
福山ならではの特別なおもてなしのご提案
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福山市内 尾道市 府中市

番号 施設名
最大

利用人数
エリア 参照マップ 番号 施設名

最大

利用人数
番号 施設名

最大

利用人数

1 しぶや美術館 40 福山中心部 ① 1 光明寺 100 1 恋しき 100

2 明王院 50 福山中心部 ① 2 浄泉寺 100

3 喜多流大島能楽堂 340 福山中心部 ① 3 西國寺 50

4 葛原邸 50 神辺エリア 4 浄土寺 200

5 太田家住宅 200 鞆の浦エリア ② 5 海龍寺 100

6 御舟宿いろは 20 鞆の浦エリア ② 6 松翠園大広間 100

7 茶屋蔵 50 鞆の浦エリア ② 7 持光寺 30

8 鞆の浦・お宿と集いの場 燧冶(ひうちや) 20 鞆の浦エリア ②

9 神勝寺 禅と庭のミュージアム 500
内海

沼隈エリア

10 妙政寺 200 福山中心部 ①

11 大雄山 正法寺 50 鞆の浦エリア ②

福山ユニークベニュ―　INDEX

MAP ② （鞆の浦エリア）

MAP ① （福山中心部）

福山市内エリアMAP

連絡先

公益社団法人

福山観光コンベンション協会

084-926-2649
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インデックス番号 福山市-1

カテゴリー 文化施設

▲入口 ▲庭園

▲和室 ▲藤棚

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ ■和室用いす □プロジェクター

▲展示室1階 ▲展示室2階

概要

セールス

ポイント

ターゲット

(例)

・展示室および和室(8畳二間/通常は茶室として利用）、共に貸切可能。

・グループ展の鑑賞会、美術ワークショップ、茶会等の実施実績あり。

・展示室（1,2階）、和室とも貸切時は飲食可。

・貸切は9:30～16：30。夜は基本的に不可。

※美術館のため、利用内容によっては制約がある場合があります。

・全国的にも珍しい古い日本家屋を利用した美術館(福山空襲を免れた建

物)。和室からは美しい日本庭園が望める。

・2階の展示室にはピアノ常設。1階は立食での食事スペース、2階はピア

ノの生演奏を聴きながらの歓談といった利用が可能。

・小規模国際会議　・美術、建築、デザイン関係の学会、ゼミ

アクセス

想定できる

MICE

おすすめ

シーズン

料金

設備

住所・

電話番号

〒720-0056　広島県福山市本町8-27

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

ＪＲ福山駅北口より徒歩約５分

山陽自動車道福山東より車で約２０分

しぶや美術館
https://vessel-group.co.jp/shibuya-museum/

本会議を福山駅周辺で行いしぶや美術館を昼食やワークショップ会場とし

て活用。展示室１，２階を貸し切り、美術作品に囲まれながらレセプショ

ン。

庭に藤棚があり4月中旬から5月上旬が特におすすめ。

藤棚の下でお茶会を催したこともある。

和室AM3750円、PM5000円、1時間あたり1250円　など

※詳細はお問い合わせください。

原則9:30～17：00 最大約40名

駐車場は普通18台まで

※一般来館者、文化教室等共用

https://vessel-group.co.jp/shibuya-museum/
https://vessel-group.co.jp/shibuya-museum/
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インデックス番号 福山市-2

カテゴリー 寺社仏閣

▲五重塔 ▲書院

▲書院 ▲書院からの眺望

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ ■和室用いす □プロジェクター

明王院
http://www.chisan.net/myooin/

概要

・807年（大同2年）、弘法大師の開基と伝えられ、本堂は全体に和様、

細部には唐様を用いた折衷様式。この様式としては現存する最古の建物。

五重塔は、全国の国宝塔の中でも5番目の古さを持つ美しい塔で、本堂と

共に国宝に指定されている。

・書院(県の重要文化財)や長屋(現在改装中)の利用が可能。書院は通常非

公開。朗読会や書道展等の開催歴あり。

※飲食不可

※イスやテーブルの用意はございません。

※行事等でご利用いただけない日があります。

※文化財のためご利用にあたっては制約があります。利用希望の場合は福

山観光コンベンション協会までお問い合わせください。

セールス

ポイント
・国宝である本堂の特別拝観(外陣公開、徳川家光の位牌)が可能。

ターゲット

(例)

