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愛知・名古屋は日本のほぼ中央に位置し、多くの人々が行き交う交流拠点。

この地理的背景から、信長・秀吉・家康など、数多くの戦国武将を生み出す舞台になりました。　

古くからモノづくりの拠点となり、陶磁器や織物等の伝統産業から

自動車・航空宇宙・ロボットなどの先端産業に至るまで、

多様な産業が集積する日本一のTechnologyの中心地です。

さらに、武家文化を間近に感じられる城郭・博物館、「なごやめし」をはじめとするユニークな食など、

歴史・文化の面においても、独自のTraditionを誇っています。

TechnologyとTraditionの中心地、"Heart of Japan" 愛知・名古屋が皆様をおもてなしいたします。

愛知・名古屋は「武将のふるさと」、
そして「モノづくり王国」。

AICHI・NAGOYA

名古屋城
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愛知・名古屋がMICE開催地に
選ばれる5つの理由。

Why Nagoya?
愛知・名古屋は、豊かな技術・伝統文化や

充実した会議施設、抜群のアクセスなど、

MICE開催地として多彩な魅力を備えています。

これらの魅力を背景に、毎年多数の国際会議が開催されており、

参加者の皆様からも高い評価をいただいています。

ここでは、愛知・名古屋が

MICE開催地に選ばれる5つの理由を説明します。

愛知・名古屋は東京と大阪の間にあって高速道路・鉄道ネットワークの

ハブ機能を担うほか、世界へのゲートウェイである中部国際空港と国内

各地を結ぶ名古屋空港、大型クルーズ船の接岸が可能な埠頭をも備える

国内最大級の交通結節点となっています。中部国際空港から都心には

約３０分で移動できるほか、新幹線を使えば東京から約１００分、新大阪

からは約５０分というアクセスのよさも魅力です。

抜群のアクセス

愛知・名古屋では、数多くの国際会議の開催地となることを通じて、地域

としてのホスピタリティの醸成を進めてまいりました。同時に、名古屋観光

コンベンションビューローでは、会議主催者様が安心して愛知・名古屋で

会議を開催できるよう、充実した支援サービスメニューを用意しております。

また、２０１５年には「愛知・名古屋ＭＩＣＥ推進協議会」を立ち上げ、地域

一丸となった会議主催者様へのサポートの提供をめざしています。

地域をあげてのおもてなし

愛知・名古屋では、２００５年に「自然の叡智」をテーマに愛・地球博を開催

して以来､「生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）」（２０１０年）、

「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議」

（２０１４年）などを誘致してきました。このほかにも、毎年約１５０件程度

の国際会議が愛知・名古屋で開催されており、国際会議開催地として

豊富な経験を誇っています。

安心の実績

愛知・名古屋は日本のほぼ中央に位置し、古代から多くの人々が行き

交う交流拠点となってきました。特に中世以降は、この地理的背景から、

数多くの戦国武将を輩出し、独自の伝統文化を育む舞台にもなりました。

また、名古屋城築城以来の木工技術は現代の世界有数の先端産業の

集積につながっており、工業出荷額において約４０年間一貫して日本一を

誇るなど、愛知・名古屋は技術・伝統文化の一大拠点となっています。

豊かな技術・伝統文化

愛知・名古屋には、質・量ともに十分な会議施設があります。これらの会

議施設は、国際会議にも対応できる充実した設備・収容力を備えつつ、

都心からのアクセスにも優れています。さらに、これら施設は他都市に

比べて使用料が低く抑えられており、経済性の点でも優れています。

我が国を代表するようなコンベンション施設である名古屋国際会議場も

その一つであり、数々の国際会議の開催実績と、国内外の賓客をお迎え

した経験を誇ります。

充実した会議施設

©名古屋港管理組合
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愛知・名古屋は国内外の主要都市をつなぐ中部国際空港（セントレア）を有するほか、

