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会�
1.7（水）�

株式会社ハイマックス�
TEL : 045-212-5664　FAX : 045-212-1220�
http://www.himacs.co.jp/

2005年春卒業予定の大学生・大学院生
に対しての就活セミナー�

会�

日本公文教育研究会講演会�
"脳を育て、夢をかなえる"�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,500人　無料 

1.10（土）�
日本公文教育研究会　横浜事務局�
TEL : 045-314-8600　FAX : 045-314-8609�
http://www.kumon.ne.jp�
�

講演会�

展�

ミナミウインタースポーツブランドバーゲン�
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人�
無料�

1.10（土）�
�
～1.12（月）�

株式会社ミナミ�
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1175�
http://www.minami.co.jp

スポーツ用品全般の物販�

会�

神奈川県歯科医師会 第2回 学術大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　�
無料�

1.11（日）�
社団法人神奈川県歯科医師会�
TEL : 045-681-2172　FAX : 045-681-2426

歯科に関する学会�

会�

神奈川県地域歯科医療研修会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：300人�
無料�

1.11（日）�
社団法人神奈川県歯科医師会�
TEL : 045-681-2172　FAX : 045-681-2426�
�
�

歯科に関する学会�

会�

ブルーアースシンポジウム�
（第20回「しんかい」・第7回「みらい」シンポジウム）�
参加対象：一般公開　来場者数：1,100人　無料�
�

1.15（木）�
�
～1.16（金）�

海洋科学技術センター�
TEL : 046-867-9883　FAX : 046-869-0812�
http://www.jamstec.go.jp/

深海域、海洋の研究分野における成果の
発表�

国�

横浜こどもアート体験プログラム�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人�
無料�

1.17（土）�
�
～1.18（日）�

特定非営利活動法人横浜こどものひろば�
TEL : 045-243-0762　FAX : 045-243-0763�
http://www.yokohama-kodomo.com

アフリカンダンス＆パーカッション・ワークショ
プ。小学生～高校生対象�

ア�

支援組織「TSUNAMI」3周年記念講演および交歓会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人�
有料�

1.22（木）�
株式会社TSUNAMIネットワークパートナーズ�
TEL : 045-470-8088　FAX : 045-470-8090

ベンチャー企業の発掘・支援・育成を行う
「TSUNAMI」の3周年記念講演会・交歓会�

国�

神奈川自衛隊音楽まつり2004
参加対象：招待者（一部一般公開） 事前申込要　来場者数：4,300人�
無料�

2.1（日）�
自衛隊神奈川地方連絡部　広報室�
TEL : 045-335-1151（内）423　FAX : 045-331-4989

自衛隊音楽隊等による音楽演奏及び入
隊予定者激励会�

国�

電機連合 第90回 中央委員会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人�
無料�

1.29（木）�
�
～1.30（金）�

電機連合�
TEL : 03-3455-6911　FAX : 03-3452-5406�
http://www.jeiu.or.jp

2004年春闘方針の決定、他�

ア�

コミックワールド横浜29
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人�
有料 600円�

2.1（日）�
エスイー株式会社�
TEL : 044-755-8833　FAX : 044-755-7530�
http://www.deleter.com/comicworld/�
�

画材及び同人誌の展示即売会�

会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人�
有料�

1.26（月）�
�
～1.30（金）�

日本エレクトロニクスショー協会�
TEL : 03-5402-7601　FAX : 03-5402-7605

LSIとシステムの設計技術に関する国際
会議�

ASP-DAC2004

会�

第25回 SCCJセミナー�
参加対象：関係者のみ　来場者数：400人　�
有料 19,000円�

2.3（火）�
資生堂リサーチセンター（新横浜）�
TEL : 045-590-6025　FAX : 045-590-6093

化粧品研究者対象のセミナー�

会�

HRD JAPAN 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：約1,000人�
有料 1セッションあたり25,000円（JMA会員外）�

2.3（火）�
�
～2.6（金）�

社団法人日本能率協会　経営・人材革新事業本部内　HRD JAPAN事務局�
TEL : 03-3434-1955　FAX : 03-3434-6447�
http://school.jma.or.jp/�
�

人事・人材開発分野の最新動向の情報収
集・相互交流の場として開催しております�

展�

日経就職フォーラム�
参加対象：就職希望の学生のみ　来場者数：6,000人�
無料�
�

2.4（水）�
�
～2.5（木）�

日経就職フォーラム事務局��
TEL : 045-650-2834�
http://job.disc.co.jp/forum/

大学･専門･短大生対象（新卒のみ）�
就職合同企業説明会�

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。�

convention calendar
12月� 2月�

・・・国立大ホール�国�・・・会議センター�会�
・・・展示ホール�展� ア�・・・アネックスホール�

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート�事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。�

IT業界セミナー＆内定GET塾�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人�
無料�

第40回 横浜デンタルショー�
参加対象：関係者（一部一般公開）　来場者数：10,000人�
無料�

1.11（日）�
�
～1.12（月）�

社団法人横浜市歯科医師会�
TEL : 045-681-1553　FAX : 045-212-4618

歯科関連講演会・歯科関連機器材展示�

展�会�

会�
1.18（日）�

株式会社メディカ出版�
TEL : 06-6385-1807　FAX :06-6385-6873

看護研修会�メディカ出版 看護セミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：150人�
有料�

会�
1.23（金）�

トライボロジー研究会事務局（協同油脂株式会社内）�
TEL : 03-3543-5813　FAX : 03-3545-6259

講演会�トライボロジー研究会第15回 講演会�
参加対象：招待者のみ　来場者数：210人�
無料�

展�

第7回 横浜リセールショウ 2004冬�
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人�
有料 300円�

1.10（土）�
�
～1.11（日）�

株式会社見本市援護会�
TEL : 03-3296-1055　FAX : 03-3296-1056�
http://www.resaleshow.com

全国の有名リサイクルブティック・質店・メー
カー在庫等による二次マーケットの即売
会�pick up!