・小規模国際会議　・美術、建築、歴史関係の学会、ゼミ、築城400年関係(明王院は福山城の祈願

寺)特に建築関連。本堂にはきわめて珍しい輪垂木天井があることや、改修は日本一の宮大工といわ

れた西岡常一(法隆寺専属の宮大工)によるものであることから、建築ファンに人気。

想定できる

MICE
本会議後の、昼食やワークショップ、レセプション会場として活用。

おすすめ

シーズン

エアコンがないため真夏・真冬は避けた方が無難。

書院から望める庭園に大きな桜の木があり、開花の時期に合うと良い。

住所・

電話番号

 〒720-0831広島県福山市草戸町1473

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
山陽自動車道福山西ICから車で約30分、福山東ICから車で約20分

福山駅から車で約10分／タクシー1200円程度

料金 要相談

要相談 最大約50名

設備

http://www.chisan.net/myooin/
http://www.chisan.net/myooin/
http://www.chisan.net/myooin/
http://www.chisan.net/myooin/
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インデックス番号 福山市-3

カテゴリー 文化施設

▲能舞台 ▲客席

▲楽屋へ続く廊下 ▲1階展示サロン(飲食可能)

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲講演会の様子 ▲フリースペース(飲食可能)

住所・

電話番号

〒720-0814 広島県福山市光南町2-2-2  

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス 福山駅から徒歩約15分/車で約5分/タクシー840円程度

駐車場は普通18台まで

※一般来館者、文化教室等共用

料金 要相談

要相談 最大340名

設備

ターゲット

(例)

・国際会議

・日本文化や歴史をテーマとする学会

想定できる

MICE

・ローズコム(徒歩5分)で会議後、昼食とシンポジウム

・プレポストプログラムの中で能鑑賞会

おすすめ

シーズン
特になし。年4回の定期公演前後は利用不可。

喜多流大島能楽堂
https://www.noh-oshima.com/

概要

・関西以西の西日本では唯一、全国的にもめずらしい個人での本格的な能

楽堂.座席数340（補助席含む）

・1階に能に関する資料を展示したサロンがあり飲食可能。（歌舞伎は幕

間に弁当を食べるのが通常だが、能楽堂は飲食不可で、飲食可能な場所が

あるのは珍しい。）その他、フリースペースとして展示室もあり飲食可

能。サロンと合わせて60名程度。

セールス

ポイント
・少人数であれば楽屋や舞台裏などの見学も可能。

https://www.noh-oshima.com/
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インデックス番号 福山市-4

カテゴリー 文化施設

▲外観 ▲外観

▲三間続きの和室 ▲奥の部屋

時間 人数

■駐車場 ■Wi－Fi ■洋式トイレ ■和室用いす □プロジェクター

▲母屋横の竹林 ▲トイレ完備

住所・

電話番号

広島県福山市神辺町大字八尋１２２０番地１

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス

福山駅から車で約40分/タクシー4170円程度

神辺駅から車で約11分/タクシー2100円程度

 ※福山駅から神辺駅へはJR福塩線で約13分

大型バスは駐車できないが最寄りの場所まではバスでアクセス可能

料金 要相談

要相談 最大約50名

設備

ターゲット

(例)