新幹線、高速道路など、日本の交通・経済を支える大動脈が走り、

さらにリニア新幹線の開通も控える交通の要衝です。

中部国際空港から都心までは鉄道で約30分。

会場までの移動もスムーズです。

高速交通ネットワークの結節点

Location & Access

●  
●  

大阪

●  福岡

京都

●  
東京

●  札幌

海外各主要都市からの所要時間

北京

上海

香港

台北

ソウル

バンコク

シンガポール

フランクフルト

ヘルシンキ

デトロイト

約2時間20分

約2時間25分

約4時間5分

約3時間5分

約2時間

約6時間

約6時間

約12時間20分

約10時間20分

約12時間

名
古
屋

約30分セ
ン
ト
レ
ア

〈中部国際空港　国際線直行便　40路線〉
◎アジア／北京・上海（浦東）・常州・成都・大連・福州・広州・貴陽・ハルビン・
合肥・フフホト・蘭州・南通・寧波・青島・瀋陽・石家荘・太原・天津・
武漢・西安・煙台・銀川・重慶・香港・台北・ソウル（仁川）・釜山・マニラ・
セブ・バンコク・ハノイ・ホーチミンシティ・シンガポール

◎太平洋・オセアニア／ホノルル・グアム
◎ヨーロッパ・中東／フランクフルト・ヘルシンキ・アブダビ
◎北米／デトロイト

〈中部国際空港　国内線直行便　18路線〉
◎札幌（千歳）・女満別・旭川・函館・秋田・仙台・新潟・東京（成田）・東京
（羽田）・松山・福岡・大分・宮崎・長崎・熊本・鹿児島・那覇・石垣

〈県営名古屋空港　国内線直行便　9路線〉
◎青森・岩手・山形・新潟・出雲・高知・北九州・福岡・熊本

国内各主要都市からの所要時間

東 京

大 阪

京 都

福 岡

札 幌

約1時間43分

約51分

約35分

約1時間20分

約1時間55分

新幹線

新幹線

新幹線

飛行機

飛行機

名
古
屋約18～30分

約30分

県営名古屋空港
セントレア

セントレア
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Hotels
名古屋マリオットアソシアホテル
ヒルトン名古屋
ウェスティンナゴヤキャッスル
名古屋観光ホテル
名古屋東急ホテル
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
ロワジールホテル豊橋
名鉄犬山ホテル

Convention 
Venue
名古屋国際会議場
ウインクあいち
名古屋能楽堂
ポートメッセなごや
吹上ホール
愛知芸術文化センター
ウィルあいち
セントレアホール
ナゴヤドーム
豊田スタジアム

名古屋港水族館
ガーデンレストラン徳川園
八事山興正寺
リニア鉄道館
トヨタ産業技術記念館
ウェスティンナゴヤキャッスル

・・・・・・・・・・・P.16
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16

・・・・・・・・・・・・・P.17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18

・・・・P.18
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21
・・・・・・・・・・・・・・・・P.22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22
・・・・・・・・・・・・・P.22

至 一宮

至 岐阜 至 犬山 至 犬山 至 中津川 至 高蔵寺

至 瀬戸

至 豊橋至 東京至 豊橋至 内海

至 四日市

名鉄名古屋本線

名鉄小牧線

名鉄瀬
戸線

名鉄河和線

名鉄築港線

名鉄
常滑
線

名鉄知多新線

名鉄空港線

名鉄豊田線

リニモ

名鉄犬山線

JR中央本線

JR東
海
道
新
幹
線

JR東
海
道
本
線

JR関
西本
線

近鉄
名古
屋線

名鉄名古屋本線

城北線

あおなみ線

鶴舞線

上飯田線

東山線

名城線

名港線

ゆと
りー
とラ
イン

桜通線

八田

名古屋港

笠寺

鳴海

豊田市

徳重

八草

神宮前

日比野
西高蔵

市役所

栄生

吹上
名古屋大学

ナゴヤドーム前矢田

小幡緑地

中部国際空港

河和

大高

金城ふ頭

今池

勝川

御器所

新瑞橋

千種

上前津 鶴舞

八事

本山 藤が丘

赤池

伏見

久屋大通

上小田井

丸の内

枇杷島

大曽根平安通

名古屋

県営名古屋空港

地下鉄

鉄道

東山線
鶴舞線
上飯田線

JR東海道新幹線
JR線
名鉄線
近鉄名古屋線

あおなみ線
ゆとりーとライン
リニモ
城北線

名城線
桜通線
名港線

JR東
海
道
新
幹
線
　
至
 東
京

JR東
海
道
本
線

1

ロワジール
ホテル豊橋

豊
橋

名鉄小牧線

至 小牧
至 
名古
屋名鉄

犬山
線

犬山遊園
名鉄犬山ホテル

木曽川

犬山

栄

金山
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愛知・名古屋では、これまでも大規模な国際会議・イベント等が開かれてきました。

