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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。

MICE Report

MICE レポート

マリンメッセ福岡A館

『第31回西日本食品産業創造展'21』開催
／3日間で約1万人が来場
5月19日(水)〜21日(金)の3日間、福岡市博多区のマリン
メッセ福岡A館にて、食に関する最新情報を発信する産業総合
展
「第31回西日本食品産業創造展」
（主催：日刊工業新聞社）
が
開催され、3日間で約1万人が来場した。
来場者の密集・混雑を避けるため、
インターネットでの事前来
場登録の呼びかけや、きめ細やかな案内サインの設置・スタッ
フによる誘導など、徹底した新型コロナウイルス感染防止対策
が講じられ、会場のいたるところで、出展者と来場者が商談を
行う光景が見られた。
次回
「第32回西日本食品産業創造展'22」
は、来年11月16日
(水)〜18日(金)に開催予定。

新型高速船・クイーンビートル

博多座公演の合同取材会開催／博多華丸さんらが登場
5月21日(金)、新型高速船・クイーンビートルにて、博多座7月公演
「羽世保スウィングボーイズ」
の合同取材会が
開催され、主演の博多華丸さんと、出演者の齋藤優さんが登場。ヒロイン役の南沢奈央さんも東京からリモート出
演し、船内のモニター越しに公演をPRした。
同公演は、7月16日(金)から27日(火)までの12日間、博多座に
て上演され、その後、8月28日(土)・29日(日)には大阪・新歌舞伎
座での公演が決定している。

表紙の写真
西鉄ホールのTwitterサイト
（https://twitter.com/nishitetsu̲hall）
では、
「今日の天神」
と題して、
着々と進行する “天神ビッグバン” の様子を定点カメラから捉えた写真が、
日々掲載されています。
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Enterprise News

企業ニュース

福岡空港

西日本で初めて感染症対策の国際認証を取得
福岡空港の感染症防止対策が、国際空港評議会
（ACI）
が実施する AHA
（Airport Health Accreditation）
プログ
ラムの認証を取得した。
このプログラムは、各空港の感染症対策と手順
（館内における清掃・消毒の実施
や、
フィジカルディスタンスの確保、利用客・スタッフのマスク着用や非接触化への
取り組み等）
が、国際民間航空機関
（ICAO）
が推奨する基準と、
どの程度整合して
いるかを122の項目で評価するもので、2020年7月24日に開始。
現在、世界中の200を超える空港が同プログラムの認証を取得している。

家康コーポレーション

業界初、非接触型検温AIカメラ、全車両搭載
貸切バス事業を展開する家康コーポレーションでは、業界初となる、測定誤差
0.3度以内の高性能非接触型検温AIカメラを各営業所の全車両に搭載する取り組
みを開始。検温機器レンタルや抗原検査キットの販売も行っている。
また、福岡営業所では、全席皮革シートで液晶テレビを搭載した、VIP対応ハイ
エースコミューター
（12名乗車）
を新たに導入している。

西日本シティ銀行

九州の地銀で初めて営業担当者が電動キックボードを利用
西日本シティ銀行では、福岡発のスタートアップ企業である株式会社mobby
rideが福岡市中央区で実施する、
シェア型電動キックボードサービス
「mobby
（モ
ビー）
」
の新事業特例制度認定公道実証実験に参画。
薬院支店と赤坂門支店の敷地内にmobbyの専用駐輪場を設置し、地域住民が
mobbyを利用できるようにするほか、九州の地銀で初めて、営業担当者がmobby
を利用した営業活動を開始している。

西鉄×アイカサ

コラボ開始から2年
西日本鉄道と、
日本初の傘シェアリングのレンタルサービスを展開するNature
Innovation Group
（アイカサ）
による連携事業が、2021年5月で丸2年を迎えた。
西日本鉄道では、
これまでに商業施設・オフィスビル・駅構内でのアイカサ設置を
拡大展開しており、利用者の利便性の向上を図っている。

