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1月　 2月 パシフィコ横浜で開催される催物を紹介します。 

pick up events
2月2日（水）～4日（金） 展示ホール 

テクニカルショウヨコハマ2005（第26回工業技術見本市） 

京浜地区は日本の代表的な工業地帯のひ

とつ。この催しは、そんな神奈川県の工業

技術・製品に関する総合見本市として、最

先端の技術・情報を一堂に会するものです。

地域産業、経済の振興と発展を目的とし、

各業界の情報等の交換や交流を通じて、技術・製品の販路拡大、ビジ

ネスチャンスの創出が期待されます。入場無料（開場：10時～17時）。 

　　　 お問合せ：社団法人神奈川県産業貿易振興協会 

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

1月8日（土）～10日（月・祝） 展示ホール 

ミナミ エキサイティングスポーツブランドセール 

お年玉を増やすなら“SALE”、それも

スポーツ用品ならミナミが狙いめ！スキー、

スノーボード、ゴルフ、テニス、トレーニ

ングシューズ/ウエア、サーフィンなど会

場ぎっしりのビッグセールです。NIKE、

アディダス、サロモン、バートン等の人気ブランド品が大特価！日替わり

特価品、タイムセールも見逃せません。 

　　　 お問合せ：株式会社ミナミ　 

電話番号：03-5209-7515　FAX：03-3252-1183　http://www.minami.co.jp

2月16日（水）～18日（金） 展示ホール 

SBJ11（第11回スノーボードジャパン2005） 

日本最大級のスノーボードビジネストレードショーと

して、11回目を迎える今回は、展示スペースをさら

に拡大させ、会員外企業を対象とした新ゾーニング

「New comerゾーン」を設定する他、展示会翌週に

は、会場を雪上に移し、ディーラー及び一般ユーザーを対象とした合同試乗会※

「SBJ on snow FESTIVAL'TRACKS of SNOWBOARDING'」を

開催することにより、より総合的な展示会を目指しております。 

　　　 お問合せ：SBJ事務局　 ［※25日（金）～26日（土）新潟県石打丸山スキー場］ 

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

1月21日（金）～22日（土） 展示ホール 

統合医療展 2005

「美しく健康でありたい」といったオプティマル・

ヘルス志向さえ見られる医療へのニーズの広がり。

今、医療現場では、画一的な保険診療から多様

化した医療サービス提供ヘの対応が模索されてい

ます。今回の開催でも、患者主体の治療や予防

医療システムの提案、製品展示、セミナー等に

注目が集まっています。 

　　　 お問合せ：CMPジャパン株式会社　電話番号：03-5296-1017 

FAX：03-5296-1018　http://www.kenko-media.com

2月16日（水）～18日（金） 展示ホール 

interstyle 05 feb（インタースタイル） 

ファッションを含むライフスタイルで、今、

若者にもっとも支持されているinterstyle。

この催しはストリート、カジュアル、ライ

フスタイル、セレクト、アクションスポー

ツ系を中心とした150社／300ブランド

が出展する、CORE YOUTH CULTUREの発信源ともいうべき、国内

唯一最大規模の提案型トレードショーです。 

　　　 お問合せ：interstyle実行委員会　電話番号：03-3269-2119 

FAX：03-3269-2179　http://www.interstyle.jp　contact@interstyle.jp

1月22日（土）～23日（日） 展示ホール 

第9回 横浜リセールショウ2005・冬 

私たちのお財布の味方として定着したリセー

ルショウ。全国からTV等でお馴染みの

有名質店・リサイクルブティック等68店舗・

団体が出展します。目利きが厳選したお

宝は12万点以上！その安さとコレクション

を競う業界最大級の規模とあっては期待も膨らみます。used品60％、

新品40％の商品構成もウレシイ！ 

　　　 お問合せ：横浜リセールショウ事務局　電話番号：03-3296-1055 

FAX：03-3296-1056　http://www.resaleshow.com　info@resaleshow.com

3月19日（土）～21日（月） 国立大ホール、会議センター、展示ホール、アネックスホール 

第69回 日本循環器学会総会・学術集会 

肥満や高脂血症、糖尿病などのリスクファクターは、

健康的とされる日本食のわが国でも欧米諸国と同

様に深刻で、今や心血管疾患は、民族、生活

習慣に関わらず世界的な問題です。この会議は、

医療従事者、医療産業、医療行政が国境を超え