展�ア�

Electronic Design and Solution Fair 2004
参加対象：一般公開　来場者数：12,000人�
無料�

1.29（木）�
�
～1.30（金）�

日本エレクトロニクスショー協会�
TEL : 03-5402-7601　FAX : 03-5402-7605�
http://www.edsfair.com/

半導体・システムＬＳＩなどの電子回路設計
技術及びソリューション技術の専門展示会�

pick up!

ア�展�

テクニカルショウヨコハマ2004（第25回 工業技術見本市）�
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人�
無料�

2.4（水）�
�
～2.6（金）�

社団法人神奈川県産業貿易振興協会�
TEL : 045-671-7058　 FAX : 045-671-7064�
http://www.ktpc.or.jp/

神奈川県最大の工業技術・製品総合見
本市�

pick up!

国�
1.3（土）�

株式会社テレビ東京�
TEL : 03-5473-3281　FAX : 03-5473-3449�
http://www.tv-tokyo.co.jp/sports.html

ポンサクレック・シンワンチャーvsトラッシュ
中沼�

プロボクシング WBC世界フライ級タイトルマッチ�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：3,500人�
有料 5,000円～30,000円�

ア�

1.9（金）�
�
～1.10（土）�

株式会社ビソーニ�
TEL : 03-3784-7000　FAX : 03-3784-7302

婦人・紳士・宝飾雑貨の展示販売会�ビソーニ共同企画・三井物産ファミリーセール�
冬のラストクリアランスセール�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：6,000人　無料�

会�
1.11（日）�

日本補綴歯科学会　西関東支部�
TEL : 046-825-1500　FAX : 046-822-8861�
http://www.kdcnet.ac.jp/hotetu3/nishikanto/

学術講演、ポスター発表�
生涯学習公開セミナー、認定医審査会�

日本補綴歯科学会 平成15年度 西関東支部 学術大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：250人�
有料 学会員のみ2,000円�

会�

1.23（金）�
�
～1.24（土）�

昭和大学　医学部　細菌学教室�
TEL : 03-3784-8131　FAX : 03-3784-3069�
�

学術集会�第1回 日本カテキン学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人�

月�

2

国�
12.31（水）�

株式会社ディスクガレージ�
TEL : ディスクガレージ情報ID：GA　0180-99-3322�
http://www.diskgarage.com

ゆずの年越しライブ�ゆず 初の年越しライブ！！ 幸（せ）拍（手）歌合戦 2003～2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,000人�
有料 全席指定6,300円（税込）�

