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明けましておめでとうございます。謹んで新
年のお慶びを申し上げます。
昨年から新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、世界規模で厳しい社会経済情勢が続いており、
このような状況下、需要回復に向けて取り組んで
おられる会員の皆様には心より敬意を表します。
当財団では、観光・ＭＩＣＥの振興に向け、Ｗith
コロナ期に対応した環境整備などの支援や需要
福岡観光コンベンションビューロー
喚起策、オンラインによる情報発信・誘致活動
会長 藤 永 憲 一
を実施いたしました。
観光では、まずは国内観光客を増やすため、身近な観光資源の掘り
起こしや体験プログラムの開発など
「マイクロツーリズム」の推進に取
り組むとともに、観光案内所での「新しい観光案内」として非接触型の
リモート案内の実証実験を開始しております。
また、ＭＩＣＥについては、オンライン等による誘致活動を継続し、医
療系などの大規模会議の誘致を獲得するとともに、
ＭＩＣＥの新たな開催
方法として、リアルに参加者を集めて安全・安心に会議等を開催し、あ
わせてオンラインでも配信する
「ハイブリッド開催」の支援を推進して
いるところです。
今年は、
Ｗithコロナ期における
「新しい生活様式や価値観の変化」を
踏まえ、地域の魅力を改めて見つめ直し、新たな観光コンテンツの発掘・
磨き上げや受入環境の充実により、福岡ならではの新たな観光スタイ
ルを推進していきたいと考えております。
また、国内の観光需要を喚起しつつ、渡航制限の段階的緩和を見
極めながら、インバウンドの段階的回復に向けた取組を進めるため、
福岡の多様な魅力や安全・安心への取組などの情報発信を強化すると
ともに、地域産業の振興につながる新たな MICEターゲットを選定し、
産学官で連携して誘致活動を進めてまいります。
当財団といたしましては、会員の皆様と共に安全・安心な受入環境
の向上などに取り組むとともに、福岡都市圏や九州の関係機関・団体
と連携しながら、国内及びインバウンド需要を促進し、地域経済の回復・
活性化に向けて貢献していきたいと考えております。今後とも皆様の
ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本年が皆様にとって実り多き年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

ご

挨

拶

あけましておめでとうございます。新年の始ま
りにあたり、謹んでお慶びを申し上げます。
昨年は新型コロナウイルスの影響により、世
界中が大きな影響を受けた一年でした。医療従
事者のみなさまをはじめ、社会を支えていただ
いた全ての方へ改めて感謝を申し上げます。
福岡市は、第３次産業が９割を占めている産業構
造であることから、交流人口や消費を拡大するため、
福岡市長
観光・ＭＩＣＥの振興を重要な施策として位置づけ取り
髙 島 宗 一 郎
組んでいます。しかし、新型コロナウイルス感染症
の影響によって、国内外の観光客が激減するなど、経済をめぐる状況は厳し
いものとなっており、価値観や社会ニーズも大きく変化しようとしています。
福岡市では、天神ビッグバン、博多コネクティッドなど、都心部ビルの建
替えプロジェクトが進行中ですが、まちが一気に生まれ変わるこのタイミン
グをチャンスと捉え、感染症に強く国際競争力がより強いまちづくりに取り
組んでまいります。単なるハード整備にとどまらない、世界に先駆けた感染
症対応シティを目指すため、「非接触」「通信環境の充実」などの取組みを
誘導し、高付加価値なビジネスの誘致につながる、国際競争力を持った、
安全安心で魅力的なまちづくりを進めていきます。さらに、昨年、国際金
融機能誘致のため、産学官で「TEAM FUKUOKA」を立ち上げました。高
いハードルですが、誘致実現に向けてオール福岡で挑戦してまいります。
また、国家戦略特区という推進エンジンを活用しながら、日本最大級
の創業支援施設「Fukuoka Growth Next」を中心に、新しい価値の
創造に挑戦する企業を支援していきます。社会ニーズが変化している
今こそ、新たなテクノロジーやビジネスを生み出す大きなチャンスであ
り、スタートアップ企業が大きな役割を果たしていくと考えております。
福岡市は、様々な都市機能がコンパクトなエリアに集中しています
が、一方で、身近なところに豊かな自然があるのも特徴です。こうし
た福岡の魅力を活かしながら、九州のゲートウェイ都市として、「人と
環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指し、再
び多くの観光・ビジネス客に訪れていただけるよう、これからも都市活
力を生み出す観光・ＭＩＣＥの振興に全力で取り組んでいきます。
最後に、皆さまの今年一年のご健勝とご活躍を心から祈念し、新年
のあいさつとさせていただきます。