てひとつになり、知識を共有し、共に心血管疾

患と戦っていく重要な会議です。 

　　　 お問合せ：日本コンベンションサービス株式会社　電話番号：03-3508-2010 

FAX：03-3508-1302　http://www2.convention.co.jp/jcs69/

1月25日（火）～26日（水） 国立大ホール、マリンロビー 

みんなであそぼ! 0123才inみなとみらい 

後の人格形成に大きく影響する乳幼児期

の体験。これは、そんな０～３才の子どもと

親を対象に、心ゆたかな時間を過ごそうと

いうものです。“新聞紙など身近な物で遊

んでみよう”“表現あそびワークショップ”

“いっしょに踊ろうコンサート”他、劇団や音楽グループも登場して、なん

か楽しそうな催しがいっぱい。事前申し込み制（当日券はありません）。 

　　　 お問合せ：NPO横浜こどものひろば事務局　電話番号：045-243-0762 

FAX：045-243-0763　http://www.yokohama-kodomo.com

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 

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。　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。 

参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人 
有料 1,000円 

2.3（木） 
 
～2.4（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/etec

国内の地震対策関係者が一堂に会する日
本唯一の国際技術見本市・シンポジウム 

第9回 震災対策技術展 

ア 展 
日経就職フォーラム 
参加対象：その他（新卒就職希望の大学・専門・短大生）　 
来場者数：8,000人　無料 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

株式会社ディスコ　横浜支社 
TEL : 045-650-2831　FAX : 045-650-2833

新卒就職希望者の為の合同企業説明会 

展 

1.8（土） 
 
～1.9（日） 

株式会社メディカ出版 
TEL : 0120-30-6911　FAX : 06-6385-6873 
http://www.medica.co.jp

看護研修会 

財団法人　国際港湾協会協力財団 
TEL : 03-5403-2770　FAX :03-5403-7651 
hhttp://www.kokusaikouwan.jp

世界の港湾関係者が集まる国際港湾協
会（IAPH）の常任理事会及び専門委員会 

国際シンポジウム「障害者と防災」 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：200人　 
無料 

国立身体障害者リハビリテーションセンター　障害福祉研究部 
TEL : 042-995-3404　FAX : 042-995-3132

障害者と高齢者の防災行動を支援するた
めのシステムづくりに関するシンポジウム 

第29回 日本ショッピングセンター全国大会 
参加対象：一般公開：事前申込要　一般公開　来場者数：10,000人 
全国大会：有料 22,000円～63,000円　ビジネスフェア：無料 

1.25（火） 
 
～1.27（木） 

社団法人日本ショッピングセンター協会 
TEL : 03-3536-8121　FAX : 03-3536-8120

商業施設の経営・運営の研修。関係会社
の展示会他。 

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：300人 
有料 

第9回 横浜リセールショウ 2005・冬 
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
有料 300円 

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

全国のリサイクルショップ、質屋などによる
二次流通マーケットの展示・即売会 

1.7（金） 
 
～1.8（土） 

株式会社ビソーニ 
TEL : 03-5755-8855　FAX : 03-5755-8188　 
http://www.bisogni.co.jp

婦人・紳士・宝飾雑貨の展示販売会 ビソーニ 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 

1.8（土） 
 
～1.10（月） 

1.11（火） 
 
～1.13（木） 

株式会社ミナミ 
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1183 
http://www.minami.co.jp

