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淡路島国営明石海峡公園大規模修繕実施
【期間限定】
リニューアル体験キャンペーン
WEB会議プランのご案内



　平素は淡路夢舞台国際会議場をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウィルス感染症に罹患された皆様には謹んでお見舞い申し
上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。また医療
従事者をはじめ、治療や感染防止に日々 ご尽力されている皆様に深く敬意
を表し、感謝申し上げます。
　昨年は令和最初の年明けを迎えた喜びも束の間、予想もしない事態が
世界的規模で深刻な状況をもたらし、見通しの不透明な情勢が続く中、人と
人が会って交流を深めるというこれまで当然のようにとらえていた行為も非常
に慎重な考慮や対策を重ねて判断することが必要となってしまい、多くの
イベントにおいて中止を余儀なくされた1年となりました。当会議場へも影響は
大きく及び、年度初めには約1ヵ月半の臨時休館期間もございましたが、でき
る限りの対処方法を検討し、再開後はガイドラインに則した様 な々対策を取り
ながらお客様をお迎えさせていただいております。本ニューズレターにつき
ましてもまたこのように発行できる運びとなりましたことを大変嬉しく存じます。
　2020年は淡路夢舞台設立20周年の節目であり、中止や延期となった
イベントもございますが、秋には夢舞台の設計･グランドデザインを手掛けて
くださった世界的建築家の安藤忠雄先生にお越しいただいて、これまでの
夢舞台のあゆみを共に振り返り、人と自然が共生するこれからの社会や
夢舞台のあり方などについてのご提言をいただきました。また、隣接する
ホテルは国際的にも定評のある日系ブランドと新たにフランチャイズ契約を
締結し、「グランドニッコー淡路」として2020年10月1日にリブランドオープン
しております。当会議場も開業以来初めての大規模修繕を経て皆様に
一層便利にお使いいただける会議環境を整備させていただきました。困難
な状況下ではございますが、さらに皆様のお役に立てるよう、また皆様に
ご満足いただけるよう前へと進み続けておりますので、是非お越しいただき
ご利用賜れますと幸いでございます。
　コロナ禍においてこれまでの日常の概念を改めさせられることとなり、容易
に覆すことのできない現状に対するもどかしさも続くところですが、これまで
得られた知識や経験を基に少しずつでも難局を打開する術を皆で共有し、
補い合うとともに、各々がいかに未来を展望し、それ
に向けた積極的な取り組みを行うかで社会全体
の活気へと結びつくことが期待されます。新しい年
における、事態の早期収束ならびに皆様の益々
のご発展を祈念いたしますとともに、当会議場を
はじめ夢舞台の各施設もお客様に安心して安全
にご利用いただけるよう最善の対策をとり新しい
行動様式にも対応できる体制を整えて皆様をお待
ちしておりますので、今後とも一層のご指導ご鞭
撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

兵庫県立
淡路夢舞台国際会議場

館長 髙野 幸二郎

 

館長挨拶 　お客様の利便性を向上し、より快適にご利用いただくため当会議場において
大規模な修繕工事が行われ、全館完全閉館期間もあり皆様にはご不便をおか
けいたしましたが、1月22日より再びご利用いただけるようになりました。
　経年劣化が進行していた外観部分の補修、機材類の更新、設備面の機能強化
などにより一層充実した環境の中で会議をご開催いただけますので、是非実際に
ご利用いただき、使いやすさを実感してください。

淡路花博20周年記念
花みどりフェア
2021.3.20土

祝開幕！
　国際園芸･造園博「ジャパンフローラ2000」の開催から20年の
節目を迎えた2020年、「淡路花博20周年記念 花みどりフェア」が
9月に開幕する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により
秋（2020.9.19～11.3）に予定
されていたイベントは延期となり、
下記の通り2021年の春と秋に
開催されることとなりました。