FCVB賛助会員交流会2020 開催レポート
2020年11月25日
（水）
、福岡国際会議場にて
「福岡観光コンベンションビューロー賛助会員交流会2020」
を開催し、賛助会員
企業・団体より約200名の皆様にご参加いただきました。
今回は『ポストコロナ時代の新戦略』を共通テーマに、各界の有識者4名の皆様にご講演いただいたほか、会場内にPRコーナー
を設け、23の企業・団体に最新の取組や商品についてご案内いただきました。

開会に際して、当財団会長の藤永が主催者挨拶を行い、
ご来賓を代表して福岡市の中村副市長にご祝辞をいただきました。

【感染症対策】

今回は新型コロナウイルスの感染防止対策として、検温や飛沫対策に加えて、いわゆる
「三密」
を回避するための会場レイアウトや
案内サインを採用しました。

【PRコーナー】

会場後方に設置したPRコーナーでは、参加者相互の情報交換や交流が活発に行われ、全国的に会議・セミナー・商談会などの
「オン
ライン開催」
が増えるなか、会場に参加者が集う
「リアル開催」
の意義や重要性にあらためて気づかされた機会となりました。
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FCVB賛助会員交流会2020 講演ダイジェスト
『新しい働き方 〜生産性向上と新しいビジネスチャンスの可能性〜』
北九州市立大学教授

ロッシェル・カップ 氏

リモートワークを導入することは雇用者・従業員双方にメリットがあり、企
業の生産性向上につながります。そのために必要なのが、
リモートワークの
環境整備
（機器やシステムへの投資）
と従業員同士が遠隔にいながらにして
コミュニケーションがとれる仕組みづくりです。
福岡は、旅行しながらリモートワークする
「ワーケーション」
やチームビル
ディングを行うのに最適な場所であり、企業や行政の皆さんは、
ピンチは
チャンスととらえて、ぜひ創造的なチャレンジに取り組んでいただきたいと
思います。

『分断と格差の時代 〜希望は多文化共生のコミュニティと教育にあり〜』
立命館アジア太平洋大学 (APU) 前副学長／今村食堂株式会社 代表取締役社長

今村 正治 氏

Volatility
（変動性）
、Uncertainty
（不確実性）
、Complexity
（複雑性）
、
Ambiguity
（曖昧性）
の頭文字からなる、いわゆる
「VUCAの時代」
に対応す
るためには、教育・人づくりに目を向けるべきです。
そして、企業が自社の人材に投資することや、社会人になっても学び続け
ることが重要であり、
インターネットを利用した学びの場や方法も増えてい
ます。
また、分断や格差が広がる現代社会においては、地方と都市・世界をつな
ぎ合わせるような“交渉人”たるべき新しいリーダーが求められています。

『食＆ホスピタリティのインフラとなる地域の店づくり』
ロイヤルホスト株式会社

代表取締役社長

佐々木 徳久 氏

当社では全店舗において、Quality（ 料理の品質）、Service（接客）、
Cleanliness
（清潔感や清掃）
、Atmosphere
（店の雰囲気）
の頭文字からな
る
「QSCA」
の向上に取り組んでいます。
また、
「モノ消費」
の場が、店舗からEC
（Electronic Commerce／イン
ターネットを使った売買・取引）
サイトへ移行している現状を踏まえ、
「コト消
費」
を意識した店づくりや商品開発を展開。DX（デジタルトランスフォー
メーション）
によって業務の効率化を図り、EX
（従業員体験）
やCX
（顧客体
験）
といった付加価値を増やすための取組を進めています。