多くの参加者、主催者の皆さまにご満足をいただき、その実績をノウハウとして蓄えてきました。

なかでも2005年に開催した21世紀最初の国際博覧会・愛知万博は

規模・期間ともに世界に誇る大イベントで、期間中は国内外から訪れた入場者約2,200万人をお迎えしました。

Results Support

1 2 3誘致のお手伝い 開催準備のお手伝い 開催中のお手伝い

コンベンション施設のご紹介
●名古屋市内にある各種コンベンション施設のご紹介および手配の

お手伝いをします。

宿泊施設（ホテル）のご紹介
●名古屋市内の宿泊施設をご紹介します。

名古屋への視察受け入れ
●会議主催者が会場選定のため、名古屋市内のコンベンション施設、

宿泊施設、観光施設等を視察される場合は、事前に連絡調整をとり

ご案内します。

ビッドペーパー作成の資料提供
●名古屋開催に向けてのビッドペーパー作成に当たり、必要な名古屋

市情報等関係資料を提供します。

●国際会議の誘致に当たり、名古屋市長名及び当ビューロー理事長

名の招請状を手配します。

プレゼンテーション用ツールの提供
●国際会議の誘致活動に必要な、名古屋を紹介するパンフレット、

DVD（英語・中国語・韓国語）、その他関係資料を提供します。

●主要コンベンション施設や観光施設等名古屋PR用写真データを貸

し出します。

コンベンションボランティアなごやの派遣
●主催者の申請に基づき、登録受付の補助や会場案内等を行うボラ

ンティアを派遣します。

観光通訳ガイドの派遣
●国際会議のエクスカーションのバスツアーに観光通訳ガイドを派遣

し、海外参加者の皆様に観光案内を行います。

観光・交通情報等の提供
●観光案内パンフレットや主な観光文化施設の入場割引券を提供します。

●コンベンション会場内にインフォメーションコーナーを設置し、市内の観

光施設の紹介や、交通案内、名古屋グルメ・土産品等をご紹介します。

広報活動のお手伝い

開催準備資金の無利子貸付

国際会議開催助成金の交付
●名古屋市内で開催される国際会議に対し、一定条件の下で開催助

成金を交付します。

コンベンション関連業者のご紹介
●会議企画運営会社、ケータリング、展示、装飾などの会議開催に関わ

る業者をご紹介します。

エクスカーションやレセプション等の
実施企画のご紹介
●エクスカーションや同伴者プログラム、またレセプションでのアトラク

ションなど、名古屋ならではの企画をご提案します。

●市民公開講座などの催物の案内チラシを名古屋市関係機関に配布します。

●当ビューローウェブサイトへ案内を掲載します。

●名古屋市内で開催される一定規模以上のコンベンションに対し、3年

前から開催準備資金を無利子でお貸しします。

●貸付金限度額
　・大型国際コンベンション　　　　　　（限度額）最高500万円
　・国際コンベンション　　　　　　　　（限度額）最高300万円
　・国内コンベンション　　　　　　　　（限度額）最高200万円

多くの方 に々
ご満足いただいた実績

名古屋観光コンベンションビューローの
誘致・開催サポート

開催日

1999

2004

2005

2007

2010

2012

2013

2014

2014

2015

2016

4/18 -4/22

10/18 -10/22

3/25 -9/25

11/18 -11/21

10/18 -10/29

10/9 -10/14

4/10 -4/12

9/14 -9/17

11/10 -11/12

7/27 -8/2

8/7 -8/12

会場名

名古屋国際会議場

ポートメッセなごや

愛・地球博記念公園　等

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

1,600（914）

5,794（1,440）

1,464（912）

7,418（6,922)