福岡市の天神地区では、
国際競争力の向上と安全安心で魅力的なまちづくりを目指す都市再生プロジェクト
「天神ビッ
グバン」
が進行中。耐震性が高く、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代にも対応した先進的なビルへの建て替えが、
官民連携
のもと実施されている。本年9月には、
その第一号となる天神ビジネスセンターが竣工し、
2022年12月末、
開業が待たれ
ているリッツカールトンも入居する旧大名小学校跡地活用事業の完成、
2024年には、
創造交差点をコンセプトとした福ビ
福ビル街区建替プロジェクト

ル街区建替プロジェクトの完成と、
福岡市の中心街
「天神」
は、
真にアジアの拠点都市を目指し、
着々と歩みを進めている。
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HOTEL Information

ホテルインフォメーション

アスコット社のコリビングホテルブランド
「lyf
（ライフ）
」
が日本初進出
NTT都市開発は、福岡市中央区今泉1丁目
で開発を進めている今泉公園前プロジェクト
について、施設名称を
「レソラ今泉テラス」
に
決定した。
6月16日には、同施設内に、
シンガポールに
本社を置くThe Ascott Limited
（アスコット
社）
が運営するホテル
「lyf Tenjin Fukuoka
（ライフ天神福岡）
」
が、日本で初めて開業。こ
れまでにない過ごし方を提供する新しいコリ
ビングコンセプトのもと、福岡やシンガポー
ルを拠点とする複数のデザイナーのコラボ
レーションによるデザインを随所に取り入れ
ている。

ホテル日航福岡

特製弁当を部屋食で楽しむ宿泊プラン
ホテル日航福岡では、
テイクアウトメニュー
の中でも人気の高い日本料理「弁慶」の特製
弁当を客室で味わえる宿泊プランを提供。客
室冷蔵庫内のソフトドリンク無料の特典付き。

ホテルニューオータニ博多

「My Hotel Oﬃce」
〜客室をオフィスルームに改装〜
ホテルニューオータニ博多では、今年2月より、客室をオフィスルームとしてご提供するサービス
「My Hotel
Oﬃce」
を開始。5階の全18室について、
ビジネス利用に適した設備を充実させた個室のワークスペースとし
ての提供を行っている。
無線LANや自動両面印刷に対応したプリンタや55インチTVモニターなどのレンタルも可能で、
テレワーク
やビジネスの新たな拠点としての利用を見込んでいる。
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Gourmet Information

グルメインフォメーション

オ・ボルドー・フクオカ

新メニュー
「季節のフルーツパフェ」
で新規顧客を獲得
天神中央公園内にあるフランス・ボルドーワイン委員会

公認（CIVB）のボルドーワインバー「オ・ボルドー・フクオ
カ」
では、感染症拡大防止のための営業時間短縮や酒類提
供自粛の要請を受け、スタッフ内でアイディアを出し合っ
て新メニューを検討。その結果、季節のフルーツを使った
特製パフェがメニューに加わった。これまで同店のコア顧
客層ではなかった比較的若い年齢層の女性客の来店が増
え、一日の売上が70個を超える日も。パフェを目的に来店
していた客がボルドーワインに興味を持ち、
ワイン目当て
のリピーターとなるケースも少なくないという。同店ス
タッフは
「今後もチャレンジを重ねて、
ピンチをチャンスに
変えていきたい」
とさらなる意欲を高めている。

デフィ・ジョルジュマルソー

大名にシェフズモバイルキッチン登場
大手門・西中洲・渡辺通りにレストランとパティスリーを展

開するジョルジュマルソーグループのキッチンカーが中央区
大名
「山本文房堂」
前に登場。
「クルーズトレインななつ星in
九州」
で提供していた
「カレー」
をはじめ、そのカレーを贅沢に
閉じ込めた
「究極のカレーパン」
「
、自家製デミグラスの煮込
みハンバーグ」
等々購入可能。今後の出店日は
「デフィ・ジョ
ルジュマルソー」
のInstagram、Facebookでチェックを。

石蔵酒造 百年蔵

歴史ある酒蔵でかき氷を
博多区堅粕の石蔵酒造内にある国登録有形文化財
「博多百年蔵」
にて、夏季限定イベント“酒蔵deかき氷”がスタート。
「福岡かき氷専
門店 おいしい氷屋」
とのコラボにより、苺ソースとマスカルポーネ入
りの
「あまおうイチゴミルク」
や特製あんこと白玉入りの
「八女抹茶」
のほか、百年蔵オリジナルかき氷メニューの提供も。同社では
「大き
な酒蔵空間の中で、
ふわっふわのかき氷を味わっていただき、
ひと時
の涼を感じてほしい」
とHPやSNSで呼びかけている。

