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開催期間

５月３・４・５日

会

平和記念公園

場

広島国際会議場フェニックスホールほか
公式ホームページ

https://www.hiroshima-ﬀ.com

写真は昨年の様子

今年のひろしまフラワーフェスティバルは、平和記念公園での花の展開や広島国際会議場フェニックスホール等でのステージイベント
を行います。また、45周年企画として、数多くの思い出が詰まった平和大通りでのモニュメントや花の展示を行うとともに、商店街
等と協力してスタンプラリーを実施し、市内中心部一帯をＦＦの会場と見立てて回遊しながら楽しめるイベントとします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては中止、内容の変更となる場合があります。
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「令和４年度事業計画」を決定しましたので主な事業をご紹介します
広島観光コンベンションビューローは、グローバルMICE都市にふさわしいMICEの振興及びインバウンドを中心とする観光
の振興に係る施策をより積極的かつ機動的に推進しています。令和4年度においては、国内外の感染状況やインバウンドの
状況を注視しながら、国内観光やMICE需要に迅速かつ的確に対応するとともに、本格的なインバウンドやMICEの回復に備
えた持続可能な取組を、当ビューローが持つ強みや独自性を活かしながら、安全・安心を念頭に積極的かつ機動的に推進し
てまいります。

■ MICE振興事業
広島ならではの魅力を生かしたMICE誘致を実現し、MICEにおける広島の存在感を確立するため、国際会議及び大

規模な国内会議をメインターゲットに設定し、積極的に誘致・支援事業に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、MICEを取り巻く環境が大きく変化し、オンライン化など新たな会議

スタイルも普及している中、アフターコロナを見据えた本格的なMICEの再開に向けて、セールスプロモーションの強化
や誘致・開催を支援するプログラムの充実・強化に取り組みます。

主な事業のご紹介
MICEの誘致・支援
学術会議等の開催に係る各種支援を行います。さらに、今年度から新たに、会議主催者が行うロビー活動などの誘致活
動への助成、会議開催の際に実施されるエクスカー
ションへの助成、託児サービスへの助成を始めまし
た。詳細はホームページをご
覧ください。
※一 部の支 援には参加者 数 等
一定の条件があります。

マスク提供と検温装置の貸出し

MICE専門見本市への出展
従来のMICE専門見本市に加え、新たに
インセンティブ商談会（台北）に出展する
ことにより国際会議やインセンティブ旅行
の誘致活動を行います。

パンフレットの提供

伝統芸能の提供

テクニカルビジット、ユニークべニューの開発・運用
MICEの参加者を対象に、地元企業などの産業技術や研究の実地視察・
交流を行う「テクニカルビジット」や、歴史的建造物や文化施設などの地
域資源を活用した「ユニークべニュー」の開発・運用を行います。

テクニカルビジット（株式会社熊平製作所） ユニークべニュー（宮島弥山 大本山 大聖院）

令和４年度主なイベントカレンダー
2022年

５月３日～５日
5月31日～ 6月2日
７月16日～９月30日
８月６日

８月～９月

10月11日～13日
10月29日～ 11月13日
11月17日～１月３日
11月

11月

第45回ひろしまフラワーフェスティバル
IMEX 2022（ドイツ・フランクフルト）
広島湾ナイトクルージング
ピースメッセージとうろう流し
浜田市・沖縄市・北広島市への親善訪問
IMEX America 2022（米国・ラスベガス）
広島城大菊花展
ひろしまドリミネーション2022
ツーリズムEXPOジャパン2022（東京）

11月
11月

12月
12月

2023年
１月
２月
３月

2

VISIT JAPAN トラベル＆MICEマート2022（東京）
ジャパン・コンテンツ・ショーケース
（東京国際映画祭関連）
広島国際映画祭
中国・四国地区コンベンション誘致懇談会
（東京）
宮島・広島・岩国・呉・廿日市共催首都圏観光宣伝隊
（東京）

ジャパン・フィルムコミッション全国ロケ地フェア（東京）
国際MICEエキスポ（IME2023）
AIME2023（豪州・メルボルン）
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■ 観光振興事業
「人とのふれあいがもたらす思い出づくりで、世界中に広島ファンをつくる」という目標を掲げ、観光客の誘致や受入態

