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新年のごあいさつ

公益財団法人
新潟観光コンベンション協会

理事長 福田　勝之

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。会員の皆様には、日ごろより当協会の活動に
ご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨年は、5月の「G20新潟農業大臣会合」をはじめ、9月には「第34回国民文化祭・にい
がた2019」と「全国障害者芸術・文化祭にいがた大会」、さらに、10月には「新潟県・庄
内エリアデスティネーションキャンペーン 日本海美食旅」といった大きなイベント等
が開催されました。国内外から多くの方が新潟に訪れるなど、新潟をPRする機会に
恵まれ、新潟の魅力を広く発信することができました。また、新潟港には年間14隻も
のクルーズ船が寄港し、様々なおもてなしで本市をアピールしてまいりました。
　海外誘客については、他地域と連携した広域観光ルートの構築を行い、米国・豪州

を対象に重点的に取り組みました。昨年10月には新潟-香港の定期便が初就航したことや、本年3月に新潟空港初
の国際線LCCが新潟-台湾間で定期就航する予定となっていることを契機と捉え、これらの地域も含めセールス活
動を積極的に進めてまいります。
　また、MICE誘致においては、昨年、1000人以上の学会・大会が21件開催されました。本年も大規模学会が
多く予定されていますので、開催支援に力を入れるとともに、ユニークベニューの開発等を行いながら更なる
誘致を進めてまいります。
 さらに、当協会では、新潟市文化・スポーツコミッションと連携しながら「2019オリンピックデーラン新潟大
会」を開催したほか、事前合宿地の誘致活動を行い、新体操ロシアチームに続き、空手フランスチームにも本
市を合宿地に選んでいただくことができました。
　そして、本年は東京2020オリンピック・パラリンピックが開催される年です。これを契機と捉え、海外に本市の魅
力をアピールするとともに、国内の滞在地に選んでいただけるよう努めてまいります。
　結びに、今後も新潟の魅力を一層アピールし、賛助会員並びに関係機関の皆様とともに更なる観光誘客、
MICE誘致に取り組んでまいりますので、今後ともご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、会員
の皆様の益々のご健勝とご繁栄を祈念して、新年のご挨拶といたします。
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2018年2019年（昨年順位）国　　　籍
（単位：人）◆国籍別利用者数（1月～ 12 月） ◆外国人利用者数推移

　当協会が管理・運営する新潟駅万代口観光案内センターの外国人利用者は年々増加しております。国籍別に見てみると
台湾が最も多く、次いでアメリカ、シンガポール、中国、香港と続きます。アジア圏からの多くの方がやってきている
他、定期便の無いアメリカ・オーストラリアの方も多く利用されています。
　なお、外国人利用者の利用目的は市内観光に関するお問い合わせが最も多く、佐渡観光やパンフレット、Wi-Fiに関する
お問い合せも多くあります。
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第68回新潟市観光写真
　　　　コンクールを開催
第68回新潟市観光写真
　　　　コンクールを開催

新潟市の観光振興やイメージアップにつながる魅力ある写真（被写体は新潟市に限る）
【作品例：歴史的建造物、自然風景、花・紅葉、交通、ランドマーク施設、まつり・イベント
など】

〈一般部門〉 
　●従来どおり写真プリントしたもので応募となります。

〈WEB部門（新設）〉 
　●写真デジタルデータでのみ受け付けています。

審査員／羽賀康夫（日本写真家協会会員）／弓納持福夫（日本写真家協会会員）／鈴木孝枝（日本写真家協会会員）／主催者及び協賛各社

募集テーマ

①どなたでも応募できます（プロ・アマ問いません）。
②2018年1月1日以降に新潟市内で撮影された写真に限ります。
③応募点数については、一般部門・WEB部門とも一人5点までを
上限とします。