「FUKUOKA TOPICS」
を 大募集！

福岡観光コンベンションビューローでは掲載情報を募集しております。
自薦・他薦は問いません。新しい取組や話題の商品・メニュー・コンテンツなど、
メールアド
レス
【fcvb@welcome-fukuoka.or.jp】
宛てに情報をお寄せください。お寄せいただいた情
報をもとに、当財団のスタッフが取材を行い、記事を掲載いたします。
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FCVB

スタッフレポート

海外向けのSNS発信をスタートしました
「訪日できない今だからこそ、
リモートワークが盛んな今だからこそ、SNS情報でFUKUOKAに興味を寄せても
らい、MICEや観光で来福いただきたい！」
という思いのもと、FCVBでは、2020年10月より、英語版と中国語版の
SNSサイトを相次いで立ち上げ、福岡の観光・MICE・文化・歴史などに関する情報を発信しています。

英語版での情報発信にあたっては、文化・宗教が異なる国・地域の読者を意識し、ダイ
バーシティ
（多様性）
の概念をより重視しています。
一方、中国語版は、
インセンティブツアーやMICEへの参加者を念頭に置いて、福岡の
祭りやMICE施設などの情報を主に投稿しています。
これからも、
「福岡の今」
をタイムリーに発信し、世界各国におけるFUKUOKAの知名度
がさらに上がるよう、
スタッフ一丸となって取り組んでいきます。

Meeting Place Fukuoka

山口 陽子

日本の都市で初めて
「Hybrid City Alliance」
に加入しました
福岡市では、withコロナ期における新たなMICE開催
形態であるハイブリッド開催の促進を図っていますが、
こ
のたび、世界18都市・地域のコンベンションビューローが
参加する協議会
「Hybrid City Alliance
（ハイブリッド シ
ティ アライアンス）
」
へ、
日本では初めて、福岡観光コンベ
ンションビューローが加入しました。
withコロナ期に対応した会議等の開催方法である
「ハ
イブリッド方式」
（リアルに参加者を集めて開催し、併せて
オンラインでも配信すること）
での開催促進や、
コンベン
ションビューロー間の連携強化、情報共有等を目的とした活動に加え、福岡市とFCVBが
連携して実施している、
「MICEハイブリッド開催支援」
などの取組みや、MICE受入れの実
績等が評価され、今回の加入となりました。
「Hybrid City Alliance」
への加入により、
ネットワークを活用したＭＩＣＥ誘致や開催の
促進が図れるとともに、海外における福岡市の知名度向上が期待できます。福岡観光コ
ンベンションビューローでは、今後も、
ハイブリッド開催を促進するとともに、
アフターコロ
ナを見据えた戦略的なＭＩＣＥ誘致や開催支援に取り組んでまいります。
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Meeting Place Fukuoka

中上 朗子

「福岡の今を知る！ファビュラス福岡オンラインFAMトリップ」
を開催しました
3月25日、FCVB主催による
「福岡の今を知る！ファビュラス福岡オ
ンラインFAM トリップ」
を開催しました。
「FAMトリップ」
とは、
「Familiarization Trip」
の略で、観光客の誘
致促進のため、旅行事業者等に現地を視察してもらうツアーのこと
です。現在、新型コロナの影響により、実際に福岡に来てもらうことが
難しいため、今回はオンラインでの開催とし、当初の予定を大幅に上
回る、14の国/地域の合計385 名の皆様にご参加いただきました。
当日は、日本語・英語・中国語の3か国語で、3回に分けてリアルタ
イムでの配信を行い、福岡の観光情報・体験プログラム・新MICE施
設から新型コロナ対策まで幅広い情報を提供。
「ライブでの都市紹
介や体験紹介を通じて、単なる情報収集ではないワクワク感、臨場
感がありとても良かった」
「 実際に行きたい、体験したいという思い
に繋がる」
との感想が多く寄せられ、今後のMICE誘致に繋がる企画
となりました。
今回が初めての取り組みで、予算も限られて
いたため、FCVBのスタッフが主体となって企
画・運営を手がけました。参加者の皆様からは
「手作り感やあたたかさが伝わってきた」
との好
意的なご意見を多くいただき、観光・MICEの情
報だけでなく、福岡・博多の人情深さ・人のあた
たかさも伝えることができたオンラインFAMト