月�

1
月�

12
開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

パシフィコ横浜で開催される催物を紹介します。�

pick up events
1月10日（土）～11日（日） 展示ホール�

第7回 横浜リセールショウ 2004冬�

全国有名質店・ブランドリサイクル店

等が大集合しての、厳選お宝即売会。

質流れ・中古品といったネガティブイメー

ジはなく、むしろ、資源を有効活用し

賢くお金をつかう現代ならではのシス

テム。リセールと称するだけあってメーカーアウトレット等も出品し、出

品12万点以上のうち40％は新品です。�

　　　 お問合せ：株式会社見本市援護会�

電話番号：03-3296-1055  FAX：03-3296-1056  http://www.resaleshow.com

2月10日（火）～15日（日） アネックスホール�

第9回 NECブリッジフェスティバル�

　　　 お問合せ：社団法人日本コントラクトブリッジ連盟�

電話番号：03-3357-3741　FAX：03-3357-7444　http://www.jcbl.or.jp

1月29日（木）～30日（金） 展示ホール、アネックスホール�

Electronic Design and Solution Fair 2004

EDA・デバイス・IP設計サービス等の

先端技術を組合わせた、新しい設計技

術とソリューションを提供する、アジア

随一の展示会。ユビキタス社会が現

実のものとなりつつある現代では、電

子回路設計と関連技術のすべてを高度化することが必須で、EDS Fair

開催は世界的にも重要なものになっており、注目されております。�

　　　 お問合せ：日本エレクトロニクスショー協会�

電話番号：03-5402-7601  FAX：03-5402-7605  http://www.edsfair.com/

2月4日（水）～6日（金） 展示ホール、アネックスホール�

テクニカルショウヨコハマ 2004

日本経済を支えているもの、それは地

元の産業。そんな、神奈川県の企業

が大集合しての工業技術・製品総合

見本市で、25回目の開催です。今回

は上海企業の特別出展とTSUNAMI

ベンチャーフェアが加わり、350社超の企業が出展。それぞれの最先

端技術や新製品からは、各社の意気込みが伝わってきます。�

　　　 お問合せ：社団法人神奈川県産業貿易振興協会　10:00～17:00入場無料�

電話番号：045-671-7058  FAX：045-671-7064  http://www.ktpc.or.jp/　�

2月10日（火）～12日（木） 会議センター�

平成15年度学会年次大会（横浜）  '95世界獣医学大会（横浜）開催10周年記念�

95 年に横浜で世界獣医学大会が開催されてか

ら10年。各分野で様々に発展してきた獣医療も、

さらに変化する社会の多様な要請と、今日の課

題に対応していかねばなりません。この大会は、

日頃、自助努力で自己学習、研鑽に努めている

獣医さんにとって、情報を発表し交流する貴重

な機会となっています。�

分かりやすく言えば犬たちの美人コンテスト。

内外から約1,000頭の犬たちが集合します。そ

れも血統書つきの犬たちで、審査の基準となる

のは、犬種ごとに異なる特徴をどれだけ持って

いるかということ。種の保存という観点からも真

剣なものです。でも、犬たちはみんな可愛いで

すけどね。�

　　　 お問合せ：社団法人横浜市獣医師会�

電話番号：045-751-5032  FAX：045-752-1014

2月18日（水）～20日（金） 展示ホール�

SBJ10（第10回 スノーボードジャパン 2004）�

毎年全国各地から多くの出展社・来場者が

集まる世界最大級のスノーボード・ビジネスト

レードショー。10年目という節目の年を迎える

にあたり、これまでのスノーボード発展を探る

展示スペースが設けられます。また、「Feel 

the FUTURE」をテーマに、出展社・来場者にとってビジネスに有効な場

を持つ、利便性を兼ね備えた、未来に繋がっていく展示会となります。�

　　　 お問合せ：日本スノーボード産業振興会　�

電話番号：03-5645-3355  FAX：03-5645-3322   http://www.sbj.org/

2月20日（金）～21日（土） 会議センター、国立大ホール�

第19回 日本環境感染学会総会�

　　　 お問合せ：株式会社コングレ�

電話番号：03-5216-5303  FAX：03-5216-5552

2月22日（日） 展示ホール�

FCIインターナショナルドッグショー�

　　　 お問合せ：JKC神奈川ブロック協議会�

電話番号：044-766-7626  FAX：044-755-9595 

日本で唯一のコントラクトブリッジの国

際競技会、それがこのフェスティバル

です。ブリッジは世界中に多くの愛好

者を持つ、トランプを使った頭脳競技で、

囲碁や将棋のように奥の深い駆け引

きが魅力のゲーム。欧米では社交の場では欠かせないものとなってい

ます。初心者向け体験教室もあります。�

SARS等の新しい感染症、結核等の以前からあ

る感染症、現代ならではのペット動物からの感

染症と、多くの課題を抱える環境感染学会。広

く環境からの感染症をとりあげ、医師、看護師、

薬剤師、検査技師等の方々が一緒になり、院

内感染対策をはじめとする対策に取り組んでいき

ます。�
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平成15年度 横浜商科大学卒業式･学位授与式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人�
無料�

�
3.18（木）�

横浜商科大学�
TEL : 045-571-3901　FAX : 045-571-4125�
http://www.shodai.ac.jp

卒業式・学位授与式�

国�

GEISAI－5
参加対象：一般公開　来場者数：3,500人�
有料 1,500円�

3.21（日）�
有限会社カイカイキキ�
TEL : 048-456-2548　FAX : 048-456-2535�
http://www.geisai.net

アート作品の展示販売、審査を行い、審
査の発表などをおこなう�

展�

平成16年度 富士ソフトABC株式会社�
入社歓迎パーティー・ガイダンス�
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人　無料�
�

4.1（木）～�
�
4.2（金）・4.5（月）�

富士ソフトABC株式会社�
TEL : 03-5600-3388　FAX : 03-5600-2591�
http:/www.fsi.co.jp�
�

富士ソフトABC株式会社の入社歓迎パー
ティー・ガイダンス�

会�

JRC2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：JRC2003学会7,305人、展示会35,250人　�
有料 学会（会員12,000円、非会員18,000円）、展示会3,000円�

4.8（木）�
�
～4.10（土）�

有限責任中間法人日本ラジオロジー協会�
TEL : 03-3518-6111　FAX : 03-3518-6139�
�

医学放射線学会、放射線技術学会、�
国際医用画像総合展共同開催�

（社）日本監査役協会設立30周年記念式典�
第58回 監査役全国会議�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,300人　有料�

4.13（火）�
社団法人日本監査役協会�
TEL : 03-5219-6125　FAX : 03-5219-6120�
http://www.kansa.or.jp/

（社）日本監査役協会会員会社監査役・
監査委員を対象とした講演・パネルディス
カッション�

第11回 ホトマスクジャパンシンポジウム�
参加対象：関係者のみ　来場者数：760人�
有料 45,000円�

4.14（水）�
�
～4.16（金）�

財団法人日本学会事務センター（ホトマスクジャパン事務局）�
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823�
http://edpex104.bcasj.or.jp/pmj/

シンポジウム、技術展示会�

ア�

dSPACE ユーザ会 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人  �
無料　�

4.21（水）�
株式会社リンクス�
TEL : 045-979-0731　FAX : 045-979-0732�
http://www.linx.jp/seminar/docs/dspace_conference04/

dSPACE ユーザ会 2004

会�

2004年度 関東学院大学入学式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人�
無料�
�

4.2（金）�
関東学院大学�
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038�
�
�

入学式�

会�国�

会�

国際ロータリー第2590地区 2003～04年度地区大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人�
無料�

4.23（金）�
�
～4.24（土）�

国際ロータリー第2590地区 地区大会事務局�
TEL : 045-339-2590　FAX : 045-339-2591�
http://homepage2.nifty.com/rid2590/

交歓と講演、地区内クラブ及び国際ロー
タリー全般に関する問題の討議�

LASER EXPO 2004
参加対象：一般公開　来場者数：3,300人�
無料�

4.27（火）�
�
～4.28（水）�

株式会社オプトロニクス社�
TEL : 03-3269-3550　FAX : 03-3269-2551�
http://www.optronics.co.jp/le/

レーザー機器等の展示�

矢井田瞳コンサート�
参加対象：入場券購入者のみ　来場者数：約4,000人�
有料 6,300円�

4.29（木）�
キョードー横浜�
TEL : 045-671-9911

矢井田瞳　コンサート�

国�

学校法人岩崎学園�
情報科学専門学校［横浜西口校］･新横浜校 卒業式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人　無料�

�
3.19（金）�

学校法人岩崎学園�
TEL : 045-311-5562　FAX : 045-311-5436�
http://www.iwasaki.ac.jp

卒業証書授与式・卒業記念パーティー�

会�
宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習会�
参加対象：受講者のみ　来場者数：800人�
無料�

3.20（土）�
�
～3.21（日）�

財団法人不動産流通近代化センター�
TEL : 03-3986-0246　FAX : 03-3986-3882�
http://www.kindaika.jp/jitsumu.html