1,156（678）

2,433（406）

1,789（1.312）

1,189（493）

ポートメッセなごや
中部国際空港セントレア

開催参加者
（うち外国人数）会議名

太平洋アジア観光協会（PATA）1999年年次総会

ITS世界会議 愛知・名古屋2004

愛・地球博（愛知万博）

生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

第12回国際肩肘関節外科学会

第20回 ISPCAN 子ども虐待防止世界会議 名古屋

第18回 結晶成長国際会議（ICCGE-18）

第12回アジア・オーストレイシアン脳神経外科学会
第13回世界脳神経外科連盟中間会議

2012年国際航空宇宙展
（ジャパンエアロスペース2012/JA2012）

22,049,544
（121ヶ国・4国際機関）

141,131
（32ヶ国・地域）

1,091
（153ヶ国・地域）

国際第四紀学連合第19回大会
（INQUA Congress 2015）

持続可能な開発のための教育（ESD）に関する
ユネスコ世界会議

主な国際会議・大会等 開催実績

開催日

1995

1995

1997

2003

2006

2008

2011

2012

2012

2015

2016

4/4 -4/6

4/7 -4/9

4/17 -4/20

10/29 -10/31

3/24 -3/26

11/7 -11/9

9/29 -10/2

5/27 -5/29

9/12 -9/14

4/16 -4/18

10/9 -10/10

会場名

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場 等

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場 等

名古屋市中小企業振興会館

名古屋大学

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場

14,000

29,000

12,000

12,000

14,723

11,000

15,000

15,100

10,000

12,000

10,000

名古屋国際会議場、
ナゴヤドーム 等

開催参加者会議名

第92回日本内科学会総会

第24回日本医学会総会

平成15年度全国産業安全衛生大会

第70回日本循環器学会総会学術集会

「エンジン01文化戦略会議」オープンカレッジ

日本青年会議所第60回全国会員大会名古屋大会

日本鋳造工学会第160回全国講演大会&技術展示会

2012年度日本建築学会大会

第115回日本外科学会定期学術集会

第49回日本薬剤師会学術大会

名古屋国際会議場、
名古屋能楽堂

レインボーホール、
名古屋市中小企業振興会館 等

主な全国会議・大会等 開催実績

1997年日本消化器関連学会週間
（DDW-JAPAN 1997）

出典：JNTO「国際会議統計」の推移2015より
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経済的でアクセス良好な
コンベンション施設
会場施設の快適性、宿泊施設からのアクセスに加え、愛知・名古屋のコンベンション施設は経済性においても優れています。

さらに国際会議にも対応できる収容力や設備の充実も魅力のひとつ。

抜群のコストパフォーマンスと充実のサポートが、愛知・名古屋でのMICE開催を後押しします。

Convention Venue

名古屋国際会議場

名古屋国際会議場
〒456-0036　名古屋市熱田区熱田西町1番1号　TEL.052-683-7711
中部圏最大の複合コンベンション施設。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

センチュリーホール － 3,012 － － －

イベントホール 828 1,200 900 1,920

白鳥ホール 720

1,480

1,280 800 756 1,250

レセプションホール 450 720 450 384 670

会議室 18～252

1

1

1

1

25 126～420 － － 195～260

（固定席）

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
〒450-0002　名古屋市中村区名駅4丁目4-38　TEL.052-571-6131
ホール・展示場・会議室が揃った、名古屋最新の複合施設。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

大ホール － － － －

小ホール 150

801
（固定席）

300 150 約70 230

会議室 36～171 － － － －

展示室 －

1

2

49

3
（最大15区画） － － － 1,040～1,100

（97～494）
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Convention Venue

吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
〒464-0856　名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　TEL.052-735-2111
市の中心部に近く交通の便が良い。

愛知芸術文化センター
〒461-8525　名古屋市東区東桜一丁目13番2号　TEL.052-971-5511
本格的な大劇場とコンサートホール、複数のアートスペース。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

大ホール － － － －

コンサートホール －

1,900～2,500
（固定席）

1,800
（固定席） － － －

小ホール － 330 － － －

アートスペース 14～180

1

1

1

8
（最大9区画） ～280 － － 120～150

（展示用3部屋）

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
〒455-0848　名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地　TEL.052-398-1771
低廉な使用料と良好な交通アクセス。

名古屋能楽堂
〒460-0001　名古屋市中区三の丸一丁目１番１号　TEL.052-231-0088
国内最大級の能楽堂。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

能舞台 －1 － － －

会議室 99 － － － －1

630
（固定席）

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）
－第１展示館 － － － 13,8701
－第2展示館 － － － 6,5761
－第3展示館 － － － 13,5001
750イベントホール 350 1,000 － 7251
500会議ホール 300 700 － －1
－会議室 30～108 － － －7