　2020年秋については延期となりましたが、9月19日(土)から11月中旬
の間、入念に感染症予防対策をとりながら、淡路の自然、原風景などを
めぐり豊かな地域資源を再発見できるサイクルツーリズムや謎解きスタ
ンプラリーなど屋外イベントを中心にプレイベントが開催されました。
春から本格的に始まるフェアにおいても、美しい景観だけでなく、長い
歴史に育まれた文化、調和のとれた環境の中での健やかな暮らしなど
様々な角度から淡路島の魅力を発信するユニークなイベントが島内各所
で数多く予定されており、この期間だけの特別な企画を楽しみながら、
色鮮やかな花々が溢れる淡路島の穏やかな春を満喫していただけます。

祝
日5.302021年春 3.20土～

10.312021年秋 9.18 日土～

　淡路夢舞台国際会議場では、政府及び兵庫県の方針に基づき新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止対策を講じております。換気･空気清浄能力の
優れた高性能の空調機を新たに備え付け、エレベーターのボタン、照明ス
イッチ、ドアの取っ手など頻繁にお客様が触れる箇所のアルコール消毒
液による拭き上げ清掃を適宜行っているほか、お客様にいつでもお使い
いただけるよう館内パブリックスペース各所に手指消毒用のアルコール
を設置しております。職員も毎日検温を行い体調管理に努めております。
　ご利用のお客様にも、体調不良者の参加制限、マスクの着用、適切な間隔
の確保など、お願いをさせていただいている
事項がございますので、会議担当者との事前
のお打ち合せでご確認いただきたく、ご不便
をおかけいたしますがご理解、ご協力賜りま
すよう何卒宜しくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのお願い

　淡路夢舞台の中核施設として、2000年3月の開業以来質の高いサービスと
くつろぎの空間を提供してきた日本初のリゾート＆カンファレンス型ホテル「ウェ
スティンホテル淡路」は、マリオット・インターナショナルとのウェスティンブランド
の契約満了に伴い、新たに株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントと
契約を締結し、2020年10月より「グランドニッコー淡路」に生まれ変わりました。
　「グランドニッコー」は、国内外に展開しているニッコー・ホテルズ・インター
ナショナルにおける最上位ブランドであり、関西初進出となります。外資系ブラ
ンドで培ったサービスと、日本ならではのきめ細やかなおもてなしの融合により、
国際会議場をご利用のお客様には、実り多き会議となりますよう快適なご滞
在を提供いたします。ゆった
りと寛げる広 と々した客室、
目の前に広がる穏やかな青
い海、温暖な気候と豊かな
自然が育んだ新鮮な地元食
材など、都会の喧騒から解
き放たれて心身ともにリフ
レッシュできる格別なひとと
きをお楽しみください。

 『ウェスティンホテル淡路』から

『グランドニッコー淡路』へ

ほかにもたくさんのイベントが予定されており、情報が順次更新されて
います。感染症その他諸事情により内容が変更されることもありますので、
最新の情報は  https://www.awajihanahaku20th.jp/ 
にてご確認くださいますようお願いいたします。

《淡路交流の翼港×明石海峡大橋クルーズ》

春期フェア 淡路会場での主なイベント* *

国際会議場
大規模修繕実施

館内5つのホール用に新たに導入された高
性能の空調機には優れた換気能力だけでは
なくHEPAフィルターによる高い空気清浄能
力が備わっており、粒径0.3μmの有害な微
小粒子を99.97％以上除去し、お客様に安心
してご利用いただける衛生的な空間を提供
しています。医療機関でも採用される性能で
清浄な空気をホール内に排出、空気は1時間
に6回循環し、高い安全性を維持した状態で
会議を行っていただけます。

全会場の音響設備にデジタル方式
を採用し、機器の入れ替えだけで
なく伝送･通信方法など全般的に
設備を更新。明瞭で聞き取りやす
い音声をご提供できるようになり、
お使いいただけるワイヤレスマイク
の本数も増えました。チャンネル間
の干渉やハウリングなどのトラブ
ルも軽減され、快適にご利用いた
だけます。　