勢の充実強化に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、引き続き深刻な影響が続く観光業界の復興を支援し地域経済の活性

化を図るためにも、国内観光の需要に迅速かつ的確に対応しつつ、本格的なインバウンドの回復に備えた受入態勢の充
実・強化や国内外の感染状況等を見極めた上での観光客誘致に積極的に取り組みます。

主な事業のご紹介
 島観光プラットフォームの
広
構築・運用

観光プロダクトの開発

観光客の利便性を高め、観光施設等の利
用及び広域周遊を促進し、滞在時間の延長
と消費拡大を図るため、
観光施設等が連携し
て広域周遊における課題解決を図る場となる
「観光プラットフォーム」を新たに構築し、運
用します。

観光客の満足度を上げ、周遊時間や滞在時間の延長を図るため、観光に携
わる人を支援して、魅力ある観光プロダクトを開発します。具体的にはプロダ
クト造成の支援や、海外旅行会社に向けた展示商談会への共同出展、BtoB
サイトの開設やSNSによる告知などを行います。
また、新たに川（デルタ）ブランド化事業として、
「水の都ひろしま」を訴求す
る川の交通の観光資源化を図っていきます。
さらに、観光関連事業者の交流の場として「インバウンド事業道場」を運営
し、ネットワーキングや共同事業の創出を促進します。

フィルム・コミッション事業の運営
広島での映画、テレビドラマ等の
ロケ撮影の誘致・支援を行います。
広島フィルム・コミッションがロケ撮影を誘致・支援
した映画として、特集（７ページに掲載）している「ドラ
しら いし かず

イブ・マイ・カー」の他、
「 孤狼の血 LEVEL ２」
（白 石 和
や

彌監督）がブルーリボン賞の作品賞や日本アカデミー
賞の最優秀助演男優賞を受賞するなど、これまでの誘
致・支援活動が大きく実を結んでいます。
今後も徹底したコロナ対策を行いながら、映画・テ
レビドラマ等のロケ撮影を支援していきます。

©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

 光親善大使選考・観光宣伝活動、親善
観
訪問の実施
広島市の代表にふさわしい観光親善大使を選考し、
観 光PRを 行 うこ
とにより、広島へ
の 観 光 客 誘 致を
推進します。また、
訪 問 団を 結 成し
て他 都 市 へ 親 善
訪問し、観光PRを
行います。

©2021「孤狼の血 LEVEL2」製作委員会

街のにぎわいづくり
「ひろしまフラワーフェスティバル」等の祭やイベントの実施にお
いて、安全・安心に配慮した取り組みを進めながら、街のにぎわい
づくりを創出します。

広島ドリーム花火 (2021)
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※３月15日現在の情報を掲載しています。大会等が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会HP等をご確認ください。

ライオンズクラブ国際協会336複合地区 第68回年次大会 in 広島

大会議長

福永 栄一

（ライオンズクラブ国際協会336
複合地区ガバナー協議会 議長）

ライオンズクラブは、
様々な地域に密着した奉
仕活動を行っている、
世界に誇る奉仕団体です。
現在、
世界212の国に組織されている国際ボラン
ティアクラブで141万人余の会員を擁する世界最
大の奉仕団体となりました。本年度は「広い心で、
相互理解を。平和宣言都市 広島で！！」を大会
スローガンとし中国・四国地方9県の395クラブ
を代表する約1500名が広島で一堂に会して年次
大会を開催し、
年次報告などを行い奉仕の結束を
高める場とさせていただいております。

開催日

2022年5月22日（日）

会

広島国際会議場

場

問合せ先
ライオンズクラブ国際協会

336複合地区

第68回年次大会事務局
広島市中区立町1-24

有信ビル4階

TEL:082-298-4275 FAX:082-298-4257

第70回全国ろうあ者大会 in 広島

実行委員長

迫田 和昭

（一般社団法人広島県
ろうあ連盟 理事長)

毎年６月に全国から約3000人のろうあ者や
手話関係者等が集い、連盟の運動方針を決める
評議員会、聴覚障害者が抱える課題を学び広め
る研究分科会、演劇祭典・写真コンテスト、作品
展示、バリアフリー展等を行う「全国ろうあ者
大会」を、62年ぶりに広島市で開催します。全
国のろうあ者が一堂に会することにより、その
福祉の増進と社会的地位の向上を図り、あわせ
て一般社会の理解を促進し、ろう児・者のより
良い生活を目指しています。