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）
430（固定席）メインホール － － － －1
100～200展望ホール 100～200 250 － 4251（最大2区画）
－吹上ホール － － － 5,3271
－会議室 16～144 － － －10
－第1ファッション展示場 － － － 1,8381（最大2区画）
－第2ファッション展示場 － － － 9151（最大2区画）
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Convention Venue

固定席242
移動席  ８８

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ウィルホール － － － －

大会議室 252

800
（固定席）

360 － 252 389

会議室 15～63 － － 15～63 21～123

セミナールーム 27～54

1

1

8

6 － － 27～54 47～97

ウィルあいち（愛知県女性総合センター）
〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町１番地　TEL.052-962-2511
ホールから各種会議室まで幅広い施設と機能を完備。

セントレアホール
〒479-8701　常滑市セントレア1-1 第2セントレアビル4F　TEL.0569-38-7227
空港施設でのコンベンションを可能にするホール。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ホール 約200 － 340

ホワイエ －

－
330

－ － － 1531

1

ナゴヤドーム
〒461-0047　名古屋市東区大幸南一丁目１番１号　TEL.052-719-2121（代表）
市内最大級の全天候型多目的イベントスペース。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ナゴヤドーム － － － 13,200

フレックスルーム 60

36,700

－ － 60 1571

1

豊田スタジアム
〒471-0016　豊田市千石町7丁目2番地　TEL.0565-87-5200
夢と感動の交流拠点。ひとの夢とともに成長するスタジアム。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

スタジアム 40 100 －7 －
45,000
うち可動席
2,438

※ホールとホワイエの一体利用も可 ※同時通訳ブース 4ブースあり

※ピッチ（グランド）の貸出しは原則行っておりません。

※写真は2016年のものです。
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充実のおもてなしを提供する
宿泊施設
製造業が盛んな愛知・名古屋は、日頃から海外のお客様をおもてなしする世界基準のホテルが多くあります。

さらに主要な宿泊施設のほとんどがコンベンションエリアに位置し、アフターコンベンションへのアクセスも抜群。

参加者の思い出に残る愛知・名古屋の滞在が実現します。

Hotels

16AICHI・NAGOYA Meeting Planners Guide

名古屋マリオットアソシアホテル
〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4　　TEL.052-584-1111（代表）
名古屋駅の真上というこのうえない立地。

ヒルトン名古屋
〒460-0008　名古屋市中区栄1-3-3　TEL.052-212-1111
名古屋の中心に位置するインターナショナルブランドのホテル。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

扇の間 200～800 350～1,000 270～700 427～9711
（最大2区画）

1
（最大2区画）

1
（最大2区画）

1
（最大2区画）

桐の間 18～36 － － 36～72

竹の間 130～300 120～300 100～250 197～450

桜の間 70～130 60～120 50～100 95～197

梅の間他 18～50 50

500～1,200

30～66

250～520

100～230

24～75 35 50～746

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席

タワーズボールルーム 270～900 350～1,500 240～900 400～1,200

アイリス 160～340

460～1,500

220～520 150～400 120～280 230/460

アゼリア他 90～250 150～460 120～350 80～220 170～420

シリウス他 35～95

1
（分割可）

4

3

1
（分割可）

60～150 50～120 40～95 110～215

※ダブル443室／ツイン314室／和室＆スイート17室 ※ツイン203室／ダブル242室／スイート16室

写真提供：名古屋テレビ塔
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Hotels

ウェスティンナゴヤキャッスル
〒451-8551　名古屋市西区樋の口町3番19号　TEL.052-521-2121
名古屋城を正面に望む、絶好のロケーション。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

天守の間 700～1,500 1,400～3,000 650～1,400 1,000～2,000

青雲の間 300～700

1,400～2,900

550～1,250 400～1,000 250～600 396～793

銀の間他 10～180 20～270 15～160 10～120 34～257

ル・パレ他 －

7

1
（最大2区画）

2

1
（最大2区画）

－ 40～160 30～120 120～265

※シングル53室／ツイン81室／ダブル54室／スイート7室

名古屋観光ホテル
〒460-8608　名古屋市中区錦一丁目19-30　TEL.052-231-7711
最大1,000名をお迎えできる大宴会場あり。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席