『コロナ禍における福岡市のチャレンジ』
福岡市経済観光文化局

理事

吉田 宏幸 氏

福岡市独自の事業者支援策として、今年度当初より、休業要請等施設へ
の家賃補助、宿泊施設の衛生対策支援、飲食店のテイクアウト支援、安全安
心に配慮したイベント再開モデル事業、MICEハイブリッド開催支援などの
施策を実施してきました。
今後は、
ワーケーション・マイクロツーリズムの推進や観光DXのコンテン
ツ開発などにも注力していくほか、都心の機能強化に合わせた
「世界に先が
けた感染症対応シティ」
の構築を民間事業者の皆様と連携して進めてまい
りたいと考えています。
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クイーン

ビートル

「QUEEN BEETLE」誕生！
内覧会を開催
クイーン

ビートル

賛助会員交流会に引き続き、
「QUEEN BEETLE」
の内覧会を行い、約160名
の皆様にご参加いただきました。
旅を移動から楽しんでもらうことをコンセプトに設計された新型高速船は、
従来のビートルと異なり、シートベルトが不要で船内を自由に動き回れるのが
特徴です。今回はその設備についてレポートします。

乗客が自由に使える共用ラウンジにはアルコール・ソフトドリンク・軽食・スイーツなどを販売するキオスクが併設されています。

1階のスタンダードクラス
（382席／補助席34席を含む）でもシートピッチ
（前後の座席間隔）は104cmあり、4人用のコンパー
トメント
（ブース）も設置されています。2階のビジネスクラス
（120席）のシートピッチは140cmあって、リクライニングの角度
も大きく、よりゆったりとリラックスして過ごすことができます。

2階には免税店があり、ショッピングを楽しむことができます。ブランド品や船内限定グッズも揃っていて、免税価格でお得に購
入することができます。

船内には駐輪スペースがあり、
自転車を持ち込んで旅を楽しむことができます。また、遊具を備えたキッズルームや授乳室のほか、
1階と2階をつなぐスロープも設置され、小さなお子様と一緒の旅行にも対応した設計となっています。
※QUEEN BEETLEの詳細については、JR九州高速船 (株 )の
公式 HP（https://www.jrbeetle.com/）をご覧ください
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福岡 “ 深 ” 発見！ マイクロツーリズム
〜福岡市内おすすめスポット〜

西区

唐泊 VILLAGE

住

所：福岡市西区大字宮浦512-1

お問合せ先：info@karadomari.jp

西区宮浦 (唐泊町内)にグランピング場
「唐泊 VILLAGE」オープン！
唐泊 VILLAGEは地元の方が、昔から愛した
美しい「うしろ浜」に面しており、福岡市内とは
思えない非日常を体験できます。見渡す沖には
玄界島や柱島をのぞみ、はるか昔、遣唐使たちが
感じた感慨に思いをいたることができるでしょう。
プライベートビーチでの自然体験はもちろん、
テント張り、まき割り、ハーブづくりなどアウト
ドア体験を初心者でも手軽に非日常を楽しんで
いただけます。

福岡市内のおすすめイベント
博多区

ベイサイドプレイス博多に毎年恒例の「かき小屋」がオープン！

リニューアルオープンをして10周年を迎えるベイサイドプレイス博多では、
今年も大人気のカキ小屋がオープンしています。福岡の中心部天神や博多
からのアクセスも抜群のロケーションで海の風を感じながら味わえるかきが、
1盛1,100円でお楽しみいただけます。ぷりっぷりのかきを、ぜひ体が温ま
るお酒と一緒にどうぞ。また、イルミネーションも3月14日まで実施中です。
【日

