
「2019日台観光サミット in 富山」 概要 

1. 日程 

2019年 5月 23日（木）～5月 26日（日） 

2. 主な行事の開催場所 

＜主な行事＞ 

（1） 富山県主催歓迎晩餐会       （5月 23日） 

（2） 日台観光サミット         （5月 24日） 

（3） 富山県・県西部６市主催夕食交流会 （5月 24日） 

（4） エクスカーション         （5月 23～26日） 

＜開催場所＞ 

(1)～(2)  ANAクラウンプラザホテル富山（富山県富山市大手町 2-3） 

https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/ 

(3)       ホテルニューオータニ高岡（富山県高岡市新横町１番地） 

http://www.newotani-takaoka.co.jp/ 

(4)       富山県内各地 

3. 「日台観光サミット」次第（案） 

（1） 開会宣言 

（2） 来賓挨拶 

（3） 記念品交換・記念写真撮影 

（4） 日台双方の観光プロモーションに関する報告 

（5） 意見交換 

（6） 議長総括 

 

※次第については現在調整中のため、今後変更されることもございます。 

4. 行程、参加費用 

 別紙 1「『2019日台観光サミット in富山』行程のご案内」をご覧下さい。 

5. 参加お申込方法 

4月 10日（水）までに下記 URLまたは QRコードからお申込をお願いいたします。 

（日本観光振興協会ホームページ・新着情報からもお申込いただけます） 

 

※注意事項 

1.会場や行程等の関係上、本年は原則 1 団体 3名までのご参加とさせていただきます。 

また、日本側参加者が 100名の上限を超えた場合、お断りさせていただくことも 

ございますので何卒ご了承ください。   

2.お一人ずつのお申込みをお願いいたします。 

 https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/summit2019/toyama/  

https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/


別紙１ 

「2019日台観光サミット in富山」行程のご案内 

・行程等は、2019年 3月 13日時点のものです。 

・最終のご案内は、５月中旬に改めてお送りいたします。 

・行程等は変更になる場合もありますのでご了承下さい。 
 

1．全体の行程表   

日 

(曜日) 
時間 行程 

行程番号 

（※１） 

5/23

（木） 

12:10～16:30頃 

 

 

14:00～ 

18:00～20:30 

共通エクスカーションⅠ（※３） 

（集合①富 山 駅：12:10発） 

（集合②富山空港：12:30発） 

サミット総合受付 

歓迎晩餐会 

各ホテル宿泊（※２） 

① 

 

 

 

② 

③ 

5/24 

（金） 

8:30～12:00 

12:00～13:00 

13:15～18:00頃 

18:30～20:30 

日台観光サミット 

昼食 

テーマ別エクスカーション（※３） 

富山県・県西部６市主催夕食交流会 

各ホテル宿泊（※２） 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

5/25 

（土） 

8:00～18:00頃 

19:30～21:00 

テーマ別エクスカーション（※３） 

夕食会 

各ホテル宿泊（※２） 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

5/26 

（日） 

7:45～10:00頃 共通エクスカーションⅡ（※３） 

（解散①富山空港：11:00着） 

（解散②富 山 駅：11:40着） 

⑫ 

 

 

＜注意事項＞ 

※１ ウェブサイトよりお申込みの際に、各行事へのご参加希望及びご宿泊の有

無について、表中の行程番号ごとにご選択ください。 

※２ 宿泊ホテルは、主催者にて指定いたします。 

※３ 各エクスカーション時間内での途中離団はできません。 

（例：25日テーマ別エクスカーションの午前中のみ参加し午後離団等はできません） 

各エクスカーションコースの詳細は、別紙２をご覧ください。 
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2．富山県ご到着時のご案内 

（１）５月 23日（木）の共通エクスカーションⅠからご参加される方へ 

 富山空港ご利用の場合 

 12:30にバスが出発いたします。定刻までに空港内の特設デスクにおい

てご参加の受付をお願いいたします。 

 富山駅ご利用の場合 

 12:10にバスが出発いたします。定刻までに駅構内の特設デスクにおい

てご参加の受付をお願いいたします。 

 