那古 250～700 200～1,000 180～570 432～1,146

曙 100～350

400～1,200

200～700 100～500 90～230 274～706

桂 140 200 100 90 264

伊吹他 12～7013
（最大16区画）

1
（最大4区画）

1
（最大2区画）

1

20～100 25～80 8～50 47～152

※シングル101室／ツイン144室／ダブル117室／スイート7室

名古屋東急ホテル
〒460-0008　名古屋市中区栄4丁目6番8号　TEL.052-251-2411
名古屋の中心、栄に位置するおもてなしの迎賓館。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ヴェルサイユ 200～800 250～2,000 200～1,000 330～1,320440～1,9801
（最大4区画）

錦他 24～250 30～300 25～200 60～40850～480

特別室 － － 12 85－1

9

※シングル316室／ツイン182室／ダブル50室／スイート14室／和室2室

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
〒460-0023　名古屋市中区金山町一丁目1番1号 　TEL.052-683-4111（代）
246室すべての客室からのすばらしい眺望。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ザ・グランコート 120～550 120～600 100～450 230～7491
（最大3区画）

1
（最大2区画）

1

3

ローズルーム 126～300 120～250 90～210 240～493

クリスタルルーム 180 250 160 391

しらさぎ他 － 30 20 －

とき他 27 40

240～900

250～540

350

30

50 30 －4

※ツイン105室／ダブル132室／スイート7室／和洋室2室
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鵜飼は鵜匠が鵜を訓練し、川魚を捕らせる古代漁法です。ライトアップされた国宝犬山城を背景に、1300年
もの伝統を誇る、幻想的な歴史絵巻が目の前でくり広げられます。

木曽川うかい

Hotels

火柱が噴きあげる筒を揚げ手が数十秒間脇に抱え、火の粉を浴びながら花火を上げ続ける勇壮な煙火で、全国的に
も最も古い歴史を持つ花火ともいわれています。

手筒花火

その土地ならではの伝統に出会う、
名古屋郊外でのコンベンション
東三河地区の中心都市で全国トップクラスの農業産出額を誇る豊橋市。

城下町として栄え、国宝犬山城や1300年の歴史を持つ鵜飼が楽しめる犬山市。

名古屋市の近郊にもMICE開催にぴったりの魅力的で個性的な街が多く存在しています。

ロワジールホテル豊橋
〒441-8061　豊橋市藤沢町141　TEL.0532-48-3131
東三河湾を一望するランドマークタワー。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール シアター 立食 着席（長机）

ホリデイ・ホール 1,200 1,500 1,000 1,5311
（4分割可）

3

1

13

小宴会場 70～120 80～150 60～120 127～250

和室宴会場 － － 48 82

会議・ミーティングルーム 24～90 － － 48～144

スカイバンケットルーム － 80・180

2,000

100～200

－

30～70

－ 60・140 161・2782

※シングル96室／ツイン256室／スイート24室／和室3室

名鉄犬山ホテル
〒484-0082　犬山市犬山北古券107-1　TEL.0568-61-2211
二つの国宝をのぞむ伝統あるホテル。

会議（人） レセプション（人）
展示（m2）部屋数会場名

スクール 立食 着席（長机）

彩雲（さいうん） 500 300～800 200～400 8281
（最大2区画）

1

1

6

シャトー 200 200 150 336

聚楽 100 150 100 247

和室宴会場 － － 10～110 21～110畳

洋室宴会場 100 － 8～80 30～1705

※シングル9室／ダブル2室／ツイン78室／スイート1室／和室29室
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この土地ならではのMICEが開催できる、
ユニークベニュー
「武将のふるさと」 「モノづくり王国」 愛知・名古屋には、個性豊かな施設があります。

トヨタのルーツがわかる博物館、徳川家康ゆかりの日本庭園、JRリニアの博物館…。

愛知・名古屋の魅力が存分に味わえるユニークベニューなら、来場者に喜ばれる特別なMICEを実施できます。

Unique Venue

21 名古屋港水族館

八事山興正寺

ウェスティンナゴヤキャッスル　11Fレストラン「クラウン」トヨタ産業技術記念館

ガーデンレストラン徳川園

リニア・鉄道館
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愛知・名古屋らしさを
凝縮したアトラクション。
愛知・名古屋らしさを全面に出したMICEを実現したいとお考えの方におすすめしたいのが、「アトラクション」のご利用です。