時】 2020年12月1日
（火）〜2021年3月14日
（日）
※12月31日・1月1日・2日はお休みさせていただきます。
【時
間】 11：00〜22：00（L.O 21：30）
【場
所】 福岡市博多区築港本町１３−６ ベイサイドプレイス博多海側特設テント
【お問合せ】 かき小屋 in ベイサイド（TEL 092-263-0556）

中央区

福岡城

梅まつり

福岡市中央区にある舞鶴公園の梅園で梅まつりが開催されます。
250本以上の様々な色や種類の梅の木が花を咲かせ、春の訪れを
感じさせてくれます。梅まつりでは、日本伝統の猿まわしや、コケ
玉づくり体験、写真撮影会などイベントも盛りだくさんです。
【開 催 日】 令和3年2月13日
（土）、14日
（日）
【時
間】 10：00〜16：00
【場
所】 福岡県福岡市中央区城内1-4
【お問合せ】（公財）福岡市緑のまちづくり協会
舞鶴公園管理事務所 TEL ０９２
（７８１）2153
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FOOD STYLE 2020 in Fukuoka

日程

2020年11月11日（水）・12日（木）

会場

マリンメッセ福岡

コロナ禍より小売・中食・外食業界のための商談取引や商売の役にたつ情報収集する機会を多く失い、
「感染症対
策」
と
「経済活動」
の両立を図るため、11月11日・12日に
「FOOD STYLE 2020 in Fukuoka」
(スーパーマーケットス
タイル、弁当・給食・宅配フードスタイル、外食フードスタイル)をマリンメッセ福岡にて開催いたしました。九州圏内では
コロナ禍”初”であり、食に関わる取引には五感も重要ということから、過去最多である587社の企業が出展しました。
感染症対策の一つとして、来場者には事前登録により非接触型入場証の発行を行い、昨年
を上回る14,866名が来場されました。厚生労働省のCOVID-19アプリ
「COCOA」
の導入を
推奨し、天井高の高い会場で常時換気を行い、通路幅を広く設け、
ソーシャルディスタンスを
保ちながら商談していただけるよう徹底しました。
出展者からは
「商談のできる場に積極的に動いていかないと取引につながらない」
「コロナ
禍で業界・業種・業態を変化しチャンスをつかみたい」
という声や来場者からは
「新商品を見れ
る機会がなかったのでうれしい」
「展示会の様子をニュースみて、店舗用の非接触商材を導入
したいので来場した」
というお声もいただきました。取引開始や継続商談などの声もあり今後
も更に多くの経済効果が見込まれています。

コ ン ベ ン ション カ レ ン ダ ー
開始

学術大会

参加地区 参加人数

開催会場

事務局・問合せ先

福岡国際会議場
500
（ハイブリッド）

092-716-7116
03-6435-8789

全国

1月27日 1月29日

JANOG47 ミーティング

全国

1,500

福岡国際会議場

運営事務局：
㈱イーサイド

1月30日 1月30日

第33回日本脳神経血管内治療学会
九州地方会

九州

100

福岡国際会議場

日本脳神経血管内治療学会
092-921-1011
九州地方会事務局

2月18日 2月19日

D2C & RETAIL SUMMIT 2021

全国

100

ユナイテッド・シネマ
にっぽん D2C応援委員会 092-515-1000
キャナルシティ13（ハイブリッド）

2月19日 2月20日

第57回九州外科学会
第57回九州小児外科学会
第56回九州内分泌外科学会

九州

450

2月20日 2月20日

2020アジアデジタルアート大賞展 FUKUOKA
シンポジウム・表彰式

国際

ー

福岡市美術館

2020アジアデジタルアート
大賞展実行委員会

2月20日 2月20日

第31回日本老年医学会九州地方会

九州

150

九州大学 病院キャンパス

運営事務局：
㈱コンベンションリンケージ福岡支社 092-437-4188

2月21日 2月21日

第3回日本抗加齢医学会九州地方会学術総会

九州

1,000

JR博多シティ
（ハイブリッド）

運営事務局：
㈱ジーニス コンベンションサービス 092-722-2811

2月22日 2月24日

第14回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス

国際

1,000 ホテル日航福岡

2月26日 2月27日

第38回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会

全国

2,000

2月27日 2月27日

第7回九州足の外科研究会

九州

100

3月11日

第1回環境に配慮した持続可能な建設技術に関する
国際シンポジウム (CREST2020)