応募規定 応募部門

応募方法 応募締切

賞
〈一般部門〉
　　●新潟市長賞
　　●新潟商工会議所会頭賞
　　●協賛各賞
　　●入選

1点
1点
6点
20点

（賞金10万円・賞状）
（賞金3万円・賞状）
（協賛賞品・賞状）
（賞品・賞状）

下記、特設サイトをご確認の上、応募してください。
特設サイトURL　https://www.nvcb.or.jp/photocontest/　

令和 2年 2月7日（金）（応募先必着）

〈WEB部門（新設）〉
　●新潟観光コンベンション協会理事長賞
　●新潟観光コンベンション協会賞
　●入選

1点
1点
12点

（賞金3万円・賞状）
（賞金1万円・賞状）
（賞品のみ）

お問い合わせ　（公財）新潟観光コンベンション協会 総務部　TEL025-223-8181

現地の旅行エージェント等を招請したFAM Tourを実施
～米・豪からの更なる誘客に向けて～

当協会では年々増加する海外からのインバウンド誘客事
業を展開しています。その中でも日本への直行便が充実し、
かつ滞在期間が長く大きな経済波及効果が期待できるアメ
リカ、オーストラリア市場からの誘客・プロモーションを
重点的に取り組んでいます。
秋の行楽・紅葉シーズンである昨年の9月から11月にか
けて、米・豪の旅行エージェントのツアー商品造成担当者
から、新潟市にお越しいただき、米どころ新潟市が誇る
「豪農文化」や開港150周年を迎えた「みなとまち文化」を
感じる観光コンテンツ・プログラムを体験いただきました。
参加者からは好評をいただき、それぞれの市場のお客様から十分満足をいただける魅力あるコンテンツであ
るとの評価をいただきました。
特に北方文化博物館・旧齋藤家別邸の歴史的建造物や庭園、酒蔵見学、また古町芸妓の舞は高い評価をい
ただきました。しかしながら、一部の施設やコンテンツによっては、サインを含めた外国語対応が不十分と

のご指摘もいただきました。
FAMTourを実施したことにより、現地のWEBサイトやフ
リーペーパーなどに新潟のコンテンツが掲載されたことに
加え、今年以降の新潟を含めたツアー商品造成に着手した
旅行エージェントもあるなど、すでにその効果も現れてき
ています。
当協会では、今回いただいたご意見を踏まえ、築いたネッ
トワークを活用しながら、更なるセールスやプロモーショ
ンを行い、新潟市への送客・経済効果の拡大に努めていき
ます。
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　昨年、11月11日（月）にシンガポールで開催された「JAPAN MICEセ
ミナー」に参加をし、訪日インセンティブ旅行を取扱う旅行会社や
関連事業者44団体（67名）に対してプレゼンテーションを行うとと
もに、新潟に興味を持つ11団体と具体的な商談を行いました。
　各団体はインセンティブ旅行を実施する企業に対して、ゴールデ
ンルートや北海道・九州・東北などに代わる新しい広域周遊ルート
の情報を求めており、当協会は新潟市に滞在する具体的なモデル
日程を基に効果的な提案をしました。変化する訪日客動向（大都市
圏から地方圏へ）を的確に捉え、今後もインセンティブ旅行の誘致
活動を継続して行い、新潟市内における交流人口の拡大に努めて
まいります。 

　昨年11月に「地方都市コンベンション関連団体合同ワークショップ」、そして12月に「東北地区MICE誘致商談会」
がそれぞれ東京都内にて開催され、当協会は朱鷺メッセ・新潟県の方とともに参加しました。
　当日は、首都圏のコンベンション主催者など各団体に対し、新潟市でのコンベンション開催環境の利点をPRす

るとともに、参加者から情報収
集することができました。今後
も商談会へ積極的に参加し、学
会・大会事務局へ継続的なセー
ルス活動を行い、1件でも多くの
コンベンションを誘致できるよ
う取り組んでまいります。

11/11 多くの団体が集まる新潟ブース

11/27 合同ワークショップでプレゼンを行う 12/12 誘致商談会の様子

コンベンションカレンダー
Convention Calendar

県外参加者のあるもの 2020 年2月    　5月

2020 北東アジア経済発展国際会議（NICE)イン新潟/日露エネルギー・環境対話イン新潟
令和元年度初等教育研究会
2020 後藤杯
第72回済生会学会 令和元年度済生会総会
（公社）日本口腔インプラント学会第39回関東・甲信越支部学術大会
第15回日本医学シミュレーション学会学術集会

第9回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト
第34回日本助産学会学術集会
令和元年度 風間杯第63回全国高等学校選抜レスリング大会
第36回バスケットボールカーニバル
第24回バドミントンフェスティバル新潟大会

複素幾何学とLie群
日本歌謡学会令和二年度春季大会
佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議 令和2年度総会
第62回日本小児神経学会学術集会
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  5（水）～  6（木）
  6（木）～  7（金）
  8（土）～  9（日）
  8（土）～  9（日）
15（土）～16（日）
29（土）～ 3月1（日）

  7（土）～ 8（日）
20（金）～ 22（日）
27（金）～ 29（日）
27（金）～ 31（火）
30（月）～ 31（火）

15（水）～ 17（金）
18（土）
23（木）～ 24（金）
24（金）～ 25（土）

11（月）～15（金）
16（土）～17（日）
23（土）
27（水）～30（土）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
新潟大学教育学部附属新潟小学校
新潟市西川総合体育館
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
新潟市民プラザ、ホテルイタリア軒

新潟県民会館
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
新潟市体育館
新潟市西総合スポーツセンター、新潟市内大学・高校体育館、公共体育施設
新潟市東総合スポーツセンター、新潟市体育館、亀田総合体育館　他新潟市内高校