・児童教育や障がい者教育をテーマとする団体など

(葛原勾当は盲目の琴奏者で福山の琴文化の立役者。盲目の身でありながら印刷用具

を開発しヘレン・ケラーに絶賛された。）

想定できる

MICE
・神辺文化会館、ビッグローズ等との組み合わせ

おすすめ

シーズン
エアコンがないため春・秋がおすすめ

葛原邸
https://kuzuhara-bunka.jimdofree.com/

概要

・神辺町出身の童謡詩人葛原しげるの生家。しげるの祖父で生田流琴の名

手　葛原勾当が自ら設計し1845年（弘化2年　江戸末期）に建築。

・土日は10：00～16：00までガイド常駐。平日および団体は１週間前ま

でに要予約（有料）。

・地域のイベントとして月見の会やお茶会などが定期的に実施されてい

る。

セールス

ポイント

・江戸末期～明治頃の日本の伝統的な日本の屋敷。お寺や寺院ではない民家で、当時の暮らしを感

じることが出来る。

・目の前の田園風景と共に、里山でのMICEという雰囲気が出せる。

・仕出し飲食可能

・母屋横に竹林と広場がありステージを作って琴演奏なども可能(実績あり)

https://kuzuhara-bunka.jimdofree.com/
https://kuzuhara-bunka.jimdofree.com/
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インデックス番号 福山市-5

カテゴリー 文化施設

▲外観 ▲1階

▲1階 ▲蔵 外観

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲蔵 内部 ▲蔵でのコンサートの様子

住所・

電話番号

〒720-0201 広島県福山市鞆町鞆842

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分/バスで約40分(1時間に3本程度)/タクシー

4350円程度

大型バスは駐車できないため、渡船場前あたりで下車し徒歩約3分。

料金 要相談

要相談 最大約200名

設備

ターゲット

(例)

・国際会議

・歴史、文化、建築関係をテーマとする学会

・維新に通じる経営理念を持つ企業

想定できる

MICE
・鴎風亭との組み合わせ　・鞆の浦全体でのMICE

おすすめ

シーズン
エアコンがないため春・秋がおすすめ

太田家住宅
https://tomonoura.life/spot/12674/

概要

・国の重要文化財(1991年指定)、保命酒（ほうめいしゅ）の蔵元として繁

栄した商家の屋敷。

・幕末には京を追われた三条実美が宿泊。当時から鞆の浦一のお屋敷とさ

れていた。

・当時の最先端のデザインがも随所に見受けられる。

・1階17室、2階に7室(2階は現在改装工事中のため使用不可)

・1階はお茶会やアート展示の実績あり。

セールス

ポイント

・鞆の浦随一の人気スポット、歴史的価値のある建物、かつ公家が宿泊す

るほどの格式ある屋敷を使用できる。

・1階は17室の和室が一間続きになっており、大人数も対応可能。

https://tomonoura.life/spot/12674/
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インデックス番号 福山市-6

カテゴリー 古民家

▲外観 ▲店内

▲店内 ▲名物　鯛茶漬

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

住所・

電話番号

〒720-0201　広島県福山市鞆町鞆670

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス

ＪＲ福山駅より車で約40分/タクシー4350円程度

JR福山駅南口・鞆鉄バス/5番乗り場 鞆港行き「鞆港」で下車。バス停よ

り徒歩1分。

大型バスは駐車できないため、渡船場前あたりで下車し徒歩約3分。

料金
・貸切料50,000(別)/1日

　※10名様までの昼食(¥2000)が付き。それ以上の場合は追加代金要。

水・木の11:00～14:00のみ 最大約20名

設備

ターゲット

(例)

・小規模な国際会議

　（幕末～明治の日本の雰囲気を体感することができる。）

・古民家や町並み保存等をテーマとする学会

想定できる

MICE
・鴎風亭との組み合わせ　・鞆の浦全体でのMICE

おすすめ

シーズン

御舟宿いろは
https://www.tomo-iroha.jp/

概要

・約1800年頃（文化文政時代）の建造物。幕末の商家（瀬戸物屋）。

・坂本龍馬がいろは丸事件の賠償交渉を行った場所として有名。

・幕末以降空き家となっていたが、2010年に宮崎駿監督の作画をもとに

再生した。

※水・木の11:00～14:00のみ利用可能です。

セールス

ポイント

・名物鯛茶漬を提供しており、食事とワークショップの組み合わせが可

能。。

・古民家だがエアコン完備で快適

・イス・テーブル席でグループワークに向いている。

https://www.tomo-iroha.jp/
https://www.tomo-iroha.jp/
https://www.tomo-iroha.jp/
https://www.tomo-iroha.jp/
https://www.tomo-iroha.jp/
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インデックス番号 福山市-7