メインホールに20,000ルーメンの最新レー
ザープロジェクターを設置。正確な色で滑ら
かな映像を再現し、文字も鮮明に投写され
るほか、ノイズ、ひずみの低減や、画面全体
の輝度均一性により、大きな会場でも以前
よりさらに見やすさが向上しました。メイン
ホール以外にもイベントホールとアンフィ
シアターに新たなレーザープロジェクターを
揃え、質の高い鮮やかな画像を映し出すこと
が可能となっています。

空調 HEPA搭載
高性能空調システム

全室LED化 Wi-Fi 6･光回線

最新デジタル
サウンドシステム

4K対応高輝度
レーザー光源プロジェクター

照明

音響 映像

全室の照明のLED化により照度が向上し、均一で安定した明
るさのもと会議を進行していただけるようになりました。目が
疲れにくい落ち着きある明るさで、筆記試験など手元に十分
な明かりが必要な場面にも適した環境を提供いたします。

全館の無線LANアクセスポイントを次世代高速通信Wi-Fi 6
対応機種に刷新、主要会議室には光ファイバーを設置し、
使い勝手が良く高速かつ安定したフレッツ光の通信環境で
インターネットをご利用いただけます。

5/19（水）
新型コロナウイルス感染症の発生により人々の
社会生活が一変し、新たな生活や社会を模索
する動きが起こる中で公共空間における公園緑
地等に対する再評価へとつながっていることを
踏まえ、公園緑地のあり方がどのように変化する
かなど幅広い観点から議論し、国内外に発信。

淡路夢舞台国際会議場2階 メインホール

《　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　》IFPRAジャパン設立30周年･WUPジャパン設立5周年記念
国際シンポジウム「新たな暮らしを豊かにするオープンスペース」

※ハイブリッド形式にて開催
日程 場所

　兵庫県立淡路島公園内にある淡路ハイウェイオアシスと明石
海峡大橋のふもとにある淡路サービスエリアは連絡道路で直結し
て自由に行き来をすることができ、日々多くのお客様で賑わう人気
の観光施設ですが、以前は最寄の淡路インターチェンジから神戸
淡路鳴門自動車道へ入った場合はこれらの施設に進入できない
構造となっており、利便性向上への要望が寄せられていました。
　この課題に取り組むため、淡路市、株式会社夢舞台、本州四国
連絡高速道路株式会社が協力してスマートインターチェンジ
整備を進め、昨年3月29日に全国初の民間施設直結スマート
インターチェンジ「淡路北スマートインターチェンジ」の供用が
開始されました。淡路ハイウェイオアシス･淡路サービスエリアへ
直接アクセスできることで食事や買い物にお使いいただきやすく
なり、ご利用後には高速道路本線に乗るほか、本線を経由せずに
淡路インターチェンジから出ることも可能になりました。
　淡路北スマートインターチェンジは入口専用で、神戸方面、
徳島方面とも24時間利用可能ですが、ETC車載器が搭載され
ている車両限定であること、ETCゲートの手前では必ず一旦停止
をすることなどいくつかの注意点があり、ご利用に関するご案内、
料金等詳細はJB本四高速ホームぺージにてご確認いただけます。

https://www.jb-honshi.co.jp/customer_index/guide/awajikita/

2020年10月1日 リブランドオープン

淡路北スマートIC
- 淡路SA一帯がより便利に-

E28
神戸淡路鳴門
自動車道

淡路島国営明石海峡公園

《緑に触れる体験イベント「モリ・モン」》

淡路夢舞台をツアーガイドと一緒に散策、集めた葉や
木の実などを材料にモンスターを作成しモンスター
カードにします。
【対象】

4/24（土）、4/25（日） 受付日程

小学生 【問合せ先】info@morimon.net

淡路夢舞台

3/20（土・祝）～5/30（日）
※運休日あり。下記よりご予約下さい。

大型遊覧船「咸臨丸」を活用した
『海から感じる花の島「淡路島」』と世界一の吊り橋『明石海峡大橋』を巡る、
全便船上ガイドがビューポイントを紹介する特別な体験クルーズ。