（２）５月 23日（木）の晩餐会からご参加される方へ 

 富山空港ご利用の場合 

 空港内の特設デスクにおいて、アクセス等をご確認のうえ、宿泊先、晩

餐会会場までお越しください。なお、特設デスクの受付は、12:30まで

です。 

 富山駅ご利用の場合 

 駅構内の特設デスクにおいて、アクセス等をご確認のうえ、宿泊先、晩

餐会会場までお越しください。なお、特設デスクの受付は 18:00までで

す。 

 その他の方 

 ご自身で宿泊先、晩餐会会場までお越しください。 

 

（３）５月 24日（金）の日台観光サミットからご参加の方へ 

送迎等はございませんので、ご自身でサミット会場までお越しください。 

 

（参考）晩餐会会場・サミット会場までのアクセス等について 

○富山空港 ～ ANAクラウンプラザホテル富山まで約７㎞ 

   路線バス：約 25分（￥410） 

   タクシー：約 20分 

  ○富 山 駅 ～ ANAクラウンプラザホテル富山まで約 1.3㎞ 

   トラム：約 10分（￥200） 

   徒 歩：約 15分  

※詳細は、後日ご案内いたします。 
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3．ご負担いただく費用と精算方法について 

 費用のお支払いに関しては、該当行事に参加される方のみご負担をいただく

ものです。費用は、後日、JTB富山支店より各参加者宛に一括してご請求を申し

上げます。 

 開催地までの交通費は、各自でご負担いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

※富山第一ホテルにはご一泊のみの方に優先的にお泊りいただきます。 

 宿泊についてのご希望は承れませんのでご了承ください。 

  

日程 内容 金額（税込） 場所

5月23日 歓迎晩餐会 ¥10,000 ANAクラウンプラザホテル富山

5月23日 宿泊 ¥10,000
ダイワロイネットホテル富山
富山第一ホテル　※
（全て朝食付き）

5月24日 夕食交流会 ¥9,000 ホテルニューオータニ高岡

5月24日 宿泊 ¥11,000
ダイワロイネットホテル富山
（朝食付き）

5月25日 昼食交流会 ¥3,000 エクスカーションコースにより場所が変わります

5月25日 夕食会 ¥10,000 キュイジーヌフランセーズ　ラ・シャンス

5月25日 宿泊 ¥11,000
ダイワロイネットホテル富山
（朝食付き）
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エクスカーションのご案内 

 

富山県での滞在期間中、皆様に県内の多彩な魅力をご満喫いただけるよう、複数のエ

クスカーションコースをご用意いたします。皆様のご参加を心よりお待しております。 

 

１ エクスカーション日程（各コースの概要は下記４をご覧ください。） 

（１）５月２３日（木）午後：共通エクスカーションⅠ 

（２）５月２４日（金）午後：テーマ別エクスカーション 

   ５月２５日（土）全日：テーマ別エクスカーション 

（３）５月２６日（日）午前：共通エクスカーションⅡ 

 

２ ご案内言語 

日本語/中国語（逐次通訳） 

  

３ その他 

・参加費は無料です(25日の昼食交流会のみ、別途 3,000円が必要となります) 

・各エクスカーションは、１日単位でのお申込みとなります。 

・５月２５日(土)、２６日(日)は、動きやすい服装をご準備ください。また、コー

スにより、防寒具等が必要になりますが、ご準備の必要な方には、５月中旬の最

終案内にてご連絡いたします。 

 