カテゴリー 古民家

▲外観 ▲入口目の前の眺望 ▲入口

▲中の様子 ▲スクリーン

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲中の様子 ▲中の様子

住所・

電話番号

〒 720-0201広島県福山市鞆町鞆900-2

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス

ＪＲ福山駅より車で約40分/タクシー4350円程度

JR福山駅南口・鞆鉄バス/5番乗り場 鞆港行き「鞆港」で下車。バス停よ

り徒歩1分。

大型バスは駐車できないため、渡船場前あたりで下車し徒歩約3分。

料金
・貸切料¥20,000(別)/1日。

　※ドリンク注文は有料にてその場で自由にしていただけます。

平日11:00～18:00のみ 最大約50名

設備

ターゲット

(例)

・国際会議

幕末の日本の雰囲気を体感することができる。

・古民家や町並み保存等をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鴎風亭との組み合わせ

・鞆の浦全体でのMICE・・・など

おすすめ

シーズン
エアコンがないため春・秋がおすすめ

茶屋蔵
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html

概要

・ 常夜灯すぐそばに位置する幕末の蔵を活用したドリンクスタンド、イ

ベントスペース。

・福山藩藩主阿部家の蔵として建造され、蔵以前は迎賓館（御茶屋）が

あったことから、通称「茶屋蔵」として人々に親しまれてきた。

・室内にはスクリーンがあり上映会や各種イベントを月1回程度実施して

きた。

※平日の11:00～18:00のみ利用可能です。

セールス

ポイント

・天井が高く開放的なスペースで自由な交流が可能。

・スクリーンもありパネルディスカッションなども可能。

・目の前がすぐ海、徒歩30秒で常夜灯という鞆の浦らしい絶好のロケー

ション

http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
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http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html
http://tomo.machi-yado.jp/corner278/chayagura.html


インデックス番号 福山市-8

カテゴリー 古民家

▲外観 ▲玄関へのアプローチ

▲室内 ▲室内

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲縁側 ▲ウッドデッキ

住所・

電話番号

〒720-0202 広島県福山市鞆町後地797-3

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
福山駅から車で約40分/タクシー4260円程度

福山駅からバスで約30分（「鞆港」行き「安国寺下」バス停下車すぐ）

料金 基本料金／1時間2000円

要相談 最大約20名

設備

ターゲット

(例)

・国際会議　古民家で日本の雰囲気を体感することができる。

・古民家再生や町並み保存等をテーマとする学会

・介護や地域と高齢者の交流などをテーマとする学会

想定できる

MICE
・鴎風亭との組み合わせ　・鞆の浦全体でのMICE

おすすめ

シーズン

鞆の浦・お宿と集いの場 燧冶(ひうちや) 
https://hiuchiya.jp/

概要
・築90年の古民家を改装して作られた旅館(全3室)。

・庭が見渡せる１４畳の居間がレンタルスペースとして開放されている。

・調理器具や食器がそろった台所も自由に使うことができる。

セールス

ポイント

・古民家で当時の暮らしを感じることが出来る。

・趣のある和室の円卓が自由なディスカッションにつながる

・仕出し飲食可能　・Wi－Fiあり

・ノーマライゼーションにこだわりをもって運営されており、古民家なが

ら車いすでも利用しやすい。
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インデックス番号 福山市-9

カテゴリー 寺社仏閣

▲含空院 ▲含空院からの眺望(イスもあり)

