
一般社団法人
富士山観光交流ビューロー

ＭＩＣＥ主催者の皆様へ
～富士地域が選ばれる理由～



交通アクセス



成田空港 東京駅 新富士駅

ＪＲ東日本
成田エクスプレス

５５分

東海道新幹線

６９分

羽田空港 品川駅 新富士駅

京浜急行線

１３分

東海道新幹線

６１分

中部国際
空港

Ｍｅｉｔｅｔｓｕ
Ｎａｇｏｙａ

Ｓｔａｔｉｏｎ
新富士駅

名古屋
鉄道

２８分

東海道新幹線

４分

名古屋駅

９４分

徒歩 関西国
際空港

新大阪駅 新富士駅
関西空港線

５０分

東海道新幹線

１５８分

成田空港から： 羽田空港から：

中部国際空港（セントレア）： 関西国際空港：

静岡県の中心に位置する富士地域は、東海道新幹線・国道
１号線・東名高速道路など、交通の利便性に優れ、
また富士山の玄関口として、国内外どこからも容易にアク
セスできます。



★富士市の特徴

海抜0メートルから3776メートルの富士山が望めるのは、ここ富士市だけ。
周辺の地域では、工業や農業などを中心に富士山がもたらす自然の恩恵を
受けています。

富士市は、豊富な地下水と森林資源に恵まれ、古くから紙・パルプ産業が
発達し、昭和30～40年代における経済成長とあいまって、工業都市として
発展しました。
トイレットペーパーは生産量日本一を誇ります。
その一方、こうした発展が、同時に水質汚濁、大気汚染、悪臭などの公害
を発生させることになりました。しかし、市民、事業者、市の連携と努力
により、こうした産業型公害を克服してきました。
また、自動車のギアミッション（AT/CVT）製作において世界最大級の企
業であるジヤトコが本社を置いています。

富士山MICEの魅力



富士山麓のおてんとうさまをいっぱい浴びて育った山の幸や、富士山の恵
みを受けた海の幸が豊富で、特に、こだわりの漁法で水揚げされた田子の
浦の生しらすは、新鮮で甘みと食感が最高です。
チームビルディングに最適な「宝永火口トレッキング」、富士山を望む
「ゴルフ場」、富士地域ならではの「産業観光」、
富士山下山仏が祀られている「高砂酒造」
富士山の雪解け水が地層の境から流れ落ちる、高さ20ｍ、幅200ｍにおよ
ぶ日本屈指の名瀑「白糸の滝」
など、海にも山にも近く、富士山の麓で様々な楽しみ方ができる地域とし
て人気が高まっています。



★参加者がパワーと元気を
得られる場所

日本一のパワースポット、スピ
リチュアルスポットである富士
山！
目の前に迫る雄大な富士山は、
そこにいるだけで参加者を元気
にしてくれます。また、参加者
の心に残る大会になることで
しょう。

★穏やかな風土

世界的にも治安の良い国として
有名な日本！
さらに、穏やかな気候は過ごし
やすく、地域の人々は皆さんを
歓迎いたします。



コンベンション施設Ⅰ [ 富士市文化会館ロゼシアター ]

ロゼシアターから見える富士山

大ホールレセプションホール 和室

ロゼシアターの全景 会議室



富士市交流プラザの屋上から
見える富士山

多目的ホールギャラリー & 会議室１ ロビー

富士市交流プラザの全景 会議室 5

コンベンション施設Ⅱ [ 富士市交流プラザ ]



日本一雄大な富士山をすそ野から頂上までダイナミック
にご覧いただける「ロゼシアター」や、日本一の河口幅
の富士川を利用したスポーツコンベンション会場、また
自然に囲まれた研修施設など、富士山を望むコンベン
ション施設が充実しています。



宿泊施設名 ホテルグランド富士 アパホテル富士中央 くれたけイン富士山

特徴

富士駅の近くにあります。
無料送迎バスあり（1泊2食付き・要予約）

大駐車場160台 1泊＠500円より
富士市の中心地、青葉通りに立地

いくつかのお部屋からは
富士山がご覧いただけます。

いくつかのお部屋からは富士山がご覧いた
だけます。 大浴場・富士山の見える露天風呂

完備

インターネット利用可能

館内レストラン有り

１階には24時間営業のコンビニエンスス
トアがあります。

インターネット利用可能

インターネット利用可能

収容人数 42 207 177

部屋数 27 163 134

料金
(シングル) シングル11,350円～ シングル7,000円～ シングル 6,500円～

（朝食無料サービス）

アクセス 東海道線 富士駅北口より
徒歩10分

東海道新幹線 新富士駅より
車で約８分

東海道新幹線 新富士駅より
車で約６分

http://www.fujisan-kkb.jp/stay/detail.html?CN=14206


ユニークベニュー

＊岳南電車株式会社 （貸切電車）
昼間は車窓からの富士山を、夜は工場夜景をお楽しみいただけます。
所要時間：60～120分 収容人数：80人
【受入時間】 昼間 9：00～17：00