スポーツ用品全般の物販 ミナミ エキサイティングスポーツブランドセール 
参加対象：一般公開　来場者数：9,000人　 
無料 

1.25（火） 
 
～1.26（水） 

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

0123才の親子を対象とした、ワークショップ
と遊び会 

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：1日100組 
有料 親子1組 1,000円 

 
1.6（木） 
 
 

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

2006年3月に大学・大学院・高等を卒業す
る学生対象の就職応援セミナー 

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 

1.22（土） 
 
～1.23（日） 

1.24（月） 
 
～1.25（火） 

電機連合 第91回 中央委員会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人　 
無料 

1.27（木） 
 
～1.28（金） 

電機連合総務部 
TEL : 03-3455-6911　FAX : 03-3452-5406 
 

2005年春闘方針の決定 

トライボロジー研究会 第16回講演会 
参加対象：招待者のみ　来場者数：210人　 
無料 

1.28（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 

国際ロータリー第2590地区 2004～2005年度地区大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
有料 登録料有 

参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料 200円 

国際ロータリー第2590地区 
TEL : 045-510-2590　FAX : 045-510-2591 
 

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 

第4回 インドアフリマ・みなとみらい 1.29（土） 
 
～1.30（日） 

東京リサイクル運動市民の会 
TEL : 03-3384-6666　FAX : 03-3384-0672 
http://www.trx.jp

ファミリー向け、屋内ＢＩＧフリーマーケット 

ITRI日本センター 恩師小谷喜美先生三十五回忌法要 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人　 
無料 

2.6（日） 
インナートリップ霊友会インターナショナル日本センター事務局 
TEL : 03-6402-2567　FAX : 03-6402-2569 
http://www.itri.info 
 

創設者法要 

JISE環境フォーラム「緑環境と市民」 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：300人　 
無料 

2.6（日） 
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 

2.2（水） 
 
～2.4（金） 

社団法人神奈川県産業貿易振興協会 
TEL : 045-671-7055　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 

テクニカルショウヨコハマ 2005（第26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 

社団法人溶接学会 
TEL : 03-3253-0488　FAX：03-3253-3059 
 http://www.soc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2005.html

国内シンポジウム 第11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：1,700人 
有料 5,000円～40,000円 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

2.3（木） 
 
～2.4（金） 

社団法人家の光協会 
TEL : 03-3266-9036　FAX : 03-3266-9051 
http://www.ienohikari.or.jp

体験発表会・各種表彰式 「家の光」創刊80周年記念　全国家の光大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,700人 
無料 

1.28（金） 
 
～1.29（土） 

1.27（木） 
 
～1.28（金） 

Electronic Design and Solution Fair 2005
参加対象：関係者のみ　来場者数：10,000人　 
無料 

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 

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 
 

開催日 催事名 内容 連絡先 

国際港湾協会（ＩＡＰＨ）常任理事会ならびに専門委員会 

統合医療展2005
参加対象：関係者及び一般公開：事前申込要　来場者数：8,000人 
有料 3,000円 

CMPジャパン株式会社 
TEL : 03-5296-1017　FAX :03-5296-1018 
http://www.kenko-media.com

国内初の代替医療、予防医療の展示会。
シンポジウム、学術セミナーも同時開催。 

・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 

1.21（金） 
 
～1.22（土） 
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pick up! 市民講座 

月 

1

月 

2

pick up!