▲写経堂（非佛堂） ▲五観堂

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ ■和室用いす □プロジェクター

▲本堂 ▲本堂 大方丈

住所・

電話番号

〒720-0401広島県福山市沼隈町上山南91

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約25分/タクシー3900円程度

鞆の浦より車で約25分

料金 ・お抹茶、お茶菓子の提供可能。※対応人数確認要

原則9:00～17：00 最大約500名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・分野を問わず少し変わった場所を会場としたいという団体

想定できる

MICE

・境内の中で数カ所の建物に分散し神勝寺内で完結

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し新勝寺でシンポジウム、その後

自由散策など。

おすすめ

シーズン

・エアコンが無い建物もあるため、真夏、真冬は厳しいと思われる。

・紅葉シーズンもおすすめだが、観光客が多く調整が必要かもしれない。

神勝寺 禅と庭のミュージアム
https://szmg.jp/

概要

・約7万坪の敷地内に日本庭園を囲むように江戸時代の建築物が移築さ

れ、

四季折々の美しさと日本らしい風情を感じることができる福山屈指の美し

いお寺。

・含空院/収容40名程度。エアコン完備。お庭の眺望が美しい境内で最も

神勝寺らしい場所。

・本堂/収容200名、机・いすのほか、マイク、スクリーンあり。講話など

のイベントを定期的に行っている。

・写経堂(非佛堂)/収容30名程度。写経体験の場所として利用。机・いす

が常備されているがエアコン、トイレは無し。

・五観堂/神勝寺うどんを提供。24名収容。

セールス

ポイント

・境内に建物が多く分散すれば300～500名程度受入可能。

・お寺としてもMICEに前向きに取り組んでおり、各建物の貸切など柔軟

に対応可能。
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インデックス番号 福山市-10

カテゴリー 寺社仏閣

▲本堂外観 ▲本堂内部

▲本堂内部 ▲本堂屋根裏

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ ■和室用いす □プロジェクター

▲本堂入口 ▲境内の庭

住所・

電話番号

〒720-0073広島県福山市北吉津町1-6-7

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス ＪＲ福山駅より車で約6分/徒歩約11分/タクシー660円程度

大型バス2台駐車可。駐車場から本堂は徒歩5分程度。

料金 要相談

要相談 最大約200名

設備

ターゲット

(例)

・小規模国際会議　・歴史や日本文化をテーマとする学会

・インドからの報奨旅行(副住職はインドに在住経験あり)

想定できる

MICE

・福山駅周辺(ローズコム、ニューキャッスルホテルなど)で会議後、分科

会やワークショップを行う。

・庭をレセプション会場として利用する

おすすめ

シーズン
・春～秋のシーズであれば庭も使ったレセプションも可能。

妙政寺
https://www.myoshoji.info/guidance.html

概要

・備後福山二代目藩主水野克俊公の菩提寺。

・本堂は150名程度収容可能。仕出しでの飲食も可能。※イスあり

・法要等での利用が中心だが、ウィーンフィルの奏者を招いてのコンサー

トを開催したこともある。

セールス

ポイント

・通常非公開の水野勝俊公とご正室於若さまの御位牌の特別拝観が可能

・本堂屋根裏の見学ができる。

・境内のお庭からは福山城を望むことができる

・副住職が英語がご堪能で、外国人対応も可能

https://www.myoshoji.info/guidance.html
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インデックス番号 福山市-11

カテゴリー 寺社仏閣

▲門 ▲本堂外観

▲境内 ▲境内

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲本堂内部 ▲本堂内部

住所・

電話番号

〒720-0202広島県福山市鞆町後地1008

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス

福山駅から車で40分／タクシー4620円程度

JR福山駅南口・鞆鉄バス／5番乗り場 鞆港行き「安国寺下」で下車。バス

停より徒歩5分。※1時間に3本程度

料金 要相談

原則9:00～16：３0頃 最大約50名

設備

ターゲット

(例)