Meeting Place Fukuoka

柏原 さやか

リップとなりました。

「福岡市観光案内ボランティア」が案内する動画『福岡・博多 “深” 発見』を配信中です
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での案
内ガイド休止中の取り組みのひとつとして、福岡市観光
案内ボランティアが福岡市の観光スポットを案内する動
画をYouTubeやFacebookで配信しています。櫛田神
社、福岡城に続き、
このたび香椎宮の案内動画を新たに
アップしました。
お家に居ながら行ったつもりになってご覧いただいた
り、感染対策をして実際にお出かけしていただいたり、そ
れぞれにお楽しみいただけると嬉しいです。
福岡市観光案内ボランティアでは、対面での案内ガイ
ド再開後も、福岡の人気観光スポットや、福岡市民でも
新しい発見ができるようなおすすめスポットなどを紹介
する動画を引き続き配信してまいります。
福岡市の魅力を、
ガイド一同
「おもてなしの心」
でリア
ルでもオンラインでもご案内します。
動画をご覧いただくとともに、
まち歩きへのご参加も
お待ちしています！

Facebook

YouTube

観光事業部

永露 由美
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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

8月
参加地区 参加人数

開催会場

事務局・問合せ先

▶ 10月
☎

学 術 大 会

8月 5日

国際ソロプチミスト
アメリカ日本南リジョン
8月 5日
「2021 日本南リジョン
オンラインユースフォーラム」

9月 8日

第105次日本法医学会
9月10日
学術全国集会

9月17日

9月17日

9月19日

9月20日 第54回日本薬剤師会学術大会

9月22日

9月24日

2021年度 日本味と匂学会
第55回大会

全国

500

9月23日

9月24日

第46回日本睡眠学会定期学術集会
(JSSR46)

全国

2,700

福岡国際会議場
福岡サンパレスホテル＆
ホール
（ハイブリッド開催）

JSH International Liver
10月 2日 10月 3日 Conference 2021
国際肝臓カンファレンス2021

国際

1,000

博多国際展示場＆
カンファレンスセンター

主催事務局：久留米大学医学部内科
学講座消火器内科部門
092-437-4181
運営事務局：㈱コンベンションリン
ケージ内

10月20日 10月21日 第57回日本赤十字社医学会総会

全国

2,000

福岡国際会議場
福岡サンパレス

主催事務局：福岡赤十字病院
運営事務局：㈱コングレ九州支社内

092-716-7116

第69回国際歯科研究学会日本部会
10月24日 10月25日（JADR）
総会・学術大会

全国

250

主催事務局：第69回国際歯科研究
学会日本部会 総会・学術大会
九州大学医学部百年講堂
（九州大学歯学研究院 口腔機能修
復学講座 歯周病学分野）

092-642-6358

10月28日 10月31日 第75回日本臨床眼科学会

全国

8,200

九州

100
ー

福岡国際会議場
（ハイブリッド開催）

全国

500

ヒルトン福岡シーホーク

全国

800

ヒルトン福岡シーホーク

日本公認会計士協会

全国

福岡国際会議場
12,000 福岡サンパレス
マリンメッセ福岡A館
九州大学医学部百年講堂

九州大学

西新プラザ

展示会・イベント

9月 2日

全国

9月29日

9月30日 第4回CareTEX福岡’21

九州

5,000

マリンメッセ福岡B館

全国

1,000

博多駅前広場

10,000 マリンメッセ福岡B館

092-715-0633

九州大学大学院歯学研究院
口腔機能解析学分野

092-642-6312

主催事務局：日本睡眠学会
第46回定期学術集会
運営事務局：㈱コンベンションリン
ケージ内

092-437-4188

主管校：鹿児島大学大学院医歯学総
合研究科 感覚器病学講座 眼科学
092-716-7116
分野
運営事務局：㈱コングレ九州支社内
令和3年度日本栄養・食糧学会
九州・沖縄支部大会事務局