全国の武将隊に先駆けて発足し、名古屋観光のPRを担う「名古屋おもてなし武将隊」はその代表格。

三英傑のふるさとならではのアトラクションです。その他にもさまざまなメニューをご用意しています。

Attraction

クラウン
パントマイムやジャグリングなどで見る人を楽しませるクラウン（道化師）。海外でも活躍する彼らが、MICEの会場に笑顔を届けます。

徳川家康と服部半蔵忍者隊
戦国時代の忍者・服部半蔵を中心とした7人の忍者集団。忍術をモチーフにしたアクロバットなパフォーマンスで盛り上げます。

名古屋おもてなし武将隊
愛知県にゆかりのある織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、前田利家、加藤清正、前田慶次の6武将と4名の陣笠隊からなる名古屋観光の
PR部隊。定期的に名古屋城で演武や寸劇などのパフォーマンスをおこない、国内外から訪れる観光客やファンを魅了しています。 24AICHI・NAGOYA Meeting Planners Guide

和太鼓 志多ら
愛知県北設楽郡を拠点に世界中で演奏活動をしているプロの和
太鼓集団です。迫力満点の和太鼓パフォーマンスをお届けします。

名妓連
名古屋の舞妓・芸妓の団体。2009年には54年ぶりとなる熱田神宮
本殿遷座祭でも舞踊を披露しました。



会議後の滞在を充実させる
魅力ある観光スポット
愛知・名古屋には、この地で育まれてきた歴史文化にまつわる観光スポットが充実。

その多彩さも魅力のひとつです。コンベンションの趣向に合わせて、充実したアフターコンベンションを実現できます。

歴史的建造物、博物館などの観光スポットを訪れ、思い出深い旅をお楽しみください。

After Convention

25

徳川美術館と徳川園
徳川園は、御三家筆頭尾張徳川家二代藩主光友が、自らの隠居所として大曽根屋敷を増営した
ことを起源としています。江戸時代の大名屋敷の特徴を取り入れた池泉回遊式庭園は四季を
通じて楽しめます。敷地に隣接する徳川美術館は、国宝を含む尾張徳川家に伝わる大名
道具1万件余りを収蔵しています。（名品コレクション展示室は、約1ヶ月に1度展示替をしています。）

ノリタケの森
陶磁器に関する複合施設。「オールドノリタケ」のミュージアム
や工場見学、お買い物が楽しめます。

トヨタ産業技術記念館
豊田佐吉が明治４４年に織機の研究開発のために創設した
試験工場の場所と建物を利用して建設されました。

熱田神宮
伊勢の神宮に次ぐ由緒ある神社で、三種の神器の一つで
ある草薙神剣をまつり、景行天皇43年（113年）創建と伝え
られています。

大須観音と大須商店街
大須観音は名古屋開府の際、家康により美濃から現在の場所
に移された寺です。大須商店街は下町の活気が感じられる古くか
らの商店街で、老若男女を問わず世界中から人が訪れています。

名古屋城・本丸御殿
1612年に徳川家康の子義直の居城として築城。戦災で焼失しましたが1959年に大天守閣と小天守閣が再建され、大天守閣は
重要文化財の障壁画・歴史資料を展示しています。現在、本丸御殿の復元工事を進めており2018年にはすべて完成予定です。 26AICHI・NAGOYA Meeting Planners Guide
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国宝犬山城
織田信長の叔父信康により築かれた城。日本最古の国宝天守
からは木曽川、濃尾平野、美濃の山々を一望できます。

半田赤レンガ建物
明治時代にパリ万博で金牌を受賞したカブトビールが、復刻
版で登場。半田赤レンガ建物は国内屈指のレンガ建物です。

MIZKAN MUSEUM（ミツカンミュージアム）
ミツカンの酢づくりの歴史や食文化の魅力にふれ、楽しみ
学べる体験型博物館です。

江戸時代から醸造や繊維など、海運を活かして発展した半田では、総勢31台による山車まつりのほか、半田
運河沿いの蔵の景観、児童文学作家新美南吉の縁の場所など、文化・歴史的な見所がたくさんあります。半 田愛知県の北端に位置し、犬山城と茶室如庵の二つの国宝を持つ歴史ある城下町では、まちあるきに加え毎年、春に