国際

200

3月11日 3月13日

第46回日本脳卒中学会学術集会
第50回日本脳卒中の外科学会学術集会
第37回スパズム・シンポジウム (STROKE2021)

国際

6,000

4月9日

4月9日

第18回日韓中小児腎セミナー

国際

260

2月8日

2月9日

第8回ビューティーワールドジャパン 福岡

全国

5,000

2月2日

2月3日

観光商談会「観光マッチング2021~観光 de九州」

福岡

ー

九州旅行博覧会 ~トラベラーズフェス2021~

福岡

10,000

第23回福岡市金印ライオンズカップ
ソフトバレー大会

福岡

1,000

女性スポーツ活動団体連絡協議会
スポーツフェスタ 2021

福岡

100

2月7日

2月7日

2月13日 2月13日

運営事務局：
092-712-6201
日本コンベンションサービス㈱九州支社

九州大学 病院キャンパス
（ハイブリッド）

Oceanʼs Fukuoka

ー

運営事務局：
㈱コンベンションリンケージ福岡支社 092-437-4188
運営事務局：
㈱インターグループ

092-712-9530

九州足の外科研究会事務局

092-801-0411

九州大学 伊都キャンパス
（ハイブリッド）

九州大学

092-802-3369

福岡国際会議場
（ハイブリッド）

運営事務局：
㈱コングレ九州支社

福岡国際会議場
（ハイブリッド）
福岡大学病院

工学研究院

092-716-7143

九州大学医学部百年講堂

運営事務局：
092-751-3244
JTBコミュニケーションデザイン

福岡国際センター

メッセフランクフルトジャパン㈱ 03-3262-8939

西鉄イン福岡

福岡商工会議所地域振興部
092-441-1118
地域振興グループ

福岡国際会議場

九州旅行博覧会 ~トラベラーズ
フェス2021~出展事務局

福岡市総合体育館

福岡市ソフトバレーボール連盟 090-5934-7308

福岡市民体育館

（公財）福岡市スポーツ協会
事業課

※内容が変更になる場合があります。賛助会員の方は、上記記載以外及び４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。
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運営事務局：
㈱コングレ九州支社

第13回日本ロボット外科学会学術集会

2月13日 2月14日

スポーツ

大会・会議の名称

4月

1月23日 1月23日

3月9日

展示会

終了

1月

▼

次回開催：2021年11月10日(水)・11日(木) マリンメッセ福岡

092-844-8837

092-645-1233

【MICEハイブリッド開催会議レポート】

第41回日本臨床薬理学会学術総会

日程

2020年 12月3日(木)〜5日(土）

会場

福岡国際会議場

福岡で初めてとなる第41回日本臨床薬理学会学術総会が、
「臨床薬理学
に立脚した創薬育薬グローバル連携」
というテーマのもと開催されました。
会場となった福岡国際会議場には、あらゆる診療領域の医師、薬剤師、
看護師、CRC、検査技師など様々な職種の方々、
および産学官でご活躍の
方々がご参集され、幅広い臨床薬理学研究成果の発表を基に討論や情報
交 換 が 行 わ れ まし た 。ま た 、海 外 か ら の リ モ ート 参 加 に よ り 、
Northwestern University のJoseph Bass先生による体内時計に関す
る特別講演が行われました。
本会は、令和2年コロナ禍で開催された福岡市で久しぶりの大型学術
会議であり、MICEハイブリッド開催助成金制度をご活用いただき、徹底し
た感染防止対策を行ったうえで開催されました。
来場参加者約800名、
ウェブ参加も含め合計約2,200名の方々にご参

