめ

の63店舗」
を巡るスタンプラリーを開催。パンフレットに掲載し
ている協賛店で500円以上商品を購入してスタンプを3つ集め
ると、先着400名に
「脇山米」
をプレゼント。さらに、抽選で早良
区特産品セット等の賞品が当たる。
特産品セットの抽選はスタンプ1つからでも応募可能。詳しく
はHPで確認を。
（※公式サイト：https://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku/sawaraku-tamatebako/event/autumn/）
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HOTEL Information

ホテルインフォメーション

▶NEW OPEN 情報

エスペリアホテル福岡中洲
8月2日
（月）
、福岡市博多区須崎町にエスペリアホテル福岡中洲が
オープン。
「博多祇園山笠」
追い山廻り止めに佇むラグジュアリーホテ
ルで、全室、バス・洗面所・トイレが独立しています。ホテルは9階建て
で、総客室数は87室。全客室ともバス・洗面台・トイレが独立した設
計 。館 内 に は 、博 多
織・博多人形・博多水
引 などの ほか 、小 石
原 焼きや 上 野（ あ が
の ）焼 きなどの 焼 き
物、大川組子
（くみこ）
など福岡県内の伝統
工芸品が展示されて
います。

グローカルホテル糸島
8月2日
（月）
、福岡県糸島市泊にグローカルホテル糸島がオープン。
シングル、ダブルから、3〜4名でも利用できる
「ラグジュアリーツイン
ルーム」
まで、さまざまなニーズに応える客室を完備。タイプも、シャ
ワールームのみの部屋からキッチン付きの長期ステイ向けまで揃い、
好みや滞在スタイルに合わせて選択可能です。地元で人気のレストラ
ン
「太陽の皿」
がこのホテル内に場所を移し、“世界一美味しい糸島の朝
ごはん”をコンセプトに、
シェフ自らが畑に足を運んで調達した食材で
作り上げる、“心と体を整える朝食”をビュッフェ形式で提供しています。

表紙の写真
「福岡城ドローン空撮動画撮影」
に精華女子高等学校ダンス部Queen☆Beeの皆様にご協力
頂きました。全国大会常連校の圧巻のダンスを福岡城空撮のために披露してくださいました。
TBSスッキリダンスoneプロジェクト21で全国放送された、精華ダンス動画をぜひご覧ください。
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テンザホテル・博多ステーション
10月1日
（金）
福岡市博多区博多駅東のJR博多駅筑紫口より徒歩3分の場所に、
ホテルウィング・テンザホテ
ルチェーン同エリア3店舗目としてとして、
テンザホテル・博多ステーションがオープン。通りに面した建物の顔
は大きなガラスウォールとなっており視認性も高いうえ、客室には自然光が差し込みます。明るく広々とした客
室は全120室。大きなガラスウォールが印象的な外観で、1階のレストランでは糸島野菜を使った菜食健美の
朝食が楽しめます。

▶RENEWAL 情報

Villa防人
（のこのしまアイランドパーク）
昨年12月、
福岡市西区能古島の
「のこのしまアイランドパーク」
の宿泊施設5棟が
「Villa 防人」
としてリニュー
アルオープン。主にカップルをターゲットとし、大きな窓からは博多湾や園内の樹林を眺めることができ、全棟
に露天のジャグジー風呂を備えています。
ソファーベッドを使用して、家族での利用も可能です。

ホテルモントレ福岡／ホテルモントレ ラ・スール福岡
ホテルモントレ福岡およびホテルモントレ ラ・
スール福岡では、ファインバブル技術の専業
メーカーであるサイエンス社のウルトラファイ
ンミスト
「ミラブル」
を今年5月より順次、客室に
導入。ライフスタイルや価値観の多様化する
ニーズに応える取り組みを行っています。

