
次のすべて 
印刷・看板＞一般印刷 
印刷・看板＞デザイン 



平成２９年１２月１４日
午後 １時３０分

　政策企画部　企画課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　

(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間 入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出

（１）提出書類

書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書

提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成２９年１２月 １日

平成２９年１２月 ６日～
平成２９年１２月１４日
平成２９年１２月１２日～
平成２９年１２月１３日

　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

無

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館５階）
　電話番号　082-420-0917／ファックス番号　082-422-1056

平成２９年１１月２４日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成２９年１１月２４日

平成２９年１１月２４日～
平成２９年１２月１４日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



MICE誘致パンフレット作成業務 仕様書 

 

 

１ 業務名 MICE誘致パンフレット作成業務 

 

２ 履行場所 東広島市内一円 

 

３ 履行期間 契約締結日の翌日から平成３０年３月２６日まで 

 

４ 業務概要 

ビジネスチャンスやイノベーションの創出、地域への経済波及効果が期待される MICE の誘致

を目的として、本市での学会等の開催を促す MICE誘致パンフレット（以下、「パンフレット」と

いう。）を作成する。 

 

５ 用途（予定） 

  主に大学関係者へ配布する。 

 

６ 作業工程 

作業工程詳細 実施時期等 

（１）事前打ち合わせ 

本業務内容及びスケジュール確認のための打ち合わせを実施する。打ち合わせに

は、業務責任者が出席すること。 

 

平成 30 年 1 月 5 日 

まで 

（２）情報収集（写真撮影、取材等） 

受注者がパンフレット作成に必要な情報収集を行う。情報収集の様態は任意とす

るが、次の事項は必須とする。 

① 写真撮影 

パンフレットに掲載する写真の候補を撮影するものとする。撮影箇所は、くらら

等の会議施設や酒蔵、市街地の遠景等を中心に市内２０箇所を目途とする。撮影画

質は、パンフレットの印刷に耐え得る画質とすること。 

② 取材 

掲載する会議施設や宿泊施設、酒蔵等について、それぞれ施設の概要や連絡先、

ホームページ情報等について取材を行い、併せて各施設に対して掲載の許諾を得る

こと。また空路や鉄道路線についての路線の確認や所要時間、便数の確認を行うこ

と。 

 

素材会議まで 

（３）素材会議 

情報収集した写真等の情報を基に、写真の選定や説明文案等を決定する協議を行

い、デザイン作成のための使用素材を決定する。 

なお、写真の選定は受注者が撮影したものに加え、発注者が保有する写真も候補

に加えて行う。 

また、必要に応じて使用素材の候補を複数選定し、デザインと合わせて選定協議

を行うことがある。 

 

平成 30年 1月 26日頃 

【取材等における注意事項】 

取材等の現地調査に従事する者は、契約書の写し等の携帯により常に本業務の受注者

であることが説明できるようにすること。また、取材等の相手方から求めがあった場

合は当該契約書に加えて社員証等により身分を明らかにすること。 



（４）デザイン作成 

概ね次の事項を必須とし、受注者の創意工夫を加えて使用素材の配置等を行い、

パンフレット全体のデザイン案を作成する。なお、別紙に示す「MICE 誘致パンフ

レットレイアウト案」は受注者の着想点の手がかりや作業品質の視認性確保のため

の例示であり、受注者の自由な発想に制限を加えるものではなく、新たな提案を妨

げるものでもない。 

 