第23回日本認知症ケア学会大会

開催日

2022年6月9日（木）～ 12日（日）

会

広島県立総合体育館、JMSアステールプラザ、
広島市文化交流会館

場

問合せ先
大会実行委員会事務局
〒734-0007 広島県広島市南区皆実町１丁目6-29
広島県健康福祉センター２階
（一社）広島県ろうあ連盟事務所内
TEL：082-252-0303 FAX：082-252-0309
https://www.deafhs.com/

※この会議は完全WEB開催に変更となりました。

少子高齢化が進み超高齢社会となった日本
で認知症ケアはいかにあるべきかを再度見直
したいと考え、大会テーマを「超高齢社会での
認知症ケアの姿を求めて」といたしました。現
状の適確な把握や最新の情報に触れることで
日々の認知症ケアに明るい光を当てたいと考え
ています。多くの皆さまの参加をお待ちしてお
ります。

開催日
会

場

現地開催：2022年6月18日（土）
・19日（日）
WEB配信：2022年6月18日～ 9月30日
広島国際会議場（ハイブリッド開催）

問合せ先
大会長

安原 耕一郎（医療法人社団常仁会）

日本認知症ケア学会事務センター「第23回大会」係
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル
TEL：03-5206-7431

E-mail：d-care@nqfm.ftbb.net

第23回大会HP：https://ninchisyoucare.com/taikai/23kai/index.html

URL http://www.hirokoshi.co.jp
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第84回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会/第23回耳鼻咽喉科手術支援システム・ナビ研究会

会長

竹野 幸夫

（広島大学大学院耳鼻咽喉科学・
頭頸部外科学 教授）

耳鼻咽喉科臨床学会は、1926年（大正15年）
に第１回大会が開催された歴史ある学会として、
長年、
耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学の学術発展
に寄与してまいりました。開催テーマはワクチン
接種効果と治療法の進歩により新型コロナウイル
ス感染状況も落ち着いているとの希望もこめ、
「耳
鼻咽喉科学・頭頸部外科学の明日を拓く」
としま
した。耳鼻咽喉科学の新たな領域を切り開くべく、
様々な企画セッションをご用意しております。多
くの皆様のご参加をお待ち申し上げています。

開催日

2022年7月8日（金）～ 10日（日）

会

広島国際会議場

場

問合せ先
第84回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会/第23回耳
鼻咽喉科手術支援システム・ナビ研究会 運営事務局
〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-101株式会社学会サービス
TEL：03-3496-6950 FAX：03-3496-2150
URL：https://gakkai.co.jp/porl84/
https://gakkai.co.jp/navi23/

第58回日本眼感染症学会（「フォーサム2022せとうち」として他３学会と合同開催）

会長

近間 泰一郎

（広島大学大学院視覚病態学准教授・病
院診療教授、日本眼感染症学会理事）

眼科領域の感染症についての最新情報の提
供や教育を主たる目的とする日本眼感染症学会
の今年の総会は、
日本眼炎症学会、
日本コンタク
トレンズ学会、
日本涙道・涙液学会の３学会と合
同で「フォーサム2022せとうち」
として広島で開
催いたします。テーマは『
「知」
つながるアカデミ
ア』
です。COVID-19の眼合併症の興味深い報
告も増えてきています。各学会長としっかり連
携し、
フォーサムで行う意義が伝わる魅力的な学
会にしたいと思います。

開催日

2022年7月8日（金）～ 10日（日）

会

リーガロイヤルホテル広島
NTTクレドホール

場

問合せ先
「フォーサム2022せとうち」運営事務局
〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-13
株式会社コングレ内
E-mail：fs2022@congre.co.jp

25th IUPAC International Conference on Physical Organic Chemistry（ICPOC 25）

実行委員長

安倍 学

（広島大学大学院理学研究科 教
授、学術・社会連携室 理事）

ICPOCは、1972年の第１回目の開催以来、
物
理有機化学分野の研究において国際的に指導
的な役割を果たしています。今回のICPOC25
は40年ぶりの日本での開催となり、
人類が直面
している資源の枯渇、
エネルギー問題の解決に
つながる光化学、
反応化学、
合成化学、
理論化学、
超分子化学分野において世界を先導する研究
者が一堂に会し、
世界の調和的発展に資する化
学技術を議論します。