ドローン撮影体験メニュー誕生！

福岡城が誇る城郭や石垣を背景にドローンを使った動画・写真撮影ができる記念撮影サー

ビスが始まりました。着物の着付け体験とのセットプランも用意されています。福岡城を背景に
ドローン撮影の動画年賀状を作成することもできます。
福岡城

【受付】
１週間前までの事前予約
【予約方法】
オンライン受付
（
「福岡城址ドローン撮影コンテンツ」
で検索）
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修学旅行や校外学習向け
「体験学習プログラム」
を募集中
福岡市を訪れる児童・生徒の
「学び」
「 思い出づくり」
に一役を担う
「体
験学習プログラム」
を募集しています。これまでに、修学旅行や校外学習
受け入れをされてない皆さまも新たな取り組みとして、ぜひご検討くだ
さい。皆様からご応募いただいた
「体験学習プログラム」
は、修学旅行の
専用HPで情報発信してまいります。ご応募をお待ちしています。
【体験学習プログラムの開発・情報発信支援】
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/3282.html#shien
【新しい体験学習プログラムの一例】
JR九州の新型高速船クイーンビートルの福岡湾遊覧コース
（又は内覧会）
①船が浮く仕組みについて知ろう
②
「海」
をテーマに福岡から一番近い海外
「韓国・釜山」
について知ろう
の２テーマよりひとつをお選びいただきます。
お問い合わせ先：JR九州高速船株式会社
（担当：松尾、安武、井上） TEL：092-283-5183

福岡型ワーケーションの専用ポータルサイトW@F
（ワフ）
がスタートしました
W@Fは
「Work Hard ,Play More Hard. 〜よく働き、
よく遊ぼう〜」
をコンセプトにした
「福岡型ワーケーション」
の魅力を紹介した情報発信サイトです。
福岡市内の“ワーク”と“バケーション”に関する豊富なコン
テンツのご紹介、ワーケーションに関連するご相談、コー
ディネーターによるサポート、
ワーケーションの価値を高め
るビジネスマッチング、
ビジネスイベントの情報提供など、
福岡でのワーケーションに有益な様々な情報や旅行会社が
企画した魅力的なツアーなどもご紹介しています。
ぜひ、W@Fを活用して、福岡市内での充実したワーケーションライフをお楽しみください。
https://workation-fukuoka.jp

FINA2022 ウェルカムサポーターおもてなし準備中
来年5月に開催される世界水泳選手権福岡大会に向けて、現在、当財団が運営す
るウェルカムサポーター
（語学ボランティア）
の英語ツアーガイド養成を行なってい
ます。今年5月からスタートし、全10回の研修を通して福岡城跡ガイドの力を身に
付けます。コロナ禍のためオンラインを活用した座学と実地研修、さらには、実践
力を養うトライアルツアーの催行などで本番に備えています。当財団は今後のイン
バウンド受入れにおいて、観光客へのサービス拡充や福岡の魅力発信に貢献でき
るよう、
ウェルカムサポーターと一丸となって観光の更なる充実を目指しています。
福岡城跡を巡る英語でのトライアルツアーは、2021年12月・2022年2月に実施
予定です。
ウェルカムサポーターと一緒に城跡を巡るウォーキングツアー。
ご興味のある方はぜひご参加ください！
申込み：http://forms.gle/RtfLmTjE88HWJpAY8
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福岡歯科大学・福岡看護大学・福岡医療短期大学 コンベンションセミナー開催
9月13日(月)、当財団主催による
「福岡歯科大学・福岡看護大学・福岡医
療短期大学 コンベンションセミナー」
を開催しました。学内の教職員の方を
対象に、MICEの開催状況やコンベンションの開催に関する福岡市の支援
などについての説明と実際にコロナ禍で会議を開催される先生方からの講
演をいただきました。緊急事態宣言の延長のため、急遽完全オンライン開
催を余儀なくされましたが、約40名の方にライブ視聴いただきました。
今回は、施設向けの助成金制度によって整備された福岡歯科大学の講義
室での開催により、
ハイブリッド仕様の会議の実際をご覧いただくことができました。
さらに実際にこれから会議を予定されている先生方によるリアル会議、
オンライン会議、
ハイブリッド会議それ
ぞれの特性について丁寧なわかりやすいご説明があり、
「非常に有意義なセミナーだった」
と高評価をいただきま
した。今後も大学でのセミナーを継続して実施していく予定です。