日程

淡路交流の翼港より出港場所

https://awajisima-cruise.com

《キッズラグビートライアル》

元神戸製鋼コベルコスティーラーズOBがコー
チを務める神戸のSCIXラグビークラブによる
ラグビー体験教室。広大な芝生広場を駆け回
り、ラグビーの面白さや体を動かすことの爽快
感、「ワンチーム」の精神を学びます。

4/4（日） 淡路島国営明石海峡公園（芝生広場）日程 場所

通信



ご利用期間

キャンペーン内容

2021年3月20日（土）～2021年5月31日（月）

茶室を除く全ての会議室を通常の 半額 の室料でご利用い
ただけます。

【 例 】メインホール 9～17時ご利
用時室料

［通常料金］ 219,000円（税込）⇒

条  件
・2021年1月4日以降にご予約いた

だいた催事が対象となります。

・茶室はキャンペーン対象外となりま
す。

・他のキャンペーンと併用で利用して
いただくことはできません。

・備品、その他サービス等の料金は
半額対象外となります。

　キャンペーン料金  

109,500円（税込）
半額!

リニューアル体験キャンペーン
　機器や設備の性能がさらに向上

したリニューアル後の会議場で実
際の使い心地を

お気軽にお試しいただけるよう、2
021年3月20日(土)～5月31日(月

)の期間に茶室を

除く全会議室を対象としたキャン
ペーンを実施いたします。密を避け

たゆとりある座席

配置で広い会場をお使いいただい
ても室料を通常の半額でご利用い

ただくことができ、

当館最大のメインホールも対象とな
ります。大変お得な機会ですので是

非ご活用ください。

お得な助成金制度をご活用下さい
●淡路夢舞台国際会議場活用助成金制度
●国際会議開催助成制度
●中内力コンベンション振興財団の助成金

詳しくはお問い合わせ下さい 
淡路夢舞台国際会議場 
☎0799-74-1020

期間限定

　世界各地で長期にわたり新型コロナウイルスが測り知れない影響
をもたらす中、会議を取り巻く環境にも変化がみられるようになり、
現地開催とWEB開催を併用するハイブリッド形式での会議も多く
開催されるようになりました。多人数でも不安を抱えることなく対面
でのコミュニケーションが取れる状況へと早く落ち着くよう望まれる
ものの、収束後の安全な日常においてもこれまでの影響は継続し、
新しい会議の形の常態化が予測されます。
　当会議場においては、小規模のオンラインミーティングに便利に
お使いいただけるお手軽なセットプランの他、中規模のハイブリッド
形式での会議開催をお手伝いするプランをご用意しております。全室
無線LAN･有線LAN完備で安定した配信環境が整っており※、リモー
ト参加者にも明瞭な音声を届けることができる音響装置や光学3倍
ズーム搭載高画質会議用カメラ、設営準備対応要員を含むセットで
ハイブリッド型会議の円滑な進行をサポートいたします。

WEB会議プランのご案内

※ ご希望の方には追加費用にて別途専用回線の手配を承ります。
プランの詳細はホームぺージ
http://www.yumebutai.org/ にてご確認ください。

☎0799-74-1020【ご予約･お問い合わせ】 淡路夢舞台国際会議場
　 otoi@yumebutai.org   ホームぺージ http://www.yumebutai.org/

19,400円（税込）～
＜プランに含まれる内容＞
■会議室料 : 約30㎡（5～10名規模）、9時～17時
■50インチディスプレイ
■3倍ズームリモコン付き会議カメラ
■高品位エコーキャンセル･マイクスピーカー
■共用LAN回線（有線･無線）

小規模会議のプラン一例