①全般 

・サイズはＡ４版、右開き、８ページ（表紙・裏表紙４ページ、本文４ページ）、

両面フルカラーとする。 

・文章は横書きとし、読みやすいフォントを使用すること。 

・記載する言語は日本語と、同内容の英語を併記すること。英語についてはネイ

ティブチェックを行った内容を記載すること。 

・発注者が作成、提供するコンテンツ等（写真等）は、契約締結後にＣＤ－Ｒに

より受注者に提供する。 

・その他、全体的なレイアウトイメージは別紙「MICE誘致パンフレットレイアウ

ト案」のとおり。 

②表紙（１ページ） 

・本市の特徴的な施設や観光資源等の写真を配置する。 

・発注者と受注者で協議して決定するタイトルを配置する。 

③裏表紙（８ページ） 

・会議開催に係る支援メニューや懇親会で利用可能なアトラクション等につい

て、写真と説明文を掲載する。掲載する写真と原稿は原則発注者から提供する。 

・発行者名等（市名、住所、発行年月日等）を配置する。 

④見開き１（２～３ページ） 

【２ページ】 

・東広島市で会議を開催する利点を４項目程度記載する。各記載内容の魅力が伝

わりやすいよう写真やイラスト等を適宜配置すること。 

・市街地の遠景写真を配置する。 

・日本国内で東広島市の位置が分かりやすいよう地図とイラストで示すこと。 

 【３ページ】 

  ・東広島市へのアクセスについての説明文を掲載する。 

・広島空港発着便の航空路線について、国内線、国際線の両方を地図にて掲載す

る。またそれぞれの路線について運行時間と便数を掲載すること。 

・広島空港から JR 西条駅へのアクセスについて、図等を用いて掲載すること。

また直行便リムジンバスの就航が訴求できるように記載内容を工夫すること。 

 ・鉄道路線について、東広島駅（新幹線）と西条駅（在来線）へのアクセスを主

要駅からの所要時間等を含めて掲載すること。 

⑤見開き２（４～５ページ） 

【４ページ】 

 ・JR 西条駅周辺での会議開催に関する説明文を掲載する。 

 ・学会等の会議会場として使用が想定される東広島芸術文化ホールくらら、東広

島市市民文化センター等の施設について、写真や施設の収容人数等の情報を掲

載すること。 

・JR 西条駅、広島大学、新幹線東広島駅周辺の宿泊施設について、部屋タイプ

及び部屋数、ホームページ、電話番号、次ページに記載する地図上での位置等

の情報を一覧表にして掲載すること。 

【５ページ】 

 ・東広島市市街地（JR 西条駅、広島大学、新幹線東広島駅周辺の範囲）の地図

を掲載し、4 ページに記載した会議会場や宿泊地のほか、大学、主要な公共施

設等を地図上にプロットすること。また JR 西条駅周辺の拡大地図も掲載し、

見やすいレイアウトを工夫すること。 

⑥見開き３（６～７ページ） 

 【６ページ】 

  ・大学や各種研究機関等の本市への集積について説明文を掲載する。 

  ・広島大学、近畿大学工学部、広島国際大学について、大学全体や会議会場とし

て使用可能な施設の写真、説明文、収容人数等の情報を掲載する。 

  ・東広島市で過去に開催された主要な会議について、開催年や会議名、参加者数 

 

第１回デザイン会議

まで 



   を一覧表にして掲載する。 

【７ページ】 

  ・本市の主要な観光資源である酒蔵通りや日本酒にまつわるグルメについて、写

真と説明文を掲載する。 

  ・市内のゴルフ場について、写真と説明文を掲載する。 

  ・平和記念公園や厳島神社といった近隣の主要な観光資源について、写真と説明

文を掲載する。 

 

（５）第１回デザイン会議 

受注者が作成したデザイン案に対し発注者が修正提案等を行うほか、表現方法の

変更等について協議を行う。提案の範囲は、デザインだけでなく、文章表現等につ

いても含むものとするが、新たな取材や写真撮影が必要となる提案は行わないもの

とする。 

 

平成 30 年 2 月 5 日頃 

（６）第２回デザイン会議 

第１回デザイン会議を経て修正等を行ったデザイン案を提出すること。原則とし

て追加修正の提案は行わないが、当初の修正提案事項が正しく反映されていないな

どの場合は、協議により再度の修正を求めることがある。 

また、字句修正等の細部については修正指示を行うことがある。 

 

平成 30年 2月 13日頃 

（７）最終デザイン提出・デザイン決定 

第２回デザイン案提出時の修正事項等を反映させた上で、最終デザインを提出す

る。修正事項等の反映が確認されれば、デザイン決定とする。 

 

平成 30年 2月 19日頃 

（８）校正（最大３回・色校正を含む。） 

右の期日までに最大３回の校正を行う。校正時点での用紙は成果品の規格でなく

ても構わないものとする。 

 

平成 30 年 3 月 2 日ま

でに校了 

（９）成果品の作成 

「７成果品の規格」に示すところにより、成果品を作成（印刷等）する。 

平成 30 年 3 月 26 日 

（納期限） 

 

７ 成果品の規格 

（１）パンフレット 

①仕上寸法 日本工業規格 Ａ４版 

②数量 １，０００部 

③ページ数 ８ページ（表紙・裏表紙４ページ、本文４ページ） 

④紙質 マットコート紙 １１０ｋｇ 

⑤製本 中綴じ 

⑥印刷方法 オフセット印刷 

⑦刷色 両面フルカラー４色刷り 

 

（２）ホームページ公開用及び増刷用のデータ作成 

①パンフレットのＰＤＦ及びアドビイラストレーター（拡張子ａｉ）データを作成し、ＣＤ－Ｒ

（１枚）により納品すること。 

ＰＤＦデータは、ファイル容量が小さいもの（ＷＥＢ掲載用）とファイル容量が大きいもの

（増刷用）の２種類を作成すること。 

②納品するＣＤ－Ｒは、事前にウィルスチェックを行うこと。 

 



（３）納入場所 

東広島市政策企画部企画課（東広島市西条栄町８番２９号 本庁舎本館５階） 

 