今年もボートレース福岡で「福岡観光コンベンションビューロー杯」を開催します！
（12/17〜12/20）
2014年に第一回目を開催し、今年で第8回目を迎える
「福岡観光コンベンションビューロー杯」
。今年もコロナ
ウィルス感染対策のため、
ステージイベントや表彰式などは行いませんが、
「福岡検定」
の問題に答えて全問正解
の方に福岡の銘品などが抽選で当たるイベントを期間中開催いたします。また、12月26日(日)〜31日(金)は『賞
金女王決定戦競走 クイーンズクライマックス』が開催されます。このレースは、賞金ナンバーワンの女性レー
サーを決める戦いです。
レースの合間には、
グルメもおすすめです。ボートレー
ス福岡のキャラクター
「ペラ坊」
のかわいい丸天がのっ
た「ペラ坊うどん」や「ペラ坊まんじゅう」もおすすめ。
ボートレース福岡でエキサイティングな時間をお過ごし
ください！

募 集 中
「福岡検定」
オンライン受験者 募集中
今 年 度 も「 福 岡 検
定」
が実施されます！昨
年に引き続き、オンラ
インでの実施になりま
す。皆様のチャレンジ
をお待ちしています！
■受験申込受付期間
令和3年11月1日〜
令和4年1月24日
■試験日
令和4年1月30日
（日）
最新情報は
「福岡検定」
公式サイト・SNSで随時
発信します。
※公式サイト https://fukuokakentei.com/
※SNS
（Facebook、Twitter）
@fukuokakentei

ペラ坊

福岡グローバルMICE
オンラインスクール受講生募集

12月24日まで随時受付中

当 財 団 は 福 岡 市と共 催
で、福岡のＭＩＣＥ振興を担う
人材の育成を目的とした福
岡グローバルＭＩＣＥオンラ
インスクールを開講します。
9月29日のキックオフセ
ミナー(オンライン)には約
50名が参加。10月から本格
始動するスクールでは、
アジ
ア太平洋都市サミット・世界
水泳福岡を軸に、
ビジネスイ
ベントの実際を学びます。学生の方のみならず、一般の方
（オンラ
インプログラムのみ）
も受講可能。
オンラインプログラムは、後日視聴も可能ですので、お忙しい
方にも参加しやすいスクールとなっています。お問い合わせは、
福 岡グローバ ル M I C Eオンラインスクー ル 事 務 局 山 口まで
（092-733-0101）
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● コンベンションカレンダー
開始