開催日

2022年7月10日（日）～ 15日（金）

会

広島市文化交流会館（ハイブリッド開催）

場

問合せ先
ICPOC実行委員会
〒739-8511 東広島市鏡山一丁目３番１号
広島大学大学院理学研究科化学専攻
E-mail:mabechem@icpoc25.jp
学会専用ウェブサイト（英語のみ）：https://icpoc25.jp/

賛助会員募集中
年会費：1 口 1 万 5 千円から
※詳しくは企画総務部にお問い合わせください。
賛助会員の特典
＊お客さまからの問い合わせなどに対して、会員様のご紹介をします。
＊賛助会員交流会などで、業種を超えた相互の交流ができ、ビジネス
チャンスが広がります。
＊会員様の優良従業員に対して表彰を行います。
＊(３口以上の会員様対象 ) 一般に公開していない MICE の開催予定
情報をいち早くお届けします。
問合せ先 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

企画総務部
TEL：082-554-1861 E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
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第33回日本整形外科超音波学会
整形外科といえばレントゲンというイメージが
ありますが、実は骨だけみてもわからない病態が
たくさんあります。診察室で行える超音波検査で
は、レントゲンで見えない軟部組織が見えます。
見えるからわかる、わかるからできる、が合言葉の
超音波検査は、いまや整形外科診療で欠かせない
ツールです。今回の日本整形外科超音波学会では、
初学者から上級者まで、様々な分野のみなさんが
楽しく学べるプログラムを用意しました。多くの
皆様のご参加をお待ちしております。

会長

中島 祐子

（広島大学大学院 運動器超音波
医学共同研究講座准教授）

開催日

2022年7月23日（土）・24日（日）

会

広島コンベンションホール

場

問合せ先
第33回日本整形外科超音波学会 運営事務局
〒732-8575 広島市東区二葉の里3-5-4
コンベンションリンケージ
TEL：082-236-8021
E-mail: jasou2022@c-linkage.co.jp

日本人間工学会第63回大会
本大会は、
「人と技術の関係を再考する」をテー
マとして、
人間と最先端の技術との関係およびそ
れぞれの役割を考察し、
人間にとって真に役に立
つ技術の在り方を究明していくきっかけを提供す
ることを目指します。また特別講演では、
IEA会長、
アメリカ人間工学会会長を歴任されたUniversity
of Central FloridaのKarwowski教授にご講演
をいただきます。多くの皆様のご参加をお待ちし
ております。詳細はウェブサイトに掲載しておりま
すので、
そちらも併せてご覧ください。

大会長

村田 厚生

（岡山大学学術研究院
自然科学学域 教授）

開催日

2022年7月30日（土）・31日（日）

会

尾道市役所本庁舎（一般講演）
しまなみ交流館（特別講演）

場

問合せ先
日本人間工学会第63回大会事務局
E-mail: jes-63@ergonomics.jp
大会ウェブサイト:
https://www.ergonomics.jp/conference/2022/index.html

コンベンションカレンダー 2022年５月〜 ７月
名

称

場

2022年度経済地理学会総会及び第69回大会

広島大学東広島キャンパス

ライオンズクラブ国際協会336複合地区
第68回年次大会 in 広島

会

期

国内参加者数（人） 海外参加者数（人）

5月20日～ 22日

300

0

広島国際会議場

5月22日

1,500

0

第120回日本循環器学会中国・四国合同地方会

広島国際会議場

5月28日・29日

800

0

第70回全国ろうあ者大会 in 広島

広島県立総合体育館
JMSアステールプラザ
広島市文化交流会館

6月9日～ 12日

3,000

0

第11回分裂酵母国際会議

JMSアステールプラザ

6月12日～ 17日

190

120

第136回日本医学放射線学会中国・四国地方会
／第56回日本核医学会中国・四国地方会

広島県医師会館

6月17日・18日

200

0

広島国際会議場

6月18日～ 9月30日

1,995

5

★ 第23回日本認知症ケア学会大会

★

会

※この会議は完全WEB開催
に変更となりました。

第128回日本消化器内視鏡学会中国支部例会

広島国際会議場

7月3日

400

0

第84回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会／第23回耳
鼻咽喉科手術支援システム・ナビ研究会