（４）納品方法 

   梱包は、平積み状態でダンボールに梱包して納品すること。また、段ボール等の梱包資材は

受注者で準備すること。 

 

８ 成果物の権利等について 

（１）成果物の発行者は東広島市とするが、納品された表紙、裏表紙、挿入イラスト（発注者が別

紙に示す箇所以外に受注者において任意に挿入したイラストや地図を含む）の個別の著作権は、

発注者に譲渡しない。ただし、発注者は、受注者の承諾なく当パンフレットの増版に使用する

ほか、二次利用（発注者が発行する他の印刷物の製作、発注者のホームページ等への掲載等を

いう。）できるものとする。 

（２）受注者は、本業務にあたり受注者以外の者が著作権又は出版権を有するデザイン、イラスト、

写真等を使用する場合は、その使用（成果物への使用のほか、発注者の二次利用も含む。）に

関する使用許諾を得るなど、発注者と当該デザイン、イラスト、写真等の著作権又は出版権を

有する者との間で紛争が生じないための一切の措置を受注者の責任により講じるものとする。

現に紛争が生じた際も、同様とする。 

 

９ その他 

（１）委託料の支払いは、業務完了後の一括払いとする。 

（２）仕様書に定めていない事項については、発注者と受注者が随時協議し、双方の合意（契約金

額の変更の有無を含む。）を得て行うこととする。 

 

１０ 担当部署 

東広島市 政策企画部 企画課 国際学術都市推進係 

住 所：東広島市西条栄町８番２９号 

ＴＥＬ：０８２－４２０－０９１７ 

ＦＡＸ：０８２－４２２－１０５６ 



①表紙 

HIGASHIHIROSHIMA 
MEETING 

PLANNER’S 
GUIDE 

東広島市コンベンションガイド 

⑧裏表紙 

東広島市 政策企画部 企画課 
〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8-29 
TEL：082-420-0917 
E-mail:hgh200917@city.higashihiroshima.lg.jp 

Higashihiroshima City 
Planning and Promotion Department,Planning Division 
8-29 Saijo-sakaeMachi, Higashihiroshima-City,Hiroshima, 
739-8601 Japan 
TEL:082-420-0917 
E-Mail: hgh200917@city.higashihiroshima.lg.jp 

・アトラクションメニューのご紹介（例） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

鏡開き 
東広島の酒で鏡開きを行い、参加者に
振る舞います。 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

酒造り唄 
酒造りの作業中に唄われていた
唄を披露します。 
・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

次郎丸太鼓 
結成35年以上の歴史ある地元
太鼓団による迫力ある演技で
会場を盛り上げます。 
・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・ 

酒蔵通り巡り 
地元ボランティアガイドによる案内で、
酒蔵通りを散策します。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

支援メニュー 
Support 
開催決定前から会期中まで東広島市で開催される会議をご支援します。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・会議開催に係る費用の助成 
・地元首長招請メッセージの手配 
・JR西条駅での歓迎メッセージの掲出 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・観光パンフレット等PR用品の提供、貸出 

別紙 学会等誘致パンフレットレイアウト案 

※本レイアウト案に使用している画像や
図、地図等はサンプルであり、このまま
使用するものではありません。受注者に
おいて改めて取材、撮影、構成等を行っ
ていただきます。 
また、レイアウトに関しても製作品質の
例示のための図案のため、このとおりと
なるものではありません。 

・体験メニューのご紹介（例） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

藍染体験 
酒蔵を改装した施設で藍染体験が楽し
めます。 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 



③ ② 

東広島の魅力 
・・・・・・・・・・・・・・・  

①優れた交通アクセス 
鉄道や隣接する広島空港などの充実した交通網で優れたア
クセス面が特長で、様々な交通機関で訪れることが可能で
す。平和都市として国際的な知名度を誇る広島市とも隣接
しており、在来線で約35分と好アクセスです。 
 

①Transportation access 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・ 
 

②コンパクトな会議開催 
JR西条駅周辺には1,200人を収
容可能な「東広島芸術文化ホー
ルくらら」を核として、徒歩圏
内に宿泊施設や飲食店が多数立
地しており、コンパクトな会議
開催が可能です。 
 

③Compact area 
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
・・・・ 
 

③学術研究機関の集積 
広島大学をはじめ、近畿大学工学部、広島国際
大学など４つの大学が立地しています。また広
島中央サイエンスパークには酒類総合研究所な
ど幅広い研究機関が立地しており、知の集積が
進んでいます。 

  
②Aggregation of Academic research 
facilities 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・ 

④西条酒蔵通り 
兵庫の灘、京都の伏見と並び称される日
本の銘醸地と知られる西条。JR西条駅周
辺は「西条酒蔵通り」と呼ばれ、7つもの
蔵元が軒を連ね酒造りを続けています。
会議後には地元の銘酒を是非お楽しみく
ださい。 
 

