京都で開催される
MICEをサポートします!
Meeting（ミーティング）

Incentive（インセンティブ）

企業のミーティング等

企業が従業員の表彰や研修などの
目的で実施する旅行等

Convention （コンベンション）

国際団体、学会、協会等が主催する
総会、学術会議等

Event/Exhibition
（イベント/エキシビジョン）

文化イベント、展示会、スポーツイベント、見本市

MICEサポートサービス
◆京都PR映像の貸出

誘致中〜開催中までのサポート

3 パターンのイメージ映像から、
用途に合わせた使用が可能です。

◆各種助成金制度の活用
国際会議からミーティング、
インセンティブまで、MICE の
イベントタイプ、
規模にあわせた助成金制度や、イベント
記念品、通訳ガイドなどの費用を
補助する制度など、様々な助成金制度を
ご用意しております。

◆京都の写真画像の貸出
感染拡大予防対策に係る

会議ウェブサイト、会議案内チラシ、
プログラム等に活用できる
京都の写真画像を貸出します。

経費補助などを新設！！
既存制度も拡充します！

『京都イメージバンク』

https://kyoto-imagebank.com/ja

詳しい内容は裏面をご確認ください⇒

開催決定前のサポート

1

誘致用京都 PR ツールの提供
絵はがき、舞妓ピンバッジなどの
誘致用 PR グッズを提供いたします。

開催決定後のサポート

1

会議参加者用として、観光地図･
観光ガイドブックをご用意しております。

2
2

京都 PR バナーの貸出
京都開催を PR するための
バナースタンド一式を貸出いたします。

3
4

コンベンション主催者の視察受入れ支援
ビッドペーパー、プレゼン資料の作成支援

便利な観光地図、
ガイドブックを提供

お得な地下鉄･市バス一日乗車券の発売
通常 900 円の地下鉄･市バス共通 1 日乗車券が、
700 円で購入いただけます。フリーデザインも可能！

3

ユニークなレセプション会場の案内
京都らしい施設･会場をご紹介します。

4

府市民向け公開講座の広報支援
府市民向け公開講座を開催されるにあたり、
広報に協力いたします。
（チラシの配架協力）

その他、MICEの誘致･開催のための様々なアドバイスやサポートを行っておりますので、
お気軽に京都文化交流コンベンションビューローまでご連絡ください。
https://meetkyoto.jp

公益財団法人 京都文化交流コンベンションビューロー (KCVB)
Kyoto Convention & Visitors Bureau

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地 京都経済センター 3 階
TEL: 075-353-3053 e-mail: kyoto@hellokcb.or.jp

【京都府･京都市･京都商工会議所等が設立、運営しています】

meetkyoto.jp

検索

令和 2 年度
種

各種助成金制度のご案内
類

対

象

大規模国際コンベンション
開催支援助成金

C

国際会議

大規模国際コンベンション
誘致支援助成金

C

国際会議

C

国内/国際

小規模 MICE 開催支援助成金

京都市支援制度

中規模 MICE 開催支援助成金

京都らしい MICE 開催支援
補助制度

NEW
安心・安全な MICE 開催支援
（MICE 主催者向け）補助金

M I
C

国内/国際

M I

対象経費

会議等の開催に要する経費

広報宣伝費、印刷製本費、会場借上費、
キーパーソン等の招致経費等

助成金上限額

対象 MICE の要件

3 日以上

500 名以上

３箇国以上、参加者
・開催地決定前に申請
のうち海外参加者
100 名以上
（対象：令和3年度以降開催案件）

100 万円

3 日以上

500 名以上

３箇国以上、参加者
のうち海外参加者
100 名以上

小規模会議等の開催に要する経費

2 日以上

中規模会議等の開催に要する経費

60 万円

2 日以上

京都府
支援制度

令和 2 年度大規模コンベンション
開催支援助成金

C：200 名
〜 499 名

M I

10 万円
20 万円
30 万円

小規模：
感染症拡大予防対策に係る経費
中規模：
（3 密回避のための会議室追加、
マスクや消毒液の購入等に係る経費等） 大規模：

C

国内/国際

会議等の開催に要する経費

1,000 万円

なし

なし

・開催予定日の１箇月前に申請
・開催時期、規模、期間等に
応じて交付金額を決定
・開催予定日の１箇月前に申請
・（A）（
、B）併用可能
併用の場合は合計で上限50万円

なし

・同窓会は、大学同窓会や
企業OB会など

中規模：200〜499名

なし

・開催予定日の１箇月前に申請
・案件の規模によってほかの
助成金と併用可能

なし

・開催予定日の１箇月前に申請
・開催時期、規模、期間等に
応じて交付金額を決定
（対象：令和2年度の開催案件）

大規模：500名以上

2 日以上

・（B）伝統産業品の購入金額が
100万円以上の場合は75万円補助

小規模：50〜199名
1 日以上

・開催地決定前に申請

・開催予定日の１箇月前に申請
・開催時期、規模、期間等に
応じて交付金額を決定

M,I：200 名以上

（対象経費の2/3まで）

NEW

50 名〜 199 名

50

国内/国際

欄

1,000 万円

（Ａ）京都らしい文化プログラム
M,I,C：30 名以上
式典やレセプション等における、舞、
1 日以上
同窓会：100 名以上
和太鼓、茶道、着物着付、鏡開き等の経費
C 国内/国際
（うち、京都市外在住者
（Ｂ）京都らしい伝統産業プログラム
万円
5 割以上）
M I
参加者等に対して配布する
（上限まで
同窓会
伝統産業製品の購入経費及び工房見学、
※参加者の 7 割以上が、
対象経費の全額補助） 原則京都市内に 1 泊以上滞在
体験費用、ミスきもの派遣等の費用
すること。
（ただし、同窓会除く）

C

考

参加人数

30 万円

海外参加者要件

備

会期

500 名以上

京都府域（京都市内除く）で開催される企業ミーティング、インセンティブ、コンベンション、分科会等に要する経費、

京都府 MICE 助成金制度

京都府域（京都市内除く）で実施されるエクスカーションツアー催行に要する経費を助成いたします。詳しくは、お問い合わせください。

その他
支援制度

会議参加者が

京都市ビジターズホスト
活用支援制度

C

国際会議

京都市内におけるエクスカーション等
での京都市ビジターズホスト活用に
要する経費

3
201〜500名：5万円
501名以上：10万円
50〜200名： 万円

2 日以上

50 名以上

３箇国以上

・ガイド対象言語
（英語、中国語、フランス語）
・開催予定日の１箇月前に申請