 
1.9（日） 
 
 

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 
TEL : 045-974-2221　FAX : 045-974-2485 
http://www.sufrh.com/sf21/sf21-52.htm 
e-mail  sf21@sufrh.com

スポーツフォーラム21の市民公開講座 スポーツフォーラム21 
「ケガに負けるな」目指せ、未来の大リーガー  
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：400人　無料 会 

1.12（水） 
 
～1.14（金） 

独立行政法人  海洋研究開発機構 
TEL : 0468-67-9883　FAX : 0468-69-0812 
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/index-j.html

潜水調査船「しんかい6500」等を活用して得
られた深海域の研究や「海洋地球研究船「み
らい」を活用して得られた海洋の研究の発表 

ブルーアース'04 
（第21回 「しんかい」・ 第8回 「みらい」シンポジウム）  
参加対象：一般公開　来場者数：1,800人　無料 会 

1.29（土） 
第25回全国豊かな海づくり大会かながわ実行委員会事務局 
TEL : 045-210-4563　FAX : 045-210-8860 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/suisan/umidukuri/top.htm

魚食文化の継承、海洋資源の持続的利
用の重要性を考える。有料でシャコ、クジ
ラの試食会 

全国豊かな海づくり大会関連イベント 
「海の幸と人との共生」シンポジウム  
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：600人　無料 ア 

2.2（水） 
①ディスクガレージ　②コンサート事務局 
TEL : ①03-5436-9600　②0180-99-3326（24時間･テープ） 

パク･ヨンハのコンサート パク･ヨンハ1st JAPAN TOUR 2005 追加公演 
参加対象：一般公開　来場者数：4,200人　 
有料 全席指定 7,800円 国 

pick up!

pick up!

pick up!

pick up!

市民講座 

参加対象：関係者のみ　来場者数：60人 



convention calendar
3月　 4月 

convention calendar
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 

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。　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。 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。　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。 

こども フィット＆ダンス フェスティバル 第8回 新春の会 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：3,000人　 
有料 お問合せ下さい 

MWM　FITNESS 
TEL : 03-5483-6224　FAX : 03-5483-6235 
http://www.kidbics.com 
 

子供から大人まで（親子）で参加できる発
表会 3.30（水） 

平成17年度 神奈川工科大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,500人 
無料 

平成17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 

 
4.4（月） 

神奈川工科大学 
TEL : 046-291-3015　FAX : 046-242-3737 
http://www.kanagawa-it.ac.jp

入学式 

 
 
4.5（火） 

学校法人北里学園 
TEL : 03-5791-6197　FAX : 03-3444-2530 
http://www.kitasato-u.ac.jp/

入学式 

第94回 日本病理学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,100人　 
有料 12,000円 

4.14（木） 
 
～4.16（土） 

東海大学医学部 
TEL : 0463-95-9924　FAX : 0463-91-1370 
http://www.congre.co.jp/94jsp/

病理学会学術会議 

第49回 日本リウマチ学会総会・学術集会、 
第14回 国際リウマチシンポジウム  
参加対象：関係者のみ　来場者数：8,000人　有料 

4.17（日） 
 
～4.20（水） 

株式会社ジェイコム 
TEL : 03-3546-1175　FAX : 03-3546-1165 
http://www.jcr2005.com

医学会 

JRC 2005
参加対象：関係者のみ　来場者数：学会登録者：約7,000人  展示会参加者：約40,000人　 
有料 学会・会員 事前登録10,000円 当日登録12,000円 非会員当日登録19,000円 展示会3,000円 

4.8（金） 
 
～4.10（日） 

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 
http://www.j-rc.org

第64回日本医学放射線学会学術集会、
第61回日本放射線技術学会学術大会、
2005国際医用画像総合展を同時開催 

2005 国際医用画像総合展（ITEM in JRC 2005） 
参加対象：関係者のみ　来場者数：17,000人 
有料 3,000円 

4.8（金） 
 
～4.10（日） 

社団法人日本医療画像システム工業会 
TEL : 03-3816-3450　FAX : 03-3818-8920 
http://www.jira-net.or.jp

医療用画像診断機器及び関連機器、放
射線治療装置及び関連機器の展示 

Photomask Japan 2005 
（第12回 国際ホトマスクシンポジウム）  
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人　有料 45,000円 