宅地建物取引業法第18条に基づく取引
主任者資格登録の実務講習�

ア�

2003年度 関東学院大学卒業式・学位授与式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人�
無料　�

3.24（水）�
関東学院大学�
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038

卒業式の実施�

国�

2004国際医用画像総合展�
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人�
有料 3,000円�

4.8（木）�
�
～4.10（土）�

社団法人日本画像医療システム工業会�
TEL : 03-3816-3450　FAX : 03-3818-8920�
http://www.jira-net.or.jp（2004年2月～）�

医療用画像診断機器、治療用装置及び
関連機器の展示�

展�

第1回 環太平洋蛋白質科学国際会議�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,600人�
有料 事前登録 25,000円�

4.14（水）�
�
～4.18（日）�

第1回環太平洋蛋白質科学会事務局�
Eメール : pricps2004@bcasj.or.jp�
http://edpex104.bcasj.or.jp/pricps2004/

プレナリー講演、シンポジウム、�
ワークショップ、一般講演（ポスター）等�

会�

（社）日本フラワーデザイナー協会神奈川県支部総会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：300人�
料金：未定�

社団法人日本フラワーデザイナー協会�
TEL : 0467-52-4366　FAX : 0467-52-4366�
�

平成15年度 社団法人日本フラワーデザイ
ナー協会神奈川県支部総会と付帯事業�4.4（日）�

会�
平成16年度 横浜商科大学入学式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人�
無料�

学校法人横浜商科大学�
TEL : 045-471-3901　FAX : 045-571-4125�
http://www.shodai.ac.jp

入学式�

4.5（月）�
国�

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習会�
参加対象：受講者のみ　来場者数：800人�
無料�

4.3（土）�
�
～4.4（日）�

財団法人不動産流通近代化センター�
TEL : 03-3986-0246�　FAX : 03-3986-3882�
http://www.kindaika.jp/jitsumu.html

宅地建物取引業法第18条に基づく取引
主任者資格登録の実務講習�

ア�

ワールドホビーフェスティバル横浜13
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人�
有料 700円�

3.21（日）�
エスイー株式会社�
TEL : 044-755-8898　FAX : 044-755-7530�
http://whf-jp.com/

玩具・ガレージキットの展示即売会�

展�

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。� 主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。�

メディカ出版 看護セミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：250人　�
有料�

2.14（土）�
�
～2.15（日）�

株式会社メディカ出版�
TEL : 06-6385-1807　FAX : 06-6385-6873

看護研修会�

会�

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”Jazz Cafe 2004
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人　�
無料（飲食代別）�

2.13（金）�
�
～2.14（土）�

横浜アーチスト　�
TEL : 045-681-3734

パシフィコ横浜が「みなとみらい線」開業に贈
るスペシャルイベントの第3弾！生のジャズ演奏
がお楽しみ頂けるカフェを2日間限定オープン� 国�

IT業界セミナー＆内定GET塾�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人�
無料�

2.16（月）�
株式会社ハイマックス�
TEL : 045-212-5664　FAX : 045-212-1220�
http://www.himacs.co.jp/

2005年春卒業予定の大学生・大学院生
に対しての就活セミナー�

会�

インタースタイル04春�
参加対象：業界関係者（最終日のみショップゲスト招待）�
来場者数：25,000人　無料�

2.18（水）�
�
～2.20（金）�

interstyle事務局�
TEL : 03-3269-2119　FAX : 03-3269-2179�
http://www.interstyle.jp

セレクトショップやアクションスポーツブラ
ンドなどアパレル・ギア・雑貨などの展示会�

展�

IT業界セミナー＆内定GET塾�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人�
無料�

2.28（土）�
株式会社ハイマックス�
TEL : 045-212-5664　FAX : 045-212-1220�
http://www.himacs.co.jp/

2005年春卒業予定の大学生・大学院生
に対しての就活セミナー�

会�

中島美嘉コンサートツアー2004 “LOVE”�
参加対象：一般公開　来場者数：4,500人�
有料 全席指定5,800円�

2.21（土）�
キョードー東京�
TEL : 03-3498-9999

中島美嘉コンサートツアー2004 “LOVE”
開場17：00　開演18：00

国�

2004 生産革新総合大会�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：3,000人�
料金：未定�
�

2.25（水）�
�
～2.27（金）�

社団法人日本能率協会�
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447�
http://www.jma.or.jp

企業の生産革新事例の発表と生産戦略
についての講演会�

会�

みんなであそぼ0123才inみなとみらい�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：3,000人�
有料 1,000円�

2.28（土）�
�
～2.29（日）�

特定非営利活動法人横浜こどものひろば�
TEL : 045-243-0762　FAX : 045-243-0763�
http://www.yokohama-kodomo.com

乳幼児と親を対象としたあそびと子育て
の交流�

国�
日経就職フォーラム�
参加対象：就職希望の学生のみ　来場者数：6,000人�
無料�

3.2（火）�
�
～3.3（水）�

日経就職フォーラム事務局�
TEL : 045-650-2834�
http://job.disc.co.jp/forum/

大学･専門･短大生対象就職（新卒のみ）
就職合同企業説明会�

展�

職選広場 in 神奈川�
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人�
無料�

�
3.9（火）�

株式会社アイデム�
TEL : 03-5273-3181　FAX : 03-5286-7393�
http://www.syokusen.com

一般転職者、平成16・17年3月卒業見込
者（大学・短大・専門）対象の面談会�

ア�

参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人�
有料 20,000円（予定）�

�
3.7（日）�

株式会社学会サービス�
TEL : 03-3496-6950　FAX : 03-3496-2150

第4回日本糖尿病療養指導士認定試験�

会�

日本糖尿病療養指導士認定機構 試験�

ジューテック住まいるフェア2004 in YOKOHAMA
参加対象：招待者のみ　来場者数：2,000人�
無料�

2.14（土）�
株式会社ジューテック横浜営業所�
TEL : 045-593-0011　FAX : 045-593-0048�
�

住宅資材、住宅機器の展示・販売�

展�

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”劇団飛行船「忍たま乱太郎ファミリーミュージカル」�
参加対象：一般公開 事前申込要・招待 往復はがきに希望人数（１枚5名まで）等�
を明記のうえ応募 応募締め切り：1月26日（月）　来場者数：5,000人　無料�

2.11（水）�
横浜アーチスト　�
TEL : 045-681-3734

パシフィコ横浜が「みなとみらい線」開業
に贈るスペシャルイベントの第2弾！�
忍たま乱太郎のミュージカル� 国�

平成15年度 日本工学院専門学校卒業式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人�
無料�

�
3.17（水）�

横浜アーチスト�
TEL : 045-681-2255　FAX : 045-681-3735

卒業式�

国�

平成15年度 神奈川大学卒業式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人�
無料�

3.25（木）�
学校法人神奈川大学�
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915�
http://www.kanagawa-u.ac.jp

卒業式�

国�会�

4.3（土）�
学校法人神奈川大学�
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915�
http://www.kanagawa-u.ac.jp

入学式�

国�

平成16年度 神奈川大学入学式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人�
無料�
�

平成16年度 岩崎学園合同入学式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人�
無料�

4.4（日）�
横浜アーチスト�
TEL : 045-681-3731　FAX : 045-681-3735�
http://www.iwasaki.ac.jp�
�

入学式および進級式�

国�

平成16年度 北里大学入学式�
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人�
無料�

学校法人北里学園�
TEL : 03-5791-6198　FAX : 03-3444-2530

入学式�

4.6（火）�
国�

ア�展�会�

会�国�

ア�展�

ア�

第9回 NECブリッジフェスティバル�
参加対象：一般公開（見学自由）　来場者数：2,000人�
無料�

社団法人日本コントラクトブリッジ連盟�
TEL : 03-3357-3741　FAX : 03-3357-7444�
http://www.jcbl.or.jp

コントラクトブリッジの国際大会�2.10（火）�
�
～2.15（日）� pick up!

SBJ10（第10回スノーボードジャパン2004）�
参加対象：招待者のみ　来場者数：25,000人�
無料�

2.18（水）�
�
～2.20（金）�

日本スノーボード産業振興会�
TEL : 03-5645-3355　FAX : 03-5645-3322�
http://www.sbj.org/

スノーボード関連のビジネストレードショー�

展�pick up!

第19回 日本環境感染学会総会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人�
有料 8,000円�

2.20（金）�
�
～2.21（土）�

株式会社コングレ�
TEL : 03-5216-5303　FAX : 03-5216-5552

医学学術会議�

国�会�pick up!

FCIインターナショナルドッグショー�
来場者数：2,500人�
有料 500円�

2.22（日）�
JKC神奈川ブロック協議会�
TEL : 044-766-7626　FAX : 044-755-9595

ドッグショー�

展�pick up!

展�ア�

国�展�

展�

展�

会�

第10回 シンポジウム�
「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合･実装技術」�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人　有料 5,000円～40,000円�

2.5（木）�
�
～2.6（金）�

社団法人溶接学会�
TEL : 03-3253-0488　FAX : 03-3253-3059�
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/Mate2004.html

国内シンポジウム�

ア�展�

第8回 「震災対策技術展」�
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人�
有料 1,000円�

2.5（木）�
�
～2.6（金）�

エグジビションテクノロジーズ株式会社�
TEL : 03-5775-2855　FAX : 03-5775-2856�
http://www.exhibitiontech.com

東海・東南海・南海地震対策に取り組む
技術展�

国�

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”�
クレイジーケンバンド ショウ�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,200人　有料 4,500円�

2.7（土）�
横浜アーチスト�
TEL : 045-681-3734

パシフィコ横浜が「みなとみらい線」開業
に贈るスペシャルイベントの第1弾！�
クレイジーケンバンドのコンサート�

国�

霊友会 恩師小谷喜美先生三十四回忌法要�
参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人�
無料�

2.9（月）�
霊友会　本部事務局�
TEL : 03-6402-2567　FAX : 03-6402-2569�
http://www.reiyukai.info

初代会長法要�

平成15年度学会年次大会（横浜） '95世界獣医学大会（横浜）開催10周年記念�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人�
有料 事前登録8,000円、当日登録12,000円（市民公開講座：一般市民無料）�

2.10（火）�
�
～2.12（木）�

社団法人横浜市獣医師会�
TEL : 045-751-5032　FAX : 045-752-1014

獣医学について注目を集めているテーマ
による特別講演、シンポジウム、教育講演、
一般口演の開催� 会�pick up!

convention calendar
2月� 4月�
・・・国立大ホール�国�・・・会議センター�会�

・・・展示ホール�展� ア�・・・アネックスホール�convention calendar ・・・国立大ホール�国�・・・会議センター�会�
・・・展示ホール�展� ア�・・・アネックスホール�

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。�学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート� 学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート�

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。� 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。�

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

展�

2.23（月）�
�
～2.24（火）�

SCビジネスフェア 2004事務局�
TEL : 03-3536-8121　FAX : 03-3536-8120�
http://www.jcsc.or.jp/�
�

デベロッパー、各種専門店、関連企業群が
展開。街作り、商店街関係者、学生も交流�

SCビジネスフェア 2004�
（第28回 日本ショッピングセンター全国大会併催）�
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　無料 

2.25（水）�
�
～2.27（金）�

日本工業新聞社�
TEL : 03-3273-6181　FAX : 03-3241-4999�
http://www.jij.co.jp/event/jichi/