第74回（社）NPO法人日本口腔科学会学術集会
第34回日本微小脳神経外科解剖研究会
第63回日本手外科学会学術集会
第32回日本ハンドセラピィ学会学術集会
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朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
アートホテル新潟駅前
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
新潟大学駅南キャンパスときめいと
ANAクラウンプラザホテル新潟
朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

開　催　日 コンベンション名称 参加人員 開　催　会　場
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JNTO主催シンガポール「JAPAN MICEセミナー」に出展JNTO主催シンガポール「JAPAN MICEセミナー」に出展

コンベンション誘致合同ワークショップ・東北地区MICE誘致商談会コンベンション誘致合同ワークショップ・東北地区MICE誘致商談会

MICE関連事業

新潟市中央区 新潟駅南口けやき通り
JR新潟駅南口のけやき並木を約26万個のイルミネーションで飾る新潟市の冬の風物詩
イベント。けやき並木が光のトンネルとなり鮮やかに街を彩ります。
点灯時間は 17:00~24:30
NIIGATA 光のページェント実行委員会(新潟市南商工振興会) TEL 025-282-7108
URL:http://niigata-hikari.jp/

2019 NIIGATA 光のページェント 開催中～2020年1月31日（金）
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

新潟市内冬～春の主なイベントスケジュール（2020 年 1月～）

新潟市中央区（古町／万代シテイパーク）、西区（新潟ふるさと村）
毎年冬恒例となった「当日座」。新潟の“うんまいもん”が大集合する食の陣のメインイベ
ントです。今年は「米王国＝米文化＝米の陣」をテーマに約75店舗が出店。開港5港の新
潟、函館、横浜、神戸、長崎から名物グルメも登場します。
にいがた食の陣実行委員会 TEL 025-286-9112 
URL：https://www.shokuno-jin.com/

第 28回 にいがた 冬 食の陣「当日座」  2020年2月8日（土）～9日（日）
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

新潟市中心部の料亭・割烹10店
柳都新潟の名高い料亭、割烹で、新潟古町芸妓の舞を鑑賞しながらの宴「芸妓の舞コー
ス」や丹念に仕上げた旬の味覚を楽しむ「暖簾の味コース」などを開催。美味と新潟の銘
酒を各店それぞれの風情とともにご堪能ください。
新潟三業協同組合 TEL 025-222-2237 
URL:https://furumachi-sangyou.jp/taste/

にいがた 冬 食の陣「ふるまち料亭の味」 開催中～2020年3月31日（火）
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

新潟市中央区 沼垂テラス商店街
昨年行われた「朝市」の冬バージョン。商店街の常設店舗を中心に、あったかい雰囲気を
楽しめるイベントです。朝市同様、通りは歩行者天国になるのでお子さま連れでも安心し
て散策を楽しめます（歩行者天国に伴う交通規制がありますのでご注意ください）。
沼垂テラス商店街 管理事務所（株式会社テラスオフ ィス） TEL 025-384-4010
URL：https://nuttari.jp/

沼垂テラス商店街「冬市」  2020年2月2日（日），3月1日（日）
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

新潟市中央区万代島　【酒蔵会場】朱鷺メッセ ウェーブマーケット／【居酒屋会場】 万代島多目的広場 大かま
新潟地酒が一堂に会するイベントが2日間開催されます。朱鷺メッセ会場へ入場するには
『試飲回数券付き入場券』の購入が必要になりました。大かま会場は未成年者も入場OKで、
初出店の飲食ブースもあります。イス・テーブル席も多数用意されるので、ご家族でゆっくり
お楽しみいただけます。
新潟淡麗にいがた酒の陣実行委員会（新潟県酒造組合） TEL025-229-1218 
URL：http://www.niigata-sake.or.jp/sakenojin/

新潟淡麗 にいがた酒の陣 2020 2020年3月14日（土）～15日（日）
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館　ほか
一流の伝統芸術を「気軽に」「楽しみながら」「学べる」、日本文化の祭典。2020年春、全国
から新潟に集う圧巻のパフォーマンスたちが見る者を魅了します。
チケット先行販売開始：2020年1月18日(土)～販売中
アートミックスジャパン実行委員会　TEL 025-383-6630
URL:http://artmixjapan.com/2020.html

アート・ミックス・ジャパン -ART MIX JAPAN- 2020年4月18日(土)～19日(日)
会　　　場

内　　　容

お問い合せ

●協会が管理するホームページへの掲載及び会員ホーム
　ページのリンク
●セミナー、情報交換会等への優先的な招待
●協会ホームページのバナー広告掲載料の
　割引
●コンベンション開催表、予定表の提供
●協会会報誌の提供（公財）新潟観光コンベンション協会　総務部　TEL.025-223-8181お問い合せ

会員特典

入会金は
ありません

年会費
１口：２万円

賛助会員募集中！
大切な出会いと交流の場を
サポートする仲間に入りませんか