終了

大会・会議の名称

10月
参加地区 参加人数

開催会場

事務局・問合せ先

▶ 1月
☎

10月28日 10月31日 第75回日本臨床眼科学会

全国

福岡国際会議場福岡サン
パレス＆ホール
2,050
運営事務局：㈱コングレ九州支社
マリンメッセ福岡A館
（ハイブリッド開催）

11月 5日 11月 7日 第61回日本臨床化学会年次学術集会

全国

1,000

福岡国際会議場
（ハイブリッド開催）

事務局：九州大学病院 検査部
運営事務局：日本コンベンション
サービス㈱九州支社

第24回日本腎不全看護学会学術集
会・総会

全国

1,500

福岡国際会議場
（ハイブリッド開催）

運営事務局：㈱西日本企画サービス 0942-44-5800

11月13日 11月14日

学 術 大 会

第27回国際マグネット技術会議
11月15日 11月19日
(MT27)
11月20日 11月21日

日本医療マネジメント学会
第19回九州・山口連合大会

11月24日 11月26日 日本顕微鏡学会第64回シンポジウム

国際

事務局：九州大学超伝導システム科
学研究センター
共同主催：
（公社）
低温工学・超電導
学会、
日本学術会議

九州

750

福岡国際会議場

事務局：国立病院機構 九州がんセンター
092-716-7116
運営事務局：㈱コングレ九州支社

全国

200

九州大学医学部
百年講堂

日本顕微鏡学会第64回シンポジウム
092-802-2959
実行委員会事務局

国際

200

12月12日 12月12日

第48回福岡歯科大学学会総会・
学術大会

全国

300

第23回日本成人先天性心疾患学会
総会・学術集会

全国

1,000

10月25日 10月26日 九州建設技術フォーラム2021

西日本

1,200

11月10日 11月11日 FOOD STYLE Kyushu 2021

九州

展示会・イベント

11月13日 11月14日 福岡キャンピングカーショー2021

九州

12月 8日 12月 8日 海外ビジネスEXPO2021福岡

国際

06-6221-5933

九州大学 椎木講堂
（ハイブリッド開催）

九州大学大学院工学研究院
資源システム工学部門内

092-802-3331

福岡歯科大学講堂
（ハイブリッド開催）

福岡歯科大学学会事務局

福岡国際会議場
福岡国際会議場
（ハイブリッド開催）

1,000

福岡国際会議場

092-801-0411

主催事務局：九州大学大学院医学研
究院 循環器内科学
092-716-7116
運営事務局：㈱コングレ九州支社
(一社)九州建設技術管理協会

13,000 マリンメッセ福岡A館・B館 FOOD STYLE
10,000 マリンメッセ福岡A館

地球

九州実行委員会

福岡キャンピングカーショー実行委
員会
（RKB毎日放送）
海外ビジネスEXPO実行委員会
（株式会社Resorz、一般社団法人
国際連携推進協会）

092-471-0189
03-6812-9423
092-844-8837
0120-979-938

※賛助会員の方は、上記記載以外及び1月以降のスケジュールも当財団のホームページで閲覧いただけます。
※コロナの状況により、日程、開催方法及び参加人数など内容が変更になる場合があります。

新たにご入会いただきました。
新賛助会員様ご紹介 （順不同
・敬称略）

会費

問合せ先：☎092
（733）5050

年間1口2万円から 皆様のご入会をお待ちしております

ホテルグランドルチェ博多

810-0002 福岡市中央区西中洲12-18 ☎092-406-1331

豊かな緑に包まれた都会のオアシス″
天神中央公園″
の川向いに佇むリバーサイドホテル福
岡空港・博多・天神・中洲へのアクセス良好で利便性と静寂性が両立した抜群のロケーション。
落ち着いた上質な空間でくつろぎのひとときを。

株式会社tsumugi
839-1321 うきは市吉井町1041 ☎080-1799-4376

福岡市がホスト役を務める第13回都市サミット特別版が、
コロナ禍によって生じた深刻な都市問題やSDGs達成の遅
れなど、コロナ禍でのまちづくりに焦点を絞り、完全オンラ
インで開催されます。
■開催日時 2021年10月26日・27日
■テ ー マ 危機から生まれた都市の可能性
■主
催 福岡市、国連ハビタット福岡本部
https://apcs.city.fukuoka.lg.jp

うきはの風景や営みを未来へ繫ぐべく、地域資源(食・自然・文化・歴史等)を活用した様々な事
業に取り組み、
まちの面的活性化に取り組む。主な事業としては、不動産の企画・開発及び管
理、宿泊施設の運営、
イベント企画・実施を行う。

株式会社西日本企画サービス
839-0809 久留米市東合川3-10-36 ☎0942-44-5800
当社はコンベンション・イベントの企画・運営のソフト面からWeb配信をはじめ、機材レンタル
・オペレーター派遣・サイン・デザイン・施工等のハード面までトータルサポートいたします。舞
台・音響・照明・映像の技術面サポート、施設管理も行っております。

賛助会員交流会を開催します

当財団の賛助会員交流会を12月3日
（金）
14：00より、福岡国際会議場で開
催します。詳しくは、10月中にご案内メールを送付致します。

31

号
︵福岡市交通局庁舎４階︶ ☎０９２
︵７３３︶
５０５０

株式会社グランドルチェ

URL https://www.welcome-fukuoka.or.jp印刷／敷島印刷株式会社

第13回アジア太平洋都市サミット特別版 開催!

発行・編集／〠８１０・００４１ 福岡市中央区大名２丁目５番

地球科学技術に関する国際シンポ
ジウム2021

事務局：福岡大学筑紫病院 脳神経
外科
運営事務局：日本コンベンション
サービス㈱

福岡国際会議場
3,000
（ハイブリッド開催）

︵公財︶
福岡観光コンベンションビューロー

11月25日 11月26日

092-802-3678

﹁オーシャンズ・フクオカ﹂

全国

1月 9日

092-712-6201

福岡国際会議場
950
（ハイブリッド開催）

第37回NPO法人日本脳神経血管
11月25日 11月27日
内治療学会学術総会

1月 7日

092-716-7116