行われる犬山祭や、春から夏に楽しめる木曽川うかいが有名です。犬 山

岡崎城
徳川家康の生誕地として知られ、公園となった敷地内では
当時の遺構も見ることができます。

木曽川うかい
ライトアップされた国宝犬山城を背景に、1300年もの伝統を
誇る、幻想的な歴史絵巻が目の前でくり広げられます。

味噌蔵
豆味噌が熟成される味噌桶や積み上げられた重石など昔から
受け継がれる製法を見学できます。

徳川家康の生誕地である岡崎は、古くから西三河の中心的なまちとして発展してきました。岡崎城を中心とした
城下町では、八丁味噌で有名な味噌蔵や家康ゆかりの神社仏閣、季節の催しが楽しめます。岡 崎

トヨタ博物館（長久手市）
ガソリン自動車誕生から現代までの発達史を世界の車約160
台を中心に展示しています。

ラグーナテンボス（蒲郡市）
海のシルクロードの交易拠点として栄えた港町をモチーフに
した、海のテーマパークです。

白川郷（大野郡白川村）
世界遺産の茅葺屋根集落では合掌造
りの家々を見学。日本の原風景に出会
えます。

飛騨高山
江戸時代の面影を残す古い町並や、
伝統工芸の一刀彫が有名です。

伊勢志摩
戦後初の国立公園として指定され、大
小の島々による美しい景観が楽しめます。

愛知県には歴史、産業、自然など様々な楽しみ方が満載です。世界遺産白川郷や伊勢志摩など、周辺には
世界から注目される観光地があり、愛知を起点にした広域観光が便利です。広域

四季桜（豊田市）
里山を美しく彩る四季桜は春と秋の年に2回、可憐な花を
咲かせ訪れた人を出迎えます。

瀬戸蔵ミュージアム（瀬戸市）
旧尾張瀬戸駅、やきもの工場（モロ）、石炭窯、煙突など昭和のまち
なみをめぐりながら瀬戸焼の歴史と文化にふれることができます。

伊勢

高山
白川郷

愛知

三重

岐阜

半田市

長久手市

豊田市

瀬戸市名古屋市

犬山市

蒲郡市

岡崎市

志摩

After Convention
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香嵐渓もみじまつり
県内有数のもみじの名所・香嵐渓では、期間中ライトアップを
実施。真っ赤に色づいた葉がライトに照らされ、幻想的に浮か
び上がります。

名古屋まつり
メインとなる豪華絢爛な行列では、三英傑が総勢約600人の
姫や家来を従えて行進。歴史と伝統に彩られた名古屋最大級
の秋まつりです。

犬山祭《ユネスコ無形文化遺産》
昼間は3層の「車山」がからくり人形を披露。夜はそれぞれの車
山に365個もの提灯がともされ、桜並木の中を練り歩きます。

世界コスプレサミット
世界各国で開催される代表選考会を勝ち抜いたコスプレイヤー
が名古屋に集結。個性あふれる熱いパフォーマンスで、No.1を競
い合います。

にっぽんど真ん中祭り
真夏の名古屋を舞台に繰り広げられる日本最大級の祭りの
祭典。国内外から約200チームが集結し、地域色豊かな踊りを
披露します。

江南 藤まつり
万葉集でも詠まれた藤は桜と並び、日本を代表する花。尾張
の古刹・曼陀羅寺の隣で約60本の藤を楽しめます。

国府宮はだか祭
1200年以上の歴史を持つ国府宮神社の神事です。見所は神男（しんおとこ）に触れて厄落とし
をしようとする数千人の裸男たちの壮絶なもみ合い。神男が境内の儺追殿（なおいでん）に到着
するまでの約1時間続きます。約4トンの巨大鏡餅を奉納することでも有名です。

尾張津島天王祭《ユネスコ無形文化遺産》
500年以上の歴史を持つ日本三大川まつりのひとつ。宵祭では半球形のまきわらに365個の提灯を
まとった船が天王川を悠々と下ります。

Spring Summer

Autumn

Winter

Season Event
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