電子政府・電子自治体などITを利活用し
た自治体及び地域社会の活性化をめざし
た展示会�

活力自治体フェア’04
参加対象：一般公開　来場者数：35,000人�
無料 

�
3.16（火）�

株式会社プランニングインターナショナル�
TEL : 03-3568-8621　FAX : 03-3568-8624�
�

ヘアーコンテスト＆ヘアショー＆展示会�YOKOHAMA HAIR RENAISSANCE 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000人�
有料（展示会場は無料）�

4.16（金）�
�
～4.18（日）�

横浜骨董ワールド事務局�
TEL : 03-5996-4105　FAX : 03-5996-4130�
�

和洋骨董・アンティークトイ＆コレクタブル
のディーラー約400社による大展示即売会�

第5回 横浜骨董ワールド�
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人�
有料 1,000円�

4.22（木）�
�
～4.24（土）�

社団法人全日本トラック協会�
TEL : 03-5323-7109　FAX : 03-5323-7230�
http:/www.iru.org/

世界各国の貨物・旅客輸送関係者が参加
し共通テーマによる討論及び展示会を行う�

The 29th IRU  World Congress
参加対象：［会議］一般公開 事前申込要、［展示会］一般公開�
来場者数：2,000人　無料  会議出席のみ有料�

月�

2

月�

3

月�

4
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第12回 フランス映画祭横浜2004
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人�
料金：未定�

6.16（水）�
�
～6.20（日）�

フランス映画祭横浜受入委員会（横浜市芸術文化振興財団内）�
TEL : 045-682-2015　FAX : 045-682-2045

映画祭�

会�
明治大学神奈川県東部地区父母会総会懇談会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：450人�
無料�

6.19（土）�
明治大学教務事務部父母会事務室�
TEL : 03-3296-4078　FAX : 03-3219-6385

総会・懇親会�

会�

平成16年度 日本内科学会生涯教育講演会Bセッション�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人�
有料 2,000円�

6.27（日）�
社団法人日本内科学会�
TEL : 03-3813-5991　FAX : 03-3818-1556�
�

会員の為の生涯教育�

国�

ワールド・ライティング・フェア 2004
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人�
有料 3,000円�

6.24（木）�
�
～6.26（土）�

ワールドライティングフェア事務局�
TEL : 03-3706-5687　FAX : 03-3706-6766�
http://www.wlf.co.jp

演出表現に関わる照明器具等の展示会�

5月� 6月� ・・・国立大ホール�国�・・・会議センター�会�
・・・展示ホール�展� ア�・・・アネックスホール�

学会・会議・シンポジウム� 大会・式典・その他� 展  示  会� イベント・コンサート�事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。�

「都市にいのちの森を」市民フォーラム�
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人�
無料�

6.12（土）�
財団法人国際生態学センター�
TEL : 045-651-7690　FAX : 045-651-7692

環境問題に対する講演およびパネル討論�

会�
第47回 全国私立保育園研究大会 横浜大会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：約2,500人�
無料�

6.16（水）�
�
～6.18（金）�

JTB教育旅行横浜支店�
TEL : 045-312-3333　FAX : 045-314-9198

保育園関係者の講習会�

第6回 RINGの会横浜オープンセミナー�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人�
有料 5,000円�

6.12（土）�
株式会社保険企画�
TEL : 044-555-6211　FAX : 044-555-6777�
htt://ring-web.net/

保険業界のセミナー�

会�

第7回 脳卒中市民シンポジウム�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人�
無料�

5.29（土）�
日本脳卒中協会�
TEL : 06-6629-7378　FAX : 06-6629-7377�
http://jsa-web.org

一般市民、脳卒中患者・家族を対象とす
る脳卒中に関する啓発�

会�

会�

がん看護セミナー2004 「オンコロジーナースへの道」�
参加対象：関係者のみ　来場者数：900人�
有料 8,000円�

5.30（日）�
照林社講演会事務局�
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577

ナースを対象とした学術セミナー�

少林拳連盟 第13回 演武競演会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,800人�
無料　�

6.6（日）�
心行巍禅少林拳連盟�
TEL : 045-242-8396　FAX : 045-241-8472

ブラスアンサンブル演奏・式典・演武発表会�

国�

展�

光ナノテクフェア 2004
参加対象：一般公開　来場者数：28,000人�
無料�

6.9（水）�
�
～6.11（金）�

日本光学測定機工業会�
TEL : 03-3435-8083　FAX : 03-3435-8083�
http://www2.ocn.ne.jp/̃joma

光学・精密測定機器や関連製品の展示会�

6.9（水）�
�
～6.11（金）�

精機通信社�
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519�
http://www.seiki-tsushin.com/sensing/

画像処理に関する機器・システムの展示会�

展�

第12回 世界ベテラン卓球選手権横浜大会�
参加対象：一般公開 参加選手は事前登録　来場者数：3,000人�
有料 1日券500円�

5.30（日）�
�
～6.5（土）�

WVC横浜インフォメーションセンター�
TEL : 03-3586-7143　FAX : 03-3586-2612�
http://www.wvc-yokohama.com

世界から40歳以上の選手が集い、世代別
の世界チャンピオンを競う卓球の国際大会�

国�展�

ア�展�

第27回 日本プライマリ・ケア学会 神奈川大会�
参加対象：関係者（一部一般公開）　来場者数：3,000人�
有料�

6.5（土）�
�
～6.6（日）�

社団法人神奈川県医師会�
TEL : 045-241-7000　FAX : 045-241-1464�
http://www.kanagawa.med.or.jp/27pc/