全国陶磁器フェア IN 福岡事務局
CareTEX福岡 事務局
（ブティックス㈱内）

ー
ー
092-711-7605
03-6303-9801

& SAKE FUKUOKA 実行委員会

092-651-4591

日刊工業新聞社
西部支社展示会事務局

092-271-5715

※賛助会員の方は、上記記載以外及び10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。（順不同・敬称略）

問合せ先：☎092
（733）5050
会費

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

グリーンリッチホテル西鉄大橋駅前

株式会社Webトレンドデザイン

811-1321 福岡県福岡市南区大橋1丁目7-15玉屋大橋ビル ☎092-471-0223

810-0001 福岡市中央区天神3-9-10天神松井ビル ☎080-1713-0002

福岡市南区
「西鉄大橋駅前」
58室のビジネスホテル。部屋タイプはシングルからスイートまで
5タイプ、出張利用のみならず観光・冠婚葬祭と福岡市の中心に位置する立地で各方面への
アクセスも好評。朝食ビュッフェはリーズナブルなプライスにて朝6時半より。

①イベント事業：Fukuoka Teens Fes(インバウンドイベント)・GEKKLE GirlsFes(いちごプ
リンセスコンテスト)等の企画運営②出版・Webメディア事業：情報誌
「GEKKLE(旧月刊くるめ
)」
③Webマーケティング事業

株式会社

㈱バッファロー・IT・ソリューションズ九州営業所

マムプロジェクト

810-0042 福岡市中央区赤坂1-2-7エフスタイルケヤキ608 ☎070-4429-5970

812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2八百治センタービル3F ☎092-519-6072

「人と情報をつなげ経済を動かす」 情報の営業企画・立案・マネタイズプランニングの提案、
そしてパーソナルブランディングの人材育成を得意とするマムプロジェクトです。

弊社、株式会社バッファロー・IT・ソリューションズは、PC周辺機器、無線LANルーターなど数
多くのIT関連機器で国内シェアNo1を獲得している
「BUFFALO」
のグループ会社です。IT・
通信に関することはご相談ください。

株式会社

サンマーク

株式会社

lib

810-0013 福岡市中央区大宮1-4-14 ☎090-6478-3150

810-0075 福岡市中央区港2-4-23-2 ☎092-791-9299

サンマークは地域に密着した様々なメディアとサービスでお客様が提供する
「商品/ サービ
ス」
と
「地域消費者」
を効率的、効果的に結び、お客様の販促活動、マーケティング活動をサポ
ート致します。

企業向けPR動画を始め、
ドローン動画、SNSプロモーション用広告素材作成、アニメーション
動画作成など、
ご要望にお答えして制作致します。撮影内容により、撮影含め即日納品も可能
です。お気軽にお問い合わせ下さい。

31

号
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新 賛 助 会 員 様 ご 紹介

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

15,000 マリンメッセ福岡

092-715-4317

第54回日本薬剤師会学術大会
運営準備室

JR博多シティJR九州ホール（一社）
鉄道模型コンテスト

九州

第22回全国陶磁器フェア
9月 6日
in 福岡2021

西日本

北部九州会

発行・編集／〠８１０・００４１ 福岡市中央区大名２丁目５番

福岡国際会議場
福岡サンパレス＆ホール
マリンメッセ福岡A館
（ハイブリッド開催）

8月15日 鉄道模型コンテスト九州大会2021

10月13日 10月15日 モノづくりフェア2021

092-411-6888

事務局：九州大学大学院医学研究院
法医学分野
運営事務局：㈱JTBコミュニケーショ 092-751-3244
ンデザイン ミーティング&コンベン
ション事業部内

8月14日

10月 5日 10月 7日 & SAKE FUKUOKA

国際ソロプチミスト日本南リジョン

︵公財︶
福岡観光コンベンションビューロー

令和3年度日本栄養・食糧学会
九州・沖縄支部大会

620

﹁オーシャンズ・フクオカ﹂

10月30日 10月31日

第42回日本公認会計士協会
研究大会

九州