広島国際会議場

7月8日～ 10日

1,200

0

第58回日本眼感染症学会（「フォーサム2022せ
とうち」として他３学会と合同開催）

リーガロイヤルホテル広島
NTTクレドホール

7月8日～ 10日

2,800

0

25th IUPAC International Conference on
Physical Organic Chemistry（ICPOC 25）

広島市文化交流会館

7月10日～ 15日

100

60

第33回日本整形外科超音波学会

広島コンベンションホール

7月23日・24日

800

10

日本人間工学会第63回大会

尾道市役所本庁舎、しまなみ交流館

7月30日・31日

500

0

３月15日現在の情報を掲載しています。
★の会議はハイブリッド形式で開催されます。参加者数はオンライン参加者を含まない現地参加者のみを記載しています。
※コンベンション紹介記事及びコンベンションカレンダーは、当ビューローの基準に基づき掲載しています。大会が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会
HP等をご確認ください。
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広島フィルム・コミッション支援映画「ドライブ・マイ・カー」が
数々の映画賞受賞の快挙！
見どころ盛りだくさん！ロケ地巡りをしてみませんか！
日本映画初 米アカデミー賞作品賞・脚色賞にノミネート！

広島フィルム・コミッションがロケ誘致・支援した映画「ドライブ・マイ・カー」が、昨年
７月、
「カンヌ国際映画祭」で日本映画初の脚本賞等４冠を達成し、本年１月には、
「米アカ
デミー賞」の前哨戦にも位置付けられる「ゴールデン・グローブ賞」で日本映画で62年ぶ
りに非英語映画賞を受賞しました。その後、各種賞レースを席捲しながら、より注目度の
高い世界最高峰の映画賞と称される「米アカデミー賞」で作品賞、監督賞、脚色賞、国際長
編映画賞の４部門にノミネートされました。
なお、
「米アカデミー賞」の最重要の作品賞、脚色賞で日本映画がノミネートされるのは
初の快挙です。
※第45回日本アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞など８部門で最優秀賞を
受賞しました。

広島のロケ撮影を広島フィルム・コミッションが全面サポート
「ドライブ・マイ・カー」は、村上春樹さんの短編小説を原作に、濱口竜介監督自ら脚本
や脚色も手掛け、妻を失った男の喪失と希望を綴った映画です。
広島フィルム・コミッションは映画全体のおおよそ３分の２の撮影が行われた広島での
©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

ロケ撮影を全面的にサポートしたこともあり、昨年11月に行われた「広島国際映画祭」で
は同映画を上映するとともに濱口監督をお招きし、広島フィルム・コミッション担当職員

が同監督とのトークショーを行いました。濱口監督には撮影秘話も多く披露していただき、市民の方々の関心を高めることができたほか、
広島フィルム・コミッションの力をとても大きく評価してくださり、今後に繋がる有意義なイベントとなりました。

映画のシーンを思い出しながらロケ地巡りをしませんか？
広島フィルム・コミッションでは、昨年７月からデジタルロケ地マッ
プを作成、公開しており、３月半ばで65万アクセスに達しています。
赤い車のアイコン

をタップまたはクリックす

ると、ロケ地と撮影されたシーンの説明を見る
ことができます。右のQRコードからアクセス
いただけるほか、広島フィルム・コミッションの
サイトからもリンクしています。デジタルロケ
地マップを片手にお気に入りのシーンのロケ地
を訪ねてみませんか？

デジタルロケ地
マップＱＲコード

「ドライブ・マイ・カー」
デジタルロケ地マップ

地図データ© 2022 Google

パネル展に「真っ赤なサーブ」
の実物大パネルが登場
この映画の各賞受賞の快挙を捉え、ロケ誘致・撮影活動に対する市民の方々
の理解を一層深めていただくとともに、祝賀の意味も込めて広島市中心部にお
いて２月下旬からパネル展を開催しました。このパネル展では、同映画に登場し
た車、
「真っ赤なサーブ」の実物大パネルを展示するなど好評を博しました。
３月下旬に発表される「米アカデミー賞」の受賞も大いに期待（注目）されて
おり、本稿が出る頃には受賞作品も決定していると思いますが、この映画によっ
て広島の魅力が広く発信され、これから、ロケ地探訪などによる市内外からの
観光客が増加し、
広島の活性化につながることを期待しています！