4.13（水） 
 
～4.15（金） 

Photomask Japan事務局 （株）ICSコンベンションデザイン内 
TEL : 03-3219-3541　FAX : 03-3292-1811 
http://www.ics-inc.co.jp/pmj/　 
e-mail  pmj@ics-inc.co.jp

シンポジウム、ポスターセッション、技術展
示会 

株式会社オプトロニクス社 
TEL : 03-3269-3550　FAX : 03-5229-7253 
http://www.optronics.co.jp/index_j.php

レーザー及びレーザー関連製品の専門技
術展示会。レーザー基礎･応用セミナー同
時開催 

レーザーエキスポ 2005
参加対象：一般公開 　来場者数：4,500人 
無料 

・・・国立大ホール ・・・会議センター 
・・・展示ホール ・・・アネックスホール 

・・・国立大ホール ・・・会議センター 
・・・展示ホール ・・・アネックスホール 

第7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 

横浜骨董ワールド事務局 
TEL : 03-5996-4105　FAX : 03-5996-4130 
http://www.kottouworld.com

和洋骨董･アンティークディーラー約350社
による国内最大級の大骨董展示即売会 

4.15（金） 
 
～4.17（日） 

ノラ･ジョーンズ JAPAN TOUR 2005
参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料 S席：7,500円　A席：6,500円（税込） 

株式会社ウドー音楽事務所 
TEL : 03-3402-5999 
http://www.udo.co.jp/

ノラ･ジョーンズのコンサート 

4.16（土） 

横浜アルクーノファミリーセール 
参加対象：招待者のみ　来場者数：6,000人　 
無料 

株式会社アルクーノ 
TEL : 03-5496-8209　FAX : 03-5496-8657

衣料品等の展示販売会 4.16（土） 
 
～4.17（日） 

4.20（水） 
 
～4.22（金） 

ラブメモクロップパーティ 
参加対象：一般公開　来場者数：500人　 
有料 未定 

3.4（金） 
 
～3.5（土） 

有限会社メモリーパレットカンパニー 
TEL : 048-471-3298　FAX : 048-471-3298 
http://www.memorypalette.com

ラブメモクロップパーティ及びスクラップブ
ッキング関連企業による講習会・展示会 

第3回 日本臨床腫瘍学会総会 
参加対象：一般公開  来場者数：1,500人　 
有料 会員：10,000円 非会員：12,000円 

総会事務局：東海大学医学部血液腫瘍内科 
TEL : 0463-91-3255　FAX : 0463-91-3255 
http://www.mtz.co.jp/jsmo3

化学療法を中心としたがん・悪性腫瘍の
治療に関する医療研究者による学会 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
参加対象：その他（受講者のみ）　来場者数：950人 
無料 

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/koushuannai/jitsumu 
 

宅地建物取引業法･同法施行規則に基
づく宅地建物取引主任者資格登録に係
る実務講習 

株式会社ケアサービス 第15期経営計画発表会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：450人　 
無料 

3.27（日） 
株式会社ケアサービス 
TEL : 03-5713-1611　FAX : 03-5713-1650 
http://www.care.co.jp

第15期経営計画発表会 

日経就職フォーラム 
参加対象：その他（新卒就職希望の大学・専門・短大生）　 
来場者数：6,000人　無料 

株式会社ディスコ横浜支社 
TEL : 045-650-2831　FAX : 045-650-2833

新卒就職希望者の為の合同企業説明会 

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 

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

2006年3月に大学・大学院・高専を卒業す
る学生対象の就職応援セミナー 

第37回 通常総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人 
無料 
 

社団法人日本フラワーデザイナー協会 
TEL : 03-5420-8741   FAX : 03-5420-8748 
http://www.nfd.or.jp/

