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ひろしまドリミネーション 2018 開催 11 月 17 日（土）～ 2019 年 1 月 3 日（木）
「おとぎの国」をテーマに、140 万球の LED の光で平和大通りや市内中
心部にメルヘンの世界を作り出す「ひろしまドリミネーション 2018」を、
11 月 17 日（土）から 48 日間にわたって開催します。
今年は昨年ご好評をいただいた「水の国」、
「太陽の国」のエリアがバー
ジョンアップして再登場。さらに、広島ならではのオブジェを配置した
広島を盛り上げる「HIROSHIMA」エリアも新たに登場します。お誘いあ
わせの上、ぜひお越しください。
開催初日の 11 月 17 日には、17 時からの広島観光親善大使、広島市消
防音楽隊による本通りのパレードに続いて、17 時 50 分から平和大通り
の広島クリスタルプラザ前で点灯式を行います。
（観光振興部）

『ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2018』『VISIT JAPAN トラベル＆ MICE マート 2018』に出展
世界最大級の旅の祭典『ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2018』が 9 月 20
日（木）から 23 日（日）まで、東京ビッグサイトにおいて開催され、日
本を含む世界 136 の国と地域から、1.441 の企業・団体が出展し、期間中
207,352 人の来場者がありました。
当ビューローは、この祭典に（一社）広島県観光連盟、広島・宮島・岩
国地方観光連絡協議会と共同で『ひろしま』ブースとして出展し、国内外
の旅行会社との商談会をはじめ、一般来場者に向けたＰＲを実施しました。
期間中、クイズ大会、抽選会のほか、広島観光親善大使や呉市の公式キャ
ラクター『呉氏』等による観光ＰＲも行い、来場者が途絶えることがあり にぎわう「ひろしま」ブース
ませんでした。
また、併催された『VISIT JAPAN トラベル＆ MICE マート 2018』には、
海外のバイヤー 353 社（32 の国と地域）
、メディア 21 社（18 の国と地域）
の参加があり、当ビューロでは 14 社（6 カ国）の海外バイヤーと商談を行
いました。観光情報はもちろん交通手段や体験型メニュー等についての具
体的な質問を受けるなど、広島への関心が高いことを実感しました。
今後も、国内外から多くの皆さまに広島を訪れていただけるよう、様々
な機会を捉え、広島のＰＲを行っていきます。

（観光振興部）

「VJTM2018」の様子

「IMEX America 2018」に出展
10 月 16 日 ( 火 ) から 18 日 ( 木 ) までの 3 日間、米国ラスベガスの Sands Expo で
開催された「IMEX America 2018」の Japan ブースに出展し、誘致活動を行いました。
IMEX America は、ドイツ・フランクフルトで開催される IMEX の米国版として
2011 年から毎年開催されている MICE トレードショーで、当ビューローは第 1 回か
ら出展し、主として米国内に本拠を置くバイヤー（会議主催者等の MICE 関係者）と
商談を行っています。
第 8 回となる今年の参加者数は過去最大となり、ホステッドバイヤー約 3,300 人を
含め、約 13,000 人が来場されました。商談件数は昨年に引き続き好調で、有望な案
件を含め 30 件の商談を行いましたが、観光地としてだけではなく、MICE 都市・広
島としての知名度が高まっていることを実感しました。また、出展を継続してきたこ
とで、海外のビューローや会議運営会社等と有意義な情報交換を行う機会も数多くありました。
今後も、今回得た案件のフォローアップを行い、国際会議・インセンティブツアーの誘致につなげてまいります。
（コンベンション振興部）

広島城大菊花展 好評開催中
広島の秋の風物詩「広島城大菊花展」が広島城の二の丸・三の丸において
開催され、日々開花していく約 2000 鉢の菊の花々が、訪れる人の心を和ま
せています。毎年異なるテーマで製作される特作花壇は、来年、浅野氏が広
島城に入城して 400 年の節目の年を迎えることから、
「夢の広島城下 華の舞」
をテーマとし、丹精込めて作られたたくさんの菊の花が、美しい広島城下を
彩る風景となっています。11 月 11 日（日）までの 10 時から 16 時 30 分
まで（最終日は 16 時まで）開催しています。11 月に入り見ごろを迎えた菊
の花々が、広島城二の丸・三の丸で皆様をお待ちしています。 （観光振興部）

広島国際映画祭

～おかげさまで 10 周年です～

会期

11 月 23 日（金・祝）
、24 日 ( 土 )、25 日 ( 日 )

会場

NTT クレドホール ( 基町クレドパセーラ 11F)、広島市映像文化ライブラリー、横川シネマ

広島フィルム・コミッションの誘致・支援 3 作品が上映されるほか、インバウンドのけん引役となったタイ映画
の監督もお迎えしています。ゲストの皆様に広島を楽しんでいただき、次回はロケでお越しいただきたいと、広島フィ
ルム・コミッションでは誘致に取り組んでいます。映画を見てゲストと触れ合い、一緒に盛り上げていただきますよ
う、ご協力をお願いします。詳細は HP（http:///hiff.jp）でご覧ください。
―誘致・支援作品―
〇「鯉のはなシアター」 ( 監督 : 時川英之

94 分 )

今年の「ヒロシマ平和映画賞」受賞 ! トークには徳井義実さん ( チュートリアル ) が登壇。
〇ドイツアニメーション映画「OBON」 ( 監督 :Andre Hörman, Anna Samo

15 分 )

2012 年から被爆者の取材を基に制作。ヒロシマを伝える素晴らしい作品となっています。
〇メキシコドキュメンタリー映画「三つの滝の流れる広島」( 監督 :Mauricio Novelo Jarque60 分 )
メキシコのグアナファト国際映画祭 2016 で誘致し、広島で撮影されたドキュメンタリー映画。広島が海外の
目線でどのように描かれているのかご覧ください。
―タイ映画「タイムライン」( 監督 : ノンスィー・ニミブット )―
昨年のプサン国際映画祭で監督へアプローチし、審査員としての招へいが叶いました。佐賀へのタイからの観
光客を急増させた映画「タイムライン」を上映しますので、観光関係者はぜひご覧ください。 （観光振興部）

ーナー

賛助会員 PR コ

「食」の観光キャンペーン「廣島食の陣 瀬戸内かき海鮮食堂」開催
広島「食」の観光キャンペーン実行委員会

今年も広島・山口の海鮮自慢の 85 店舗が「瀬戸内かき海鮮食堂」
としてお得な限定メニューを提供します。500 円のテイクアウトか
ら 3,000 円のしっかりディナーまで、5 種類の定額メニューをご用意
しており、地元のかき海鮮を気軽に楽しめます！また、パンフレッ
トにはお得なクーポンや、素敵な賞品が当たるカードラリー、各地
の観光スポットと組み合わせたモデルコースも掲載。パンフレット
は、広島駅などにある観光案内所や宿泊施設等で入手できます。キャ
ンペーン期間は、11 月から来年 2 月末まで。詳しくは「広島 食の陣」で検索！
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