「真っ赤なサーブ」の実物大パネル
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令和3年度

優良従業員表彰

受賞者の皆様のご紹介

当ビューロー賛助会員企業・団体に長年勤務され、観光客への接遇や観光宣伝、ＭＩＣＥ振興に寄与された方々を表彰する「優良従
業員表彰」では、今年度、以下のとおり13社31人の方々が表彰を受けられました。２月４日（金）に開催予定であった表彰式は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から止むなく中止させていただきましたが、受賞者の皆様におかれましては、アフターコロ
ナを見据えた広島の観光・ＭＩＣＥ戦略において欠かせない人材として、今後もより一層ご活躍されますよう祈念申し上げます。

優良従業員表彰受賞者の皆様(50音順、敬称略）
企業・団体名
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
（株式会社ホライズン・ホテルズ広島ホテル事業所）
オタフクソース株式会社
株式会社JR西日本コミュニケーションズ中国支店
つばめ交通株式会社
広交観光株式会社
広島駅弁当株式会社
公益財団法人広島県教育事業団
広島電鉄株式会社
広島バス株式会社

氏 名
小野 伸也
長尾 真也
長谷川寛美
河野 健太
高橋 克弘
中川 陽子
井上 敬子
左近富士子
米田 昌弘
宮前三枝子
木本 雄士
仙谷
剛
政宗 克征
末本 英樹
谷本 一志

企業・団体名

株式会社ホテルグランヴィア広島

株式会社みづま工房

株式会社リーガロイヤルホテル広島

受賞者からのひと言
この度は、名誉ある表彰を頂き、身に余る光栄で
ございます。この表彰を機に尚一層、業務に励み“広
島”をアピールし、観光に訪れる方々に、ご満足頂け
る安全・安心な料理を提供して参ります。

（推薦者の言葉）
コロナ禍、ホテル業界は非常に苦境に立たされておりま
すが、川上は他事業所の経験もあり知識が豊富です。
責任者として調 理 スタッフの育成を始め、アフターコ
ロナを見据えた、お客様にさらにご満足頂ける、料理メ
ニューの考案を行い、さらなる広島の観光事業の発展に
寄与する逸材となってほしい。
（料理長 周戸 一路 様）

株式会社プリンスホテルグランドプリンスホテル広島
料飲部門洋食宴会調理担当

川上

慎二

氏 名
川上 慎二
宗政
豊
井下
諒
加嶋 紀恵
永田 浩一
村上 雅昭
山里 遥香
伊藤 通祐
中間 大介
井上 俊喜
上村 法巨
蒲池はるみ
倉橋
庸
白根 美樹
田嶌 一彦
藤本 健一

株式会社プリンスホテル
グランドプリンスホテル広島

様

新規賛助会員のご紹介
当ビューローの事業活動は、広島のコンベンションや観光の振興に深い関心を持ち、当ビューローの事業活動を積極的に
支援していただける賛助会員の皆様に支えられています。この度新たにご入会いただいた賛助会員企業をご紹介します。
（入会順）
業種

企業・団体名

住所

TEL

業務内容

ホテル・
相鉄フレッサイン広島駅前
旅館

〒732-0823
広島市南区猿猴橋町5-2

082-262-2031

JR広島駅南口より徒歩3分の好立地にワンクラス
上の「快適空間」をご用意。キャッシュレス決済
限定の非接触・非対面ホテルです。

広告業 マインドスケイプス

〒732-0804
広島市南区西蟹屋4-2-5
アーバンビューリバーコート401号

082-546-9555

広告・広報プロモーション全般の企画、立案から
制作・実施までトータルにご提案。小さなご依頼
でも親切丁寧に承ります。

発行・編集

〒730-0011

公益財団法人
公式サイト

広島観光コンベンションビューロー

https://www.hiroshimacvb.jp/

広島から旅を作ろう！
「ひろたびプランナー」https://planner.hiroshima-navi.or.jp/
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広島市中区基町5番44号
広島商工会議所ビル６階
TEL 企画総務部
082-554-1861
MICE推進部
082-554-1862
魅力創造部
082-554-1811～4
FAX 各部共通 082-554-1815