第41回日本臨床薬理学会学術総会で挨拶する
大戸茂弘会長 (九州大学大学院薬学研究院薬剤学 教授)

加いただき、盛会のうちに終了しました。

MICE主催者向けに
ＭＩＣＥハイブリッド開催支援・安全対策支援助成金制度を実施中
withコロナ期におけるＭＩＣＥの新たな開催方法として、
ハイブリッド開催
（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）
が始まっています。
そこで、
ハイブリッド開催という新たな取組みへのチャレンジを後押しするとともに、
ＭＩＣＥを安全・安心に開催いただくため、
ハイブリッド開催や安全安心対策を支援するための助成金制度を下記の通り実施しています。MICE開催のご予定がある方
は、ぜひご活用ください。詳しくは、当財団WEBにご案内しています。https://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/3197.html

①ハイブリッド開催支援

②安全対策支援

象 福岡市内で、ハイブリッド開催されるＭＩＣＥ
（学会・総会・会議・展示会・見本市・商談会など）
■対象経費 オンライン配信に必要な機材リース代や
運営に係る人件費等
■補助率等 対象経費の4/5、上限20万円
■募集期間 令和2年10月13日（火）〜令和3年3月15日（月）

■対

■対

象 福岡市内で、ハイブリッド開催またはリア
ル開催されるＭＩＣＥ
（学会・総会・会議・展
示会・見本市・商談会など）
■対象経費 新型コロナウイルス感染拡大防止のための安全対策費
■補助率等 対象経費の4/5、上限50万円
■募集期間 令和2年10月13日（火）〜令和3年3月15日（月）

お問合せ・お申し込み先：(公財 )福岡観光コンベンションビューロー

TEL092(733)0101

Meeting Place Fukuoka
Mail：mice@welcome-fukuoka.or.jp

福岡市の 2019年国際会議開催件数について
令和2年11月27日、
日本政府観光局(JNTO)が
「2019年JNTO国際会議統計」
を公表しました。
それによると、2019年の国際会議開催件数は、
日本全体で3,621件、
うち福岡市における開催件数は313件で、前年と同じく全国第4位でした。
国際会議開催状況（都市別）

年
順位
2017年 都市
平成29年 件数
2018年 都市
平成30年 件数
2019年 都市
令和元年 件数

1
東京※
608
東京※
645
東京※
561

2
神戸
405
神戸
419
神戸
438

3
京都
306
京都
348
京都
383

4
5
6
福岡 名古屋 横浜
296 183 176
福岡 名古屋 横浜
293 202 156
福岡 横浜 名古屋
313 277 252

7
8
9
大阪 北九州 仙台
139 134 120
大阪 北九州 仙台
152 133 116
大阪 北九州 仙台
204 150 136

国際会議開催状況（福岡市）
会場別
2018年
2019年
前年比

10
札幌
116
札幌
109
札幌
102

※東京23区のみ

今後の取組み

計
大学
ホテル コンベンションゾーン その他施設
138
41
32
82
293
144
45
36
88
313
6
4
4
6
20
会場別開催件数では、すべての会場で前年比増加しています。
2019年は、G20財務大臣・中央銀行総裁会議やラグ
ビーワールドカップ2019という大きな国際的イベント
が開催されました。

今後は、MICEハイブリッド開催支援・安全対策支援に注力するとともに、
ポストコロナ時代を見据えて、大学をはじめ関係機関・施設との連携や
開催にかかる支援を一層強化しながら、経済効果が見込まれ福岡市のプレゼンス向上に資するMICEの誘致を推進してまいります。
問合せ先：(公財 )福岡観光コンベンションビューロー