・小規模国際会議

・歴史や日本文化をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鴎風亭との組み合わせ

・鞆の浦全体でのMICE

おすすめ

シーズン

大雄山 正法寺
http://www.shoubouji.net/index.html

概要

・臨済宗妙心寺派のお寺。

慶長三年（1598年）京都・臨済宗東福寺派の守意を開基とし、

元和九年（1623年）深溪和尚（しんけいおしょう）により妙心寺の末寺

として再興された。

・座禅会、写経会をそれぞれ月に一度実施。

セールス

ポイント

・鴎風亭より徒歩約6分。お寺が密集するエリアなので周辺施設との組み

合わせが可能。

・住職直筆の絵が描かれた御朱印の挟み紙(御朱印のインクや墨が隣の

ページに写らない挟む紙)が人気。
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インデックス番号 尾道-1

カテゴリー 寺社仏閣

▲本堂正面 ▲客殿和室

▲客殿和室 ▲本堂内部

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲光明寺会館1階(通常はカフェとして利用) ▲光明寺会館2階のフリースペース

住所・

電話番号

〒722-0033 広島県尾道市東土堂町2-8　清浄山光明寺

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅より徒歩約8分

料金 要相談

要相談 最大約100名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、バスや海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など。

おすすめ

シーズン

・駐車場から歩いて移動が必要、エアコンもないため真夏、真冬は厳しい

と思われる。

光明寺
https://www.onomichi-komyoji.com/greeting.html

概要

・平安時代前期創建。村上水軍ゆかりの寺。

・国の重要文化財「木造千手観音立像」、重要美術品「金銅聖観音立像」

等を有す。

・客殿：和室5室程度、イスは50脚程度あり。普段は法事や寄合等で使

用。仕出しでの会食可能。エアコンなし(扇風機・ストーブはあり)。客殿

前の板の間が鴬張りになっている。

・本堂/江戸中期の建物。普段は法要、寄席に利用。マイク、イスあり。

・光明寺会館/1階は日頃は「AIR　CAFFE」として営業(定員20名程度)、

2回はフリースペースで展示会やコンサート、ワークショップ、アート作

品の制作場として活用

セールス

ポイント

・客殿に和室が5室あり、本堂と合わせれば100名程度収容可能。

・宝物殿は通常非公開だが、会議などに合わせて公開することも可能(要

相談)。
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インデックス番号 尾道-2

カテゴリー 寺社仏閣

▲本堂 ▲本堂内部

▲本堂天井 ▲本堂内部

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

住所・

電話番号

〒722-0044

広島県尾道市西久保町2-2

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で40分

尾道駅より徒歩20分

料金 要相談

原則 9:00～16:30 最大約100名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン

・駐車場から歩いて移動が必要、エアコンもないため真夏、真冬は厳しい

と思われる。

浄泉寺

概要

・天文12年（1543）の創建。本堂は明治に放火により焼失し、明治時代

に再建。

・本堂　イス２００脚程度、マイク、スピーカーあり。土日は法事が多い

が平日の利用はほぼない。広間を使ってのストレッチの会も実施。これま

で会議での利用はなかったが、この11月～3月にかけて、「青年僧侶の

会」主催でオンライン講座を実施。福山、尾道、世良の3会場から同時配

信で、尾道は浄泉寺から配信する。

セールス

ポイント
・重厚で広々とした造りの本堂の利用が可能。



インデックス番号 尾道-3

カテゴリー 寺社仏閣

▲お寺へ続く石段 ▲奉納さればわらじ ▲境内の様子

▲境内からの眺望 ▲近藤外観

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲本堂内部

住所・

電話番号

〒722-0044 広島県尾道市西久保町２９－２７

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅より徒歩約25分/タクシー840円程度

料金 要相談

原則 9:00～16:30 最大約50名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン

・お寺までの石段が長く、エアコンもないため真夏、真冬は厳しいと思わ

れる。

・1・2月は節分の準備のため利用不可

西國寺
http://www.saikokuji.jp/

概要

・729年創建、真言宗醍醐派の大本山。

・健脚祈願のお寺でたくさんのわらじが奉納されている。

・金堂：重要文化財。日頃は法要等に使用、コンサートを開催したことも

ある。

　内陣は立ち入り不可だが外陣の利用が可能。人数は40名程度。

セールス

ポイント
・国の重要文化財(金堂)を会場として利用可能
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インデックス番号 尾道-4

