
一般社団法人

新潟MICE
サポート

MICEビジネスの
プラットホーム

PC
O（
事務
局代
行）

イベント企画・運営、

オーガナイザー、

編集・印刷、

広告代理業　等

会場・旅行・宿泊・輸送

会議・展示場、

コンサートホール、

ホテル・旅館、料亭、

航空、鉄道、船舶、

バス、タクシー 等

テク
ニカ
ルサ
ポー
ト・
マス
コミ

音響、照
明、映

像、オ
ペレーター、

ディレクター、舞
台監督、

通訳者・通訳機器、翻
訳、

テレビ・ラ
ジオ・新聞・

情報誌  等

会場設営・サイン・レンタル・

ケータリング・人材派遣

会場設営・装飾、

サイン・ディスプレイ、

レンタル、弁当、

人材派遣・警備　等

Meeting　企業・団体等の会議
Incentive Travel　企業・団体等の行う報奨・研修旅行
Convention/Conference　国際機関・団体、学会等が行う国際会議など
Exhibition/Event　展示会・見本市、イベント

M I C E  とは の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれる
ビジネスイベントなどの総称です。

新潟県内の学会・コンベンション・展示会サポートは、全てお任せください！
“新潟らしい、地域に根ざした地元企業ならでは”の心のこもったサポートを行います。

新潟に来てよかった！と言っていただけるよう、様々なご提案をいたします。

NIIGATA
MICE

業界がひとつになって、ワンストップサービスを展開！業界がひとつになって、ワンストップサービスを展開！

新潟で
開催して
よかった！

新 潟 で 開 催 し た ら 実 際 ど う な る の ？

と言っていただける地元ならではの対応と、
各業界のスペシャリストが
総合的にサポートします。

新潟でMICEを開催するメリットは？
新潟の誇る「食文化」を、コンベンションの思い出に

エクスカーションでは
各種体験もおすすめ！

ユニークベニューの提案

MICEに必要なアクセスも良好
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• 新潟が誇る新潟県産米と、県内の90余の酒蔵が製造する日本酒
（銘柄の異なるおにぎり食べ比べ、地酒バー・きき酒体験など）

• 郷土料理や、特産品を使用した地元のメニュー、新潟各地の発酵文化
（のっぺ・笹団子・枝豆・へぎそば・越後姫・おけさ柿・ル レクチエ）
• 豊富な海産品の提供 （寿司・刺し身・各種魚料理・海鮮バーベキューなど）

• 酒蔵見学
• おせんべい米菓会社の見学
• 燕・三条地域の金属加工会社の見学
• 温泉が湧く新潟県、日帰り温泉も楽しめる
• 佐渡島で楽しめる島旅（朱鷺・ジオパーク・金銀山ほか）

お問い
合わせ先

〒950-0086　新潟市中央区花園2丁目1-16 三和ビル307
TEL.025-256-8568 　FAX.025-256-8652
Email. sprt@niigata-mice.jp

https://www.niigata-mice.jp/

また新潟に
行きたい！　

上越・北陸新幹線と、新潟空港発着の国際線・国内線によるアクセスの良さと利便性

新潟の豪農の館を活用した、伝統的な建築物での会合開催、伝統文化の体験
（200年の伝統を誇る新潟「古町芸妓」の舞踊は、和の体験の一つとして外国人観光客からも注目を集めています）

●地酒コーナーの設置
　 県内90余蔵から、
　 厳選して紹介します

●おにぎりバー
　 県産米のお米の食べ比べ

●装花にも地元らしさを
　 チューリップなど
　 新潟の特産花卉園芸

●大迫力の「花火映像」を投影、
　または、会場近くでの
　花火の打ち上げ  

　 ※打ち上げ場所は要相談

新潟らしい
おもてなし



(五十音順）

MICE（学会・コンベンション・展示会など）に関する業務全般をバックアップします。

こ ん な こ と が で き ま
す！

旅客・運輸・観光

警備・保険

販売・飲食

旅行業全般・エクスカーション企画
添乗員・アテンド手配
バス・タクシー・リムジン手配
宅配サービス
レンタカー
バス事業
運送・運搬

警備・保安業
イベント警備
金属探知機設置・運用
交通整理
要人警護
各種保険

物産、お土産品販売
酒類販売
農産品・農産加工品の販売
レストラン・飲食店
オフィス用品・文具

宿泊ホテル

広告・企画・デザイン・制作

宿泊施設
会議場・展示会場
レストラン施設
宴会施設
ケータリング

広告代理業務
封筒・名刺印刷、商業印刷、特殊印刷
パンフレット等の企画・デザイン制作
写真撮影業務
コピーライティング・テキスト編集
立体造形企画・制作
VR動画制作
ホームページ企画・制作・運営
サーバーレンタル
記録映像・映画撮影
各種調査・計画策定
ブロードバンド関連業
ノベルティ・商品開発
大型サイン・パネル制作・出力
ＣＧイメージ・ＣＧムービーの企画制作
イラスト・パース制作
ＣＭ制作・ＴＶ番組
ナレーション（外国語含む）
サウンド・音楽制作