学会�

国�会�

会�国�

'04画像センシング展�
参加対象：一般公開　来場者数：28,000人（同時開催光ナノテクフェア入場者含）�
無料�

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。�

パシフィコ横浜で開催された催物をご紹介します。�

close up events

“みなとみらいは音楽みらい”をテーマに開催された「2003楽器フェ

ア」は、今年で18回目を迎え、4日間で9万人を超える来場者が

集まりました。�

音楽や楽器に関する最新情報をはじめ、コンサートや楽器体験広場

など、“参加型イベント”も多数ありました。楽器の試し演奏が可

能なブースには、熱心な来場者がギターやベースだけでなく、バイオ

リン、ピアノをはじめクラシックやジャズの楽器のブースにも大勢集ま

り、模範演奏のプロたちに混じって即席のセッションまで始まるほど

盛り上がっていました。楽器演奏の素晴らしさが体感でき、音楽をもっ

と楽しむきっかけが得られる展示会でした。�

4日間で6万人を超える来場者が集まった「A&Vフェスタ2003」は、

これまでのオーディオ機器中心の「オーディオフェア」にビジュアル

機器が加わり「A&Vフェスタ」に今年から生まれ変わりました。�

デジタルを中心に様々な技術や製品が紹介されており、ビジュアル

機器が加わった各展示ブースは実に華やかです。中でもホームシアター

の臨場感と迫力は画面の中に自分がいるかのように錯覚するほどです。

これはもう、映画や音楽の楽しみ方まで変えてしまいそうな表現力で、

まさに音と映像の祭典です。�

大盛況のうちに幕を閉じた「2003楽器フェア」と「A&Vフェスタ2003」

は、音楽の楽しさ、広さを思う存分に体感でき、音楽が感動をあた

えてくれるものであるとあらためて気付かせてくれる展示会でした。

前回まで時期も会場も別々に開催されてきたこの2つの展示会が今

年同時開催された意義はこの辺りにあったようです。�

�

楽器やA&Vの進歩は、確実に新時代を迎えたようです。�

それは音楽を体感する、参加する楽しみ方！ 

国際連合食糧農業機関（FAO）日本事務所、国際連合世界食糧計

画（WFP）日本事務所、横浜市、（社）国際食糧農業協会、（財）

横浜市国際交流協会の主催のもと興味深いイベントが開催されました。

主役は小学校・中学校の子ども達。社会学習の一環として子ども

達が世界の食料問題について調べ、学んだ成果の、発表・討論会

が行われました。そこでは地球の食料問題に関する危機が報告され

ていました。象徴的なのは世界の人口の、8億人が飢餓状態なの

に10億人が肥満だという現実。前者は主にアフリカ諸国であり、後

者は欧米や日本です。それも穀物（小麦・とうもろこし・米等）の生

産量は世界の人々に行き渡るだけあるのに、不足が生じています。

これは主として、肉牛を飼育するために穀物が消費されているためで

す。そして、こういった開発途上国と先進国の不平等状態は、地球

温暖化と異常気象でいつ地球規模の飢饉があるか分からないという、

危うい綱渡りの上に成り立っています。最後に子ども達が宣言した「ま

ず、不必要に食べ過ぎることなく給食等も残さずに食べることから始

めよう」という誓い。子ども達が真剣に地球の食料問題、未来を

考え一歩を踏み出した会議でした。�

食料問題は地球の未来を考えること�

子ども達が考える地球の未来！�

よこはま国際子ども食料会議�
2003.11.28　会議センター�

音楽は全身で楽しむ時代！�

2003 楽器フェア/A&V フェスタ 2003�
2003.10.23   10.26�
展示ホール、アネックスホール、他�

英日・日英翻訳国際会議�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人�
有料 25,000円　�

5.21（金）�
�
～5.23（日）�

日本翻訳者協会（JAPAN ASSOCIATION OF TRANSLATORS）�
TEL : 042-370-5404　FAX : 042-370-5405

日本語・英語間の通訳や翻訳に携わる人
の会議�

会�

参加対象：一般公開　来場者数：会議3,500人 展示35,000人�
有料 5,000円�

5.19（水）�
�
～5.21（金）�

社団法人自動車技術会�
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204�
http://www.jsae.or.jp/

学術講演会・フォーラム・自動車技術展�社団法人自動車技術会 2004年春季大会�

展�

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2004
参加対象：一般公開　来場者数：35,000人�
無料　�

5.19（水）�
�
～5.21（金）�

社団法人自動車技術会�
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204�
http://www.jsae.or.jp/

自動車の技術に関する展示会�

第14回 日本臨床工学会�
参加対象：関係者のみ 市民公開講座あり（無料）　来場者数：2,000人�
有料 5,000円　�

5.22（土）�
�
～5.23（日）�

神奈川県臨床工学技士会�
TEL : 042-742-3577　FAX : 042-742-3640�
http://www.kanarinko.com/gakkai/jacet.htm

臨床工学に関する講演・研究発表�

会�

ジャパンフードサービスショー�
参加対象：一般公開　来場者数：134,000人�
有料 1,000円�

5.13（木）�
�
～5.16（日）�

社団法人日本フードサービス協会�
TEL : 03-5403-1065　FAX : 03-5403-1070�
http://jfnet.or.jp

外食産業・関連産業の社会的役割、食の
豊かさ・楽しさを積極的にアピールする一
大イベント� 展�

Selete Symposium 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人�
料金：未定�

5.24（月）�
Seleteシンポジウム2004事務局�
（株式会社 セミコンダクタポータル内）�
TEL : 03-3560-3565　FAX : 03-3560-3566

半導体関連技術セミナー�

会�
第21回 日本呼吸器外科学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人�
有料 13,000円�

5.27（木）�
�
～5.28（金）�

日本コンベンションサービス�
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-0820

エビデンスに基づく呼吸器外科学のコン
センサスと新たな挑戦�

展�会�

ア�会�

会�

会�

5.14（金）�
�
～5.16（日）�

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター�
高度救命救急センター�
TEL : 045-261-5656（内2000）　FAX : 045-253-5350�
�

日本における救急医療の進歩と発展に寄与
することを目的とした日本臨床救急医学会�

第7回 日本臨床救急医学会総会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人�
無料 

5.31（月）�
�
～6.3（木）�

慶應義塾大学　菱田公一�
TEL : 045-566-1739　FAX : 045-566-1720�
http://www.jsmf.gr.jp/icmf/�
�

混相流体現象に関する学術講演�第5回 国際混相流会議�
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人�
有料 55,000円�

6.25（金）�
�
～6.27（日）�

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター�
高度救命救急センター�
TEL : 045-261-5656（内2000）　FAX : 045-253-5350�
�

国内外における東洋医学の進歩・発展を
目的とした学術集会�

第55回 日本東洋医学会 学術集会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人�
無料� 会�

月�

6

ザ・ワークプレイス・ネットワーク2004ワークショップ�
参加対象：関係者のみ　来場者数：60人�
無料�

5.9（日）�
�
～5.11（火）�

社団法人公共建築協会�
TEL : 03-3234-6265　FAX : 03-3239-3786

ザ・ワークプレイス・ネットワーク 2004�
ワークショップ�

会�

プロによるクリニックや、大迫力のホームシアター体験コー
ナー等で会場は大いに盛り上がった。�

真剣な表情で発表する子ども達。パネル展示にも多くの来場者の関心が寄せられていた。�

第58回 日本口腔科学会�
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,100人�
有料 15.000円�

5.7（金）�
�
～5.8（土）�

鶴見大学歯学部　口腔外科学第2講座�
TEL : 045-581-1001　FAX : 045-580-8326�
http://jjss58.umin.jp/

学術発表会�

会�
ISPA 2004 JAPAN
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：10,000人�
有料 展示会入場1,000円 会議は申込時、申込内容により変わります�

5.8（土）�
�
～5.10（月）�

ISPA 2004 JAPAN 組織委員会事務局（株式会社イベント＆コンベンションハウス内）�
TEL : 03-3255-7385　FAX : 03-3255-7377�
http://www.ispa-japan.org/

国際的なスパに関する会議と展示会�

展�会�

開催日� 催事名� 内容� 連絡先�

月�

5

convention calendar



【みなとみらい線】みなとみらい駅から徒歩3分（2004年2月1日より）�
【JR線】桜木町駅から徒歩12分　バスまたはタクシー利用5分�
【駐車場】首都高速横羽線みなとみらいランプ約1分�
みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可�
平日8時～23時　最大1,300円�
※上記時間帯以外及び土・日・祝日は260円／30分�

臨港パーク�
ぷかり桟橋�
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みなとみらい駅�

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1�
TEL 045-221-2155（総合案内）�
TEL 045-221-2166（交通案内）�

2004年1月1日発刊（季刊・年4回）�

パシフィコ横浜。最新情報！�

馬車
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高
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駅
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パシフィコ横浜  コンベンションニュース�パシフィコ横浜  コンベンションニュース�

2004.1.SPRING
http://www.pacifico.co.jp

23
表紙：2003 楽器フェア�

いよいよ2月1日（土）に横浜高速鉄道「みなとみらい線」が開業

します。みなとみらい線は、東急東横線との相互直通運転により

「渋谷―みなとみらい駅」間を30分（特急）で結びます。パシフィ

コ横浜へは「みなとみらい駅」から徒歩3分。東京方面からのア

クセスが一段と便利になります。�

このみなとみらい線の開業を記念したスペシャルイベントをパシフィコ

横浜“ホッとチョコレート”と題して開催します。子供から大人まで

お楽しみいただけるバラエティに富んだラインナップをご用意いたしま

した。皆様のご来場をお待ちしております。�

�

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”ラインナップ決定！�
2/7（土）クレイジーケンバンドショウ� 2/13（土）14（日）Jazz Cafe 20042/11（水・祝）忍たま乱太郎ファミリーミュージカル�

場所：国立大ホール�

時間：開演  18時30分�

料金：全席指定4,500円（税込）�

最新アルバム「777」も大好評！�
クレイジーケンバンドのカッコイイサウ
ンドとソウルフルな歌声を堪能しよう！�

土�
2
7

場所：国立大ホール�

時間：1回目  11時～　　2回目  14時～�

料金：無料（事前申込・招待）�

※往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話番号・観覧希望人数（1枚

につき5名まで）を明記のうえ、下記事務局まで郵送でご応募く

ださい。�

応募締め切り  2004年1月26日（月）抽選で5,000名様をご招待。�

当落選の結果は、2月2日（月）までに返信いたします。�

劇団飛行船�
「忍たま乱太郎ファミリーミュージカル」�

2
11水・祝�

事務局�
〒231-0023�
横浜市中区山下町1�
シルクセンター4階�
横浜アーチスト内�
「劇団飛行船 忍たま乱太郎」�
ご招待事務局�

お問合せ先：パシフィコ横浜　サービス事業課　TEL：045-221-2124

みなとみらい公共駐車場　新料金スタート！�
パシフィコ横浜の地下にある「みなとみらい

公共駐車場」がお得な料金になりました。�

みなとみらい地区にお車でお越しの際は、�

是非ご利用ください。�

●平日8時～23時（15時間分）の駐車料金

　最大1,300円！�

※上記時間帯以外及び土・日・祝日は�

　260 円／ 30 分となります。�

●収容台数：1,200台�

●営業時間：24時間�

●車長6.0ｍ、車高2.1ｍ、重量4.0tまで�

クレイジーケンバンドショウ�

大人気、忍たま乱太郎のミュージカルで楽しもう！�

NHK・尼子騒兵衛・総合ビジョン�

第1弾！�

場所：マリンロビー�

　　（国立大ホール1階）�

時間：オープン17時～22時�

　　　ジャズライブ�

           1回目 19時～�

           2回目 20時30分～�

料金：無料（※飲食代別）�

金�
2
13 土�14 Jazz Cafe 2004

バレンタインデーの夜にロマンチックな雰囲気の中、�
ジャズに酔いしれよう！�

第3弾！�

第2弾！�

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”に関するお問合せ�

横浜アーチスト　TEL：045-681-3734