全国代議員による総会 

2.25（金） 

2.26（土） 

3.2（水） 
 
～3.3（木） 

平成16年度 JHFCセミナー 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：1,000人 
無料 

参加対象：一般公開　来場者数：9,000人 
無料 

3.10（木） 
 
～3.11（金） 

財団法人日本自動車研究所　FC・EVセンター 
TEL : 03-5733-7926　FAX : 03-5473-0655 
http://www.jhfc.jp

水素ステーション、燃料電池自動車の実
証試験の報告講演他、海外の実証試験
の紹介 

平成16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：3,500人 
無料 

株式会社横浜アーチスト 
TEL : 045-681-2255　FAX : 045-681-3735 
http://www.neec.ac.jp

卒業式 

2005 ジャパンペットフェア 
参加対象：24日、25日：関係者のみ  26日、27日：一般公開　 
来場者数：200,000人　有料 1,500円 

3.24（木） 
 
～3.27（日） 

日本ペット用品工業会 
TEL : 03-3206-9440　FAX : 03-3523-5660 
http://www.jppma.or.jp

ペット及びペット関連用品の展示、催事 

エキスパートナース・フォーラム 2004 照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577

ナースを対象とした学術会議 

インタースタイル 05 feb
参加対象：その他：商談会／最終日一般公開　来場者数：25,000人　 
無料 

2.16（水） 
 
～2.18（金） 

インタースタイル実行委員会 
TEL : 03-3269-2119　FAX : 03-3269-2179 
http://www.interstyle.jp

カジュアル・ストリート・ライフスタイル・セ
レクト・アクションスポーツ系の唯一最大
規模のトレードショー！ 

神奈川東芝グループフェア 2005
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：2,000人　 
無料 

2.17（木） 
 
～2.18（金） 

株式会社東芝　首都圏南支社 
TEL : 045-664-8405　FAX : 045-640-1806 
 

先端技術からビジネス機器、省エネ、環境、
セキュリティーと広範囲な製品を紹介します。 

ワンデイキャンパスハローワーク 
参加対象：一般公開　来場者数：200人 
無料 

2.21（月） 
神奈川県労働局職業安定部職業安定課 
TEL : 045-650-2646　FAX : 045-650-2804

新規大学等卒業予定者の就職支援セミ
ナー・職業相談・職業紹介 

FCIインターナショナルドッグショー 
参加対象：一般公開 　来場者数：2,500人　 
有料 500円 

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 

2005 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：2,400人　 
有料 お問合せください。 

2.23（水） 
 
～2.25（金） 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447 
http://school.jma.or.jp/ii2005/

企業の事例発表と講演会 

2.13（日） 

2.20（日） 

3.4（金） 
 
～3.5（土） 

3.17（木） 

平成16年度 第35回 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 

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 

3.18（金） 

エキスパートナース・フォーラム 2004 創傷ケア最前線 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人　 
有料 12,000円（予定） 

照林社 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

ナースを対象とした学術会議 
2.20（日） 

3.25（金） 
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 平成16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 

平成16年度 保育所リーダーの専門性を高める研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人　 
有料 13,000円 

2.15（火） 
 
～2.17（木） 

東急観光　渋谷支店 
TEL : 03-5766-0123　FAX : 03-5766-0136 
http://www.zenhokyo.gr.jp/

保育所リーダーの資質向上と力量アップ
を図るために 

2.16（水） 
 
～2.18（金） 

SBJ11（第11回 スノーボードジャパン 2005） 
参加対象：招待客のみ　来場者数：25,000人 
無料 

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、スノースポーツ及び関連商
品を対象としたビジネストレードショー 

ミナミ総決算セール（仮称） 3.11（金） 
 
～3.13（日） 

株式会社ミナミ 
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1183 
http://www.minami.co.jp/

スポーツ用品全般の物販 

第69回 日本循環器学会総会・学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：15,000人 
有料 15,000円 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-2010　FAX : 03-3508-1302 
http://www2.convention.co.jp/jcs69/