機材レンタル・リース

人材派遣

人材教育

ＰＣ・プロジェクターレンタル・運営
会議マイクシステム・収録作業
同時翻訳機材
展示ブース施工・レンタル
看板・サイン制作・取付
ＡＶ機材レンタル・運営
音響機材レンタル・運営
舞台照明レンタル・制作・管理
建設機械・大型機材レンタル
テント・ハウス・トイレレンタル
仮設機材レンタル
通信機器・電気設備レンタル
イベント機材・備品レンタル
オフィス家具レンタル
レンタルウェア・貸衣装

外国語研修
語学ボランティア募集・研修
一般ボランティア募集・研修
マナー研修

司会・ＭＣ業務
語学スタッフ派遣
一般事務スタッフ派遣
受付派遣
アルバイト派遣
イベントコンパニオン派遣
ＩＴ技術者派遣

会議運営
事務局代行
ＰＣＯ/ミーティングプランナー
イベント企画・運営
会議参加登録・決済
要員配置・管理
翻訳・通訳業務
会場運営管理
総合プロデュース
議事録作成・録音からのテキスト作成
報告書作成
速記・字幕の作成
オンライン配信

各種ディスプレイ企画・制作
会場設営（企画・設計・演出・運営）
アトラクション企画・運営
生花装花・活花
弁当・オードブルケータリング
宴会企画・運営
感染症対策対応

会場設営サービス

新潟MICE
　サポートなら！

新潟県内のMICEに関連する
各種業界のスペシャリストが勢揃い。
民間企業だけでなく、県内の自治体・観光コンベンションビューロー・施設関係者も

「特別会員」として加盟。MICEや観光に関する各種サポートを一括してご案内できます。

正 会 員 （35社）

会 員 名 簿 （五十音順）

株式会社アービック
愛宕商事株式会社
ANAクラウンプラザホテル新潟
株式会社エム・コミュニケーション
株式会社小川
近畿日本ツーリスト株式会社
コニカミノルタNC株式会社
株式会社CONNECT JAPAN lnbound Solutions
小松屋装飾株式会社
株式会社サウンドエイト
株式会社JTB
株式会社ジョイアミーア
株式会社鈴商
株式会社創エスピー
株式会社第一印刷所
有限会社第一宣伝
株式会社タカヨシ
株式会社ダスキン万代

中央イベントリース株式会社
株式会社 ディモルギア
株式会社Deux-PLAN
株式会社新潟グランドホテル
新潟交通株式会社
株式会社新潟コンベンションサービス
新潟照明技研株式会社
株式会社新潟デリカ
株式会社日本旅行
ホテルオークラ新潟
ホテル朱鷺メッセ株式会社（ホテル日航新潟）
株式会社MICEブレイン
株式会社マンパワー
名鉄観光サービス株式会社
株式会社メディアシップ・ブランド
ヤマト運輸株式会社 
株式会社ライブポート

（2022年８月現在）

賛助会員 （11社）

株式会社イタリア軒
今代司酒造株式会社
グローカルマーケティング株式会社
株式会社グローバルネットコア
K アプローチ
株式会社シルバーホテル

新潟・佐渡観光推進機構株式会社
新潟古町まちづくり株式会社
株式会社日本政策投資銀行　新潟支店
万代タクシー株式会社
株式会社丸屋本店

特別会員 （12社）

（一社） 佐渡観光交流機構
（公社）上越観光コンベンション協会
上越商工会議所

（一社）燕市観光協会
（一社）長岡観光コンベンション協会
長岡工業高等専門学校

（一財）長岡産業交流会館
（公財）新潟観光コンベンション協会
新潟県

（公財）にいがた産業創造機構
新潟商工会議所
新潟万代島総合企画株式会社

理　　事
理 事 長
副理事長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事

阿　部　正　喜　（株式会社第一印刷所 常務取締役）
加　藤　竜　司　（株式会社サウンドエイト 専務取締役）
錦　織　　均　　（株式会社新潟コンベンションサービス 代表取締役）
長　沼　茂　夫　（株式会社 ディモルギア 代表取締役社長）
二ツ家　和　樹　（株式会社 Deux-PLAN 代表取締役）
野　本　　幸　　（株式会社エム・コミュニケーション 代表取締役）
石　田　克　弥　（株式会社日本旅行 MICE・地方創生推進部部長）
小　川　博　己　（株式会社 小川 代表取締役）
髙　井　俊　幸　（新潟交通株式会社 取締役事業部長）
栗　山　研　一　（ホテル朱鷺メッセ株式会社 取締役）

顧　　問
顧 問 阿　部　雅　信　（株式会社創エスピー 代表取締役）

サポートの流れ

開催事務局様の意向をヒアリングさせていた
だき、ご要望に沿ったチームを編成してご提
案・打合せの進行をいたします。

見積もり・仕様についての相談・確認や、趣旨
に沿った地元のおもてなしなども提案します。

開催前の視察などにも同行・対応します。

開催決定後は、運営をメインで担当する企業を
中心に、会員企業と連携しながら開催準備を進
めていきます。

全面サポート。突発的な事態
にも柔軟に対応します。
地元ならではのバックアップ
体制でのぞみます。

開催当日

…と思ったら当法人へご一報ください。

当法人事務局へ
ご連絡ください。

電話 メール

新潟で開催したい！