４ 各エクスカーションの概要 

 ＜共通エクスカーション＞ 

（１）【５月２３日(木) 午後：共通エクスカーションⅠ】 

 富山の新たなランドマークを巡るコース 

 ○富山県美術館（富山市）                                 【入場見学】 

「アートとデザインをつなぐ世界で初めての美術館」をコンセプトに 2017年開館。世界的な

作品が、新しい切り口やテーマで鑑賞できるだけでなく、館内や屋上庭園から、四季折々の

立山連峰の絶景が楽しめます。富山県美術館のある富岩運河環水公園は、国内外から観

光客が訪れる北陸有数の観光地です。 

 ○海王丸パーク（射水市）                                  【屋外散策】 

「世界で最も美しい」富山湾のシンボルである海王丸は、1927 年の進水以来、地球約 50

周を航海し、今も現役当時の姿のままで公開されています。今回、パーク内で改修中の展

望室を皆様に初公開し、映像コーナー（新設）で富山の魅力をご鑑賞いただきます。 

（２）【５月２６日(日) 午前：共通エクスカーションⅡ】 

富山湾越しの立山連峰の絶景を巡るコース                 【サイクリング or 屋外散策】 

 県西部の雨晴海岸から氷見海岸一帯を訪れると、「世界で最も美しい」富山湾越しに、

3,000ｍ級の立山連峰が浮かぶように見える、世界屈指の絶景を楽しむことができます。 

今回、富山湾岸サイクリングコースの一部（約５km）でのサイクリング体験もご用意してお

りますので、富山湾の絶景をご満喫いただけます。 

※雨天時は、八尾の古いまちなみで伝統的な体験プランをご紹介予定です。 

 

別紙２ 
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＜テーマ別エクスカーション＞ 

【５月２４日(金) 午後・５月２５日(土) 全日】 

次の３コースをご用意しました。予めご希望をお伺いしますが、応募の状況により、 

ご希望と異なるコースとなる場合がございますのでご了承ください。 

 

Ａコース：食と日本酒、工芸体験コース 

Ｂコース：国宝瑞龍寺と黒部峡谷鉄道、富山の乗り物を巡るコース 

Ｃコース：高低差 4,000メートルの魅力に迫るコース 

 

 

（Ａコース：食と日本酒、工芸体験コース） 

５月 24日（金）午後 

 ○井波まち歩き（南砺市）                                  【屋外散策】 

2018 年、日本遺産に認定された「木彫刻のまち井波」。彫刻工房が並ぶ八日町通りでは、

着物での散策や木彫りのぐい呑み作り体験を楽しむプランをご紹介します。 

 ○庄川遊覧船（砺波市）                          【クルーズ（約 30分）】 

桜、新緑、紅葉、雪景色と四季折々に美しい庄川峡を優雅に進む遊覧船です。今回は、庄

川峡を背景に着物での遊覧プランをご紹介します。絶好のフォトスポットです。 

 ○若鶴酒造（砺波市）                                  【入場見学】 

1862 年創業。日本酒はもちろん、北陸で唯一ウイスキーの製造も行っています。施設見学

も可能で、今回の酒蔵見学では、約 10種類の地酒を味わっていただけます。 

５月 25日（土）全日 

 ○ヒスイ海岸（朝日町）                             【屋外散策＆試食】 

約 4 ㎞に広がる美しいエメラルドグリーンの海岸は、ヒスイが打ち上がる世界でも珍しい環

境です。名人とのヒスイ探し体験のご紹介や名物のたら汁をご試食いただけます。 

 
○入善牡蠣ノ星（入善町）                           【入場見学＆試食】 

富山湾の海洋深層水かけ流しの水槽を設け、鮮度抜群の素材を生かした牡蠣本来の美味

しさを存分にご堪能いただけます。今回は、ご試食も可能です。 

昼食交流会 ○海の駅 蜃気楼（魚津市）･･･富山湾の海の幸を浜焼きでご用意します。 

 ○生地まち歩き（黒部市）                                【屋外散策】 

立山からの伏流水がいたる所で湧き出し、今も人々の飲み水、共同洗い場に活用されてい

ます。生地のおいしい水をめぐりながら、ありのままの自然や人々の暮らしをご紹介します。 

 ○大岩山日石寺（上市町）                               【屋外散策】 

巨岩に彫り出された不動明王を本尊とした北陸一の霊場。その境内にある数々の名所をご

案内します。今回は、外国人も気軽に楽しめる六本滝での、滝修行プランもご紹介します。 
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（Ｂコース：国宝瑞龍寺と黒部峡谷鉄道、富山の乗り物を巡るコース） 