④Sake Brewery Street 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・ 
 

①アクセス 
Access to HIGASHIHIROSHIMA 

空路では国内主要都市はもちろん、アジアの主要都市へ直行便が就航しています。また広島空港からJR西条駅
へのリムジンバスも運行が始まり、更に便利になりました。 
鉄道では新幹線、在来線が利用でき、様々な交通手段で東広島市に訪れていただくことが可能です。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【空路でのアクセス】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【鉄道でのアクセス】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



⑤ ④ 

東広島芸術文化ホールくらら 
東広島市西条栄町7-19 
http://kurara-hall.jp 
TEL:082-426-5900 

JR西条駅から徒歩4分と好アクセスな立地にある「東広島芸術文化ホールくらら」が平成28年に
開館し、東広島市での会議開催がより便利になりました。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

室名 収容人数 

大ホール 1206 

小ホール 245 

サロンホール 100 

研修室（7部屋） 12～32 

会議室（4部屋） 12～18 

※小ホールは舞台の一部を下げることで
最大305人収容可能。研修室は部屋を一体
利用することで、最大44人まで収容可能 

東広島市市民文化センター 
東広島市西条 
http:// 
TEL:082- 

室名 収容人数 

アザレアホール 308 

研修室（3部屋） 12～42 

宿泊施設 
HOTELS 

②コンパクトな会議開催 
・・・・・・・・・ 

小ホール 

大ホール 

会場 
VENUES 

市街地MAP 
MAP 

J西条駅周辺拡大図 

アザレアホール 

  客室数 ＴＥＬ ＵＲＬ MAP位置 

東横イン東広島西条駅前 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1045 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00160/ （English 
OK) 

① 

ホテルヴァン・コーネル 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1046 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00161/ （English 
OK) 

② 

HOTEL KAMO 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1047 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00162/ （English 
OK) 

③ 

割烹・旅館 藤乃家 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1048 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00163/ （English 
OK) 

④ 

ホテルグランカーサ 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1049 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00164/ （English 
OK) 

⑤ 

ホテルサインライズ２１ 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1050 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00165/ （English 
OK) 

⑥ 

東広島グリーンホテルモーリス 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1051 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00166/ （English 
OK) 

⑦ 

割烹ホテル一ぷく 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1052 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00167/ （English 
OK) 

⑧ 

ホテル東広島ヒルズ西条店 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1053 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00168/ （English 
OK) 

⑨ 

広島テクノプラザ 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1054 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00169/ （English 
OK) 

⑩ 

西条HAKUWAホテル 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1055 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00170/ （English 
OK) 

⑪ 

東横イン東広島駅前 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1056 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00171/ （English 
OK) 

⑫ 

ベッセルホテル東広島 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1057 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00172/ （English 
OK) 

⑬ 

広島西条駅前ユースホステル 
シングル○○ ダブル
○○ 082-422-1058 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00173/ （English 
OK) 

⑭ 



⑦ ⑥ 

③学術研究機関の集積 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

④観光＆グルメ 
Sightseeing, Gourmet 
【西条酒蔵通り】 
JR西条駅周辺は「西条酒蔵通り」と呼ばれ、７つの酒蔵が軒を連ねています。まち歩きを楽しみな
がら、各蔵自慢の銘酒を飲み比べてはいかがでしょうか。またお酒にまつわるグルメも充実してい
ます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（酒スイーツ） 
日本酒にまつわるスイーツも充実し
ています。 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（美酒鍋） 
味付けは日本酒と塩コショウだけ
とシンプルながらも、日本酒と素
材の旨味が凝縮した料理です。 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 

【グルメ】 

【近隣にも見どころ盛りだくさん】 

【ゴルフ】 
東広島市はパークゴルフ場からメインコース
まで１０を超えるゴルフ場があります。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 

（平和記念公園）広島市 
原爆死没者の慰霊と世界恒久平和を祈念して
開設された公園です。 

（厳島神社）廿日市市 
世界文化遺産に登録されている日本屈指の名
社です。 

広島大学をはじめ、近畿大学工学部、広島国際大学など４つの大学が立地しており、平成20年に
は「東広島市と大学との連携に関する協定」を締結し連携を進めています。 
また広島中央サイエンスパークには酒類総合研究所など幅広い研究機関が立地しており、知の集
積が進んでいます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

【広島大学】 

【近畿大学工学部】 【広島国際大学】 

開催年 会議名 参加者数 

      

      

      

      

      

      

東広島市で開催された主要な会議 

サタケメモリアルホール 
収容人数：○○人 

多目的ホール 
収容人数：○○人 講堂 

収容人数：○○人 

（日本酒） 
清冽な水、寒暖差の大きな気候、
良質な米など旨い酒造り条件が
揃ったこの地で醸される酒はふく
よかな味わいが特徴です。 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 