カテゴリー 寺社仏閣

▲境内の様子 ▲研修道場

▲研修道場 ▲方丈

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲方丈 ▲方丈からの眺望

住所・

電話番号

〒722-0043 広島県尾道市東久保町20-28

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅より徒歩約３０分/タクシー930円程度

大型バス2台駐車可。駐車場から本堂は徒歩5分程度。

料金 要相談

原則 9:00～16:30 最大約200名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、バスや海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン
・客殿や方丈はエアコンがないため真夏、真冬は厳しいと思われる

浄土寺
http://ermjp.com/j/temple/

概要

・616年、聖徳太子の開基と伝えられるお寺。本堂内陣は国宝。

・研修道場/2階に１００畳の和室があり200名程度収容可能。飲食可能。

１０名程度収容の洋間もある。日頃から会合や会議に利用されている。

・客殿/重要文化財　庭を望む美しい和室。机・いす３０名分程度あり。

・方丈/福山藩絵師であった藤井松林による襖絵が印象的な和室。机・い

す３０名分程度あり。

セールス

ポイント

・国の重要文化財の客殿、方丈を会場として利用可能。

・特に客殿は襖絵や庭の眺望など気品あふれる雰囲気があり、特別感を感

じてもらえる。
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インデックス番号 尾道-5

カテゴリー 寺社仏閣

▲境内の様子 ▲会館内部

▲会館内部

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

住所・

電話番号

〒722-0043 広島県尾道市東久保町20-28

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅より徒歩約３０分/タクシー930円程度

大型バス2台駐車可。駐車場から本堂は徒歩5分程度。

料金 要相談

原則 9:00～16:30 最大約100名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、バスや海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン
・客殿や方丈はエアコンがないため真夏、真冬は厳しいと思われる

海龍寺
https://shichibutsu.jp/temple/kairyuji.php

概要
・1245年創建、真言宗のお寺。

・境内の会館を会議会場として利用可能。収容は50名程度。イスあり。

　仏教をテーマとした講演を行ったことがある。

セールス

ポイント
・会館は平成7年築。エアコン完備
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インデックス番号 尾道-6

カテゴリー 文化施設

▲玄関 ▲大広間

▲天井には協力者や支援者のロゴ ▲職人こだわりのデザインもみどころ

時間 人数

□駐車場 ■Wi－Fi ■洋式トイレ ■和室用いす ■プロジェクター

▲大広間とは別に和室あり ▲約15ｍ、一枚板の間松の床板

住所・

電話番号

〒郵便番号722-0032広島県尾道市西土堂町1-26

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅北口より徒歩約5分

※座椅子は20脚程度

※音響機材のレンタルあり。詳細はHPを参照ください。

料金

〈平日〉

昼10：00－15：00/10,000円	夜17：00－22：00/20,000円	１日9：00－22：00/28,000円

〈土日祝〉

昼10：00－15：00/30,000円	夜17：00－22：00/30,000円	１日9：00－22：00/56,000円

原則10：00～22：00 最大約100名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、バスや海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン
※2021年12月中にはエアコン完備予定。

松翠園大広間
http://ma.onomichisaisei.com/

概要

・戦後より旅館の大広間として数多くの宴会や冠婚葬祭の場として使われ

てきた60畳の大広間。

旅館の廃業に伴い空き家となるが、尾道空き家再生プロジェクトの活動に

より幅広いコミュニケーションの場として、レンタルスペースとしての営

業を開始。貸切での宿泊も可能。

・映像上映会、宴会、会合、イベント、教室などに利用されているほか、

またポートレートやコスプレ撮影、映像撮影のスタジオなど幅広い利用が

可能。

セールス

ポイント

・尾道らしい雰囲気を存分に感じられる雰囲気（窓からは尾道の町並みが

一望できる。）

・正面にステージ、スクリーンあり　・仕出し利用による飲食も可能。

・現在(2011年11月)、併設の入浴設備を建築中。
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インデックス番号 尾道市-7