夜間 土・日・祝限定



ロゼシアター 「ロゼテラス」 ホテルグランド富士「グラース」
レストランからは、雄大な富士山を眺めることがで
きます。
懇親会やパーティーの際には、富士山の恵みを受け
た地域の食材をふんだんに取り入れたメニューなど、
お客様のご要望に応じて対応いたします。

新鮮な旬の素材と地産地消、さらに健康に配慮した
安全な食材を使い、本来の持ち味を活かした料理
（フレンチ／日本料理）を目指しお客様の心を食を
通じて豊かにすることを目標にお待ちしております。

・東海道新幹線新富士駅より
バスまたは車で約10分 ・JR東海道線富士駅より徒歩10分

http://rose-theatre.jp/ http://www.grandfuji.co.jp/

日本料理 「はせ川」 和楽房「尚奄」
明治38年創業。はせ川の心意気それは時が流れたと
え時代がかわっても人と食との出会いを大切にした
おもてなしの心、伝統的な日本料理、和食の味をご
賞味ください。しゃぶしゃぶやすき焼きもあります。
60名様迄収容できるお座敷、テーブル個室（8名
様・12名様）もご用意しています。

こちらの寿司店は、田子の浦漁協の目の前にあり、
店内からは海と富士山を眺めながら食事をすること
ができます。
地元駿河湾の幸を召し上がっていただきたく、江戸
前仕事を守って皆様をお待ちしております。

・東海道新幹線新富士駅より
車で約15分

・東海道新幹線新富士駅より
車で約8分

http://www.fujihasegawa.com/

レストランのご案内

http://rose-theatre.jp/


エクスカーション
※通訳が必要となります。

＊製紙工場見学
（内容）
・資源・環境保護に対する積極的な取組み
・産業廃棄物を出さない生産技術の開発や資源・
エネルギーの有効利用

・リサイクル紙の製造
・世界最速、国内最大級全長223ｍの紙を抄く機械を見学



＊稲垣家住宅
稲垣家は、全国的に珍しい技法を使用した
建物で、文化元年（1804年）に建築され
た市内で最も古い民家で、かまど体験をす
ることができます。

＊富士山の宝永火口
トレッキング

「富士登山はちょっと無理…」という方や
「富士山の大自然を体感したい！」という富
士登山初心者向けコースの決定版です。
チームビルディングのプログラムとしてもオ
ススメです。
所要時間：90分

エクスカーション
※通訳が必要となります。



＊佐野製茶
富士山の麓で、富士山を眺めながらのお茶摘み体験！
自所で製茶工場を保有している自園自製。
焙じ茶づくり体験や、美味しい日本茶の淹れ方体験は、富士山と茶畑を望むカフェにて丁寧
に指導いたします。

所要時間：60～90分 収容人数：12人

エクスカーション
※通訳が必要となります。



＊富士高砂酒造 酒蔵見学

所要時間：45分 収容人数：40人
http://www.fuji-takasago.com/

エクスカーション
※通訳が必要となります。

http://www.fuji-takasago.com/


＊福泉産業㈱ ～オリジナル味付けぽんず作り体験～
「ぽんず」の商標登録を取っているのがこちら福泉産業さんです。
オランダ語で柑橘類の果汁を意味する「pons（ポンス）」のとおり、静岡特産の橙を
熟しきらない若い果実のうちにしぼった天然果汁を配合。

所要時間：60分 収容人数：50人（要相談）

エクスカーション
※通訳が必要となります。



主な開催実績

・2010年8月22～23日
東海地区学校茶道連絡協議会第29回研修会

・2010年10月16日
第35回保育の日研修会

・2011年11月28～29日
国際観光コンベンションフォーラム2011in富士

・2013年3月2～3日
全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会

・2013年3月2～3日
日本有機農業研究会全国大会・総会



Contact & Support
・コンベンション会場、参加者宿泊施設等の紹介

・展示・装飾・看板、印刷、宿泊・旅行、飲食・弁当、人材派遣等
コンベンション開催に関わる関係業者の紹介

・地元産品の紹介、即売コーナーの出展斡旋や紹介

・観光パンフレットや、コンベンションバック、封筒、貸出用の名札

・歓迎モニュメントの設置

一般社団法人富士山観光交流ビューロー
〒416-0939 静岡県富士市川成島654-10（新富士駅1Ｆ）
☎0545－64－3776
info@fujisan-kkb.jp
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