TEL:092(733)0101

FAX:092(733)3100

Oceanʼs Fukuoka
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令和２年度 WEB版「福岡検定」申込受付中！
令和2年度WEB版
「福岡検定」
は、令和3
（2021）
年2月9日
（火曜日）
まで申込み受付中です！
今年度は、
これまで以上に広く福岡市の魅力を発信すると同時に、新型コロナウイルス感染拡大
防止を図るため、ＷＥＢ試験により開催します。
今年のテーマ問題は
「福岡の祭り」
。個人受験だけでなく、団体受験も可能です。
皆さまのチャレンジを心よりお待ちしております！

【試験日及び申込期間】
・試 験 日：令和3
（2021）年2月14日
（日曜日）
・申込期間：令和2
（2020）年12月1日
（火曜日）
〜令和3
（2021）年2月9日
（火曜日）
・受 験 料：初級2,600円（中学生以下1,600円）、中級3,600円、上級5,700円
※団体受験の料金は受験要項をご確認ください。

【受験要項】

【チラシダウンロード】

関連サイト

※今回は例年と
実施方法等が
異なります。
受験要項を必
ずご確認くだ
さい。

「福岡検定」公式サイト

「福岡検定」Facebook ページ

「福岡検定」Twitter

﹁オーシャンズ・フクオカ﹂

問合せ先：☎092
（733）5050

（順不同・敬称略）
新たにご入会いただきました。

会費

年間1口 2万円から

イオンクレジットサービス（株）

〒812-0025 福岡市博多区店屋町 8-17 いちご博多明治通りビル 5 階 ☎092-282-0320
クレジットカード国内会員数 2900 万人！イオンクレジットサービス株式会社です。企
業さま向けにイオンカード会員さまの送客プロモーションや、電子マネー WAON や決
済端末導入などの決済ソリューションを手掛けております。

ロングランプランニング（株）TKTS 福岡天神
〒162-0828 東京都新宿区袋町 25 番地 ☎03-6228-1240

ニューヨーク発祥のディスカウントチケットショップ「TKTS」を全国 11 箇所に展開。
福岡では天神観光案内所に出店中。その他、興行チケットのウェブ販売、フリーペーパー
「カンフェティ」の発行、タレントと一緒に行く「カンフェティの旅」なども展開。

めんばーず

ラ・スゥール

〒810-0801 福岡市博多区中洲 3 丁目 2-12 第 3 ラインビル 5F ☎092-282-3555
中洲３丁目婦人部会員の安心して飲める店、中洲で 35 年目！明日の活力の為、癒され
る居心地の良い時間をお過ごし下さい。鉄馬乗りの集まる店。バイクの話で盛り上がり
ますよ。きんしゃ〜い！
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皆様のご入会をお待ちしております

博多織工業組合

〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町 5 番 10 号 ☎092-409-5162
「博多織」は、780 余年の歴史と伝統を受継ぐ、伝統的工芸品です。博多の商人が中国
から持ち帰った技法がルーツとされ、先人たちが受継いできた技術を未来へ繋げてい
くために産地一丸となって様々な活動に取り組んでいます。

（有）フィールドワーク

〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-1-17 リリーフ大手門 2F ☎092-791-9923

人材・食材・郷土文化等地域資源に根ざした特産品開発を行い、地域の生産者がやる
気を出して自ら取り組む六次産業化の実現に力を注ぐほか、道の駅等の施設施工・運営・
リニューアルアドバイザーやセミナー・勉強会等の講師も行う。

（株）グローバルゲイツ

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目 16-7 友泉日本橋浜町ビル 5F ☎092-518-3629

日本の清掃を世界へ !! を基軸として、500 万人の雇用を創出する事業です。AI･ロボッ
トの代替が困難なベッドメイクにもスピードと綺麗さを追求する客室清掃という職人
を提供致します。

発行・編集／〠８１０・００４１ 福岡市中央区大名２丁目５番 号︵福岡市交通局庁舎４階︶ ☎０９２
︵７３３︶
５０５０
︵公財︶
福岡観光コ ン ベン ション ビューロー
URL https://www.welcome-fukuoka.or.jp 印 刷 ／ 西 日 本 ビ ジネ ス 印 刷 株 式 会 社
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