５月 24日（金）午後 

 ○ドラえもんトラム乗車体験（高岡市）                            【トラム乗車】 

高岡市は、ドラえもんの作者「藤子・F・不二雄」先生のふるさとで、数多くのドラえもんスポットが存

在します。今回は、ドラえもんの魅力が満載されたトラムに乗車します。 

 ○瑞龍寺（高岡市）                                        【入場見学】 

高岡の開祖「前田利長」の菩堤寺で、富山県唯一の国宝。壮大で美しい寺院建築からは、400 年

前の歴史・政治的な背景も感じられます。 

 

○鋳物メーカー「能作」（高岡市）                        【工場見学＆制作体験】 

高岡開町より 400 年の伝統を誇る高岡の鋳物産業。2017 年にオープンしたこの新工場では、鋳

造工程の見学、工房での制作体験ができるほか、限定品ショップやカフェがあります。 

５月 25日（土）全日 

 ○黒部峡谷鉄道（黒部市）                          【トロッコ乗車＆屋外散策】 

深さ日本一の峡谷。手つかずの秘境をトロッコ電車で巡ります。散策コースも豊富で、河原から湧

き出る温泉もご覧いただけます。出発地である宇奈月温泉は美肌の湯としても有名です。 

昼食交流会 ○海の駅 蜃気楼（魚津市）･･･富山湾の海の幸を浜焼きでご用意します。 

 ○魚津埋没林博物館（魚津市）                                【入場見学】 

２千年前に海に埋もれた原生林、迫力ある大画面での蜃気楼の映像など富山湾の神秘がいつで

も楽しめるほか、天気によっては蜃気楼を望むことができる場所です。 

 ○ウェーブパークなめりかわ（滑川市）                      【クルーズ（約 20分）】 

ホタルイカで有名な滑川では、富山湾の雄大な景色を背景にクルージングが楽しめます。船が苦

手な方には、ミュージアムでのホタルイカの発光ショーをご覧いただきます。 

 

（Ｃコース：高低差 4,000 メートルの魅力に迫るコース） 

５月 24日（金）午後 

 

 
○「新湊きっときと市場」（射水市）                               【入場見学】 

市場の隣にある新湊漁港で獲れた新鮮な魚介類を提供しています。漁港では、日本でも珍しい紅

ズワイガニの昼競り見学が可能です。 

 

○氷見クルーズ（氷見市）                             【クルーズ（約 20分）】 

海越しの 3,000m級の立山連峰が楽しめるクルーズ乗船をご紹介します。船が苦手な方には、「寒

ブリ」や「氷見牛」など氷見ならではの食・土産品、温泉が楽しめる市場をご案内いたします。 

 
○三井アウトレットパーク小矢部（小矢部市）                      【ショッピング】 

北陸地方初のアウトレットモール。国内外の有名ファッションブランドなど専門店が約 170店舗。 

５月 25日（土）全日 

 ○立山博物館（立山町）                                     【入場見学】 

「立山の自然と人間の関わり」がテーマの博物館です。立山の山岳信仰・文化を体感でき、立山

黒部アルペンルートをより深く楽しむことができます。 

 ○称名滝（立山町）                                        【屋外散策】 

落差日本一の滝です。水煙を上げながら一気に流れ落ちるその落差は 350mにもなります。

立山連峰の雪解け水が多く流れるこの季節には、２つの滝が流れ落ちます。 

昼食交流会 ○弥陀ヶ原ホテル（立山町）･･･標高 2,000ｍの高原リゾートでのお食事です。 

 ○立山黒部アルペンルート（立山町）            【バス・ケーブルカー乗車＆屋外散策】 

3,000m級の日本アルプスを体感できる世界でも有数の山岳観光ルートです。この時期は、台湾で

も大人気の「雪の大谷」散歩のほか、そり遊びなどの雪のアクティビティが楽しめます。 
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