カテゴリー 寺社仏閣

▲本堂正面 ▲境内の様子

▲境内の様子 ▲本堂内部

時間 人数

□駐車場 □Wi－Fi □洋式トイレ □和室用いす □プロジェクター

▲本堂内部 ▲本堂内部

住所・

電話番号

〒722-0032　尾道市西土堂町9-2

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
ＪＲ福山駅より車で約40分

尾道駅より徒歩約8分

料金 要相談

原則 9:00～16:30 最大約30名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE

・鞆の浦での会議後、バスや海路で移動しシンポジウムを行う

・福山駅周辺等での会議後、バスで移動し尾道でシンポジウム、その後自

由散策など

おすすめ

シーズン
・客殿や方丈はエアコンがないため真夏、真冬は厳しいと思われる

持光寺
https://shichibutsu.jp/temple/jikouji.php

概要

あじさい寺として有名。しだれ梅、白もくれん、紅梅など四季の花々が楽

しめる。

・本堂をMICE会場として利用可能。これまでにコンサート等の実績あ

り。

セールス

ポイント

・座椅子あり。

　30～40名程度収容可能。収容員数は少ないが、参加者同士の距離を深

めたい小規模な会議には最適。
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インデックス番号 府中市-1

カテゴリー 文化施設

▲入口 ▲玄関

▲1階 ▲縁側

時間 人数

■駐車場 □Wi－Fi ■洋式トイレ □和室用いす ■プロジェクター

▲2階 ▲会議での利用の様子

住所・

電話番号

〒726-0005広島県府中市府中町 178 番地

〈問合せ先〉084-926-2649(福山観光コンベンション協会)

アクセス
福山駅から車で約50分

府中駅から徒歩約10分/タクシー660円程度

料金

1階　1室　4,000円/1日

2階(フロア全体)　20,000円/1日

全館貸切　50,000円/1日　※消費税別途　※詳細はご確認ください。

要相談 最大約100名

設備

ターゲット

(例)

・小～中規模国際会議

・歴史や町並み保存をテーマとする学会

想定できる

MICE
・会議や分科会やシンポジウム、レセプション会場としての利用

おすすめ

シーズン
・庭園の眺望が楽しめる春～秋がおすすめ（全室エアコン完備）

恋しき
https://koishiki-fuchu.com/

概要

・国登録有形文化財、明治5年創業の名旅館、平成2年に旅館廃業。その

後、株式会社所有を経て、令和２年度府中市が取得した。

・旅館時代は首相経験者では、犬養毅、岸 信介、池田 勇人など、文化人

では、田山花袋、吉川英治、井伏鱒二なども宿泊した。

・１階5室、2階2室。畳ではなく板の間でイス・テーブルの用意あり。

・株式会社が運営していた頃は、結婚式や団体旅行の食事などでよく利用

されていた。

・大広間では講演会、コンサート会場、最近では副市長会議や県知事対談

の場としても利用実績あり

・仕出し飲食可能

セールス

ポイント

・760坪の敷地、300坪の庭園。４つの離れを配した回遊式日本庭園で、伝統的な日本旅館の雰囲気

を感じることができる。

・1階は1室10名程度×5室、2階2間続きで60名程度、合計で100名程度収容可能。

・スマートフォンを利用した館内ガイドあり。（英語、中国語対応）
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公益社団法人 福山観光コンベンション協会

084-926-2649
※この資料は2021年11月時点の情報を基に作成しています。

※写真は全てイメージです。

※画像の転載、複製はご遠慮ください。