心血管疾患や生活習慣病の根絶、国民
の健康増進への貢献を論じる循環器領
域医学会議 

3.19（土） 
 
～3.21（月） 

第78回 日本薬理学会年会 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　 
有料 15,000円 

山形大学医学部器官病態統御学講座循環薬理学分野 
TEL : 023-628-5234　FAX : 023-628-5235 
http://www2.convention.co.jp/jps78/index.html

薬理学研究の最近の進歩に関する情報
発表と議論 

3.22（火） 
 
～3.24（木） 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
参加対象：その他（受講者のみ）　来場者数：950人　 
無料 

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/koushuannai/jitsumu

宅地建物取引業法･同法施行規則に基
づく宅地建物取引主任者資格登録に係
る実務講習 

3.13（日） 
 
～3.14（月） 

2004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：4,000人 
無料 

関東学院大学 
TEL : 045-786-7002　　FAX : 045-786-7038 
http://www.kanto-gakuin.ac.jp

卒業式・学位授与式 

3.24（木） 

横浜商科大学 2005年入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
無料 

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

入学式 
4.5（火） 

春の大感謝祭 
参加対象：招待者のみ　来場者数：2,000人　 
無料 

株式会社小泉神奈川 
TEL : 0467-43-1171　FAX : 0467-43-1175 
 
 

住宅設備機器展示即売会 

参加対象：関係者のみ　来場者数：5,000人 
無料 

関東学院大学 
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038 
http://www.kanto-gakuin.ac.jp/

入学式 2005年度 関東学院大学入学式 

（社）日本フラワーデザイナー協会神奈川県支部16年度総会 
参加対象：招待者のみ　来場者数：350人 
有料 4,000円（未定） 

 
4.3（日） 

社団法人日本フラワーデザイナー協会　神奈川県支部 
TEL : 0467-52-4366　FAX : 0467-52-4366 
 

神奈川県支部の会員の皆様に16年度の
いろいろな報告をします 

4.1（金） 

4.2（土） 
 
～4.3（日） 

4.3（日） 
株式会社横浜アーチスト 
TEL : 045-681-2255　FAX : 045-681-3735 
http://www.iwasaki.ac.jp

入学式および進級式 平成17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 

2005 トヨタWeinsグループ入社式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：300人 
無料 

横浜トヨペット 
TEL : 045-224-8828　FAX : 045-224-8802

グループ6社総員270名の新入社員入社式  
3.31（木） 

 
3.28（月） 
 
～3.29（火） 

 

 

・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 ・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 

神奈川自衛隊音楽まつり 2005
参加対象：招待者のみ  一部一般公開：事前申込要　来場者数：4,300人 
無料 

参加対象：関係者のみ　来場者数：1,000人　 
有料 6,000円（予定） 

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

自衛隊音楽隊などによる音楽演奏および
入隊予定者激励会 3.27（日） 

（社）倫理研究所 
TEL : 03-3264-2251　FAX : 03-3264-6305 
http://www.rinri-jpn.or.jp

現代日本の教育のあり方をテーマに行政、
教育関係者に倫理運動に対する理解を
深めていただく為のフォーラム 

地球倫理フォーラム 
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人　 
有料 1,000円 

開催日 催事名 内容 連絡先 開催日 催事名 内容 連絡先 

国 

国 

ア 

ア 

展 

展 

国 会 
展 ア 

国 会 
展 ア 

展 

国 

展 

ア 

会 

ア 

会 

展 

会 

会 

会 

展 

展 

ア 

展 

展 

展 ア 

会 

国 

ア 

 会 

会 

展 

会 
 

ア 

国 

会 

展 

国 

会 

会 展 

国 会 

国 会 

会 展 

国 会 

会 

pick up! 市民講座 pick up! 市民講座 

展 

国 

ポルトファミリーフェア 決算大処分市 
参加対象：会員のみ　来場者数：10,000人 
無料 

2.11（金） 
 
～2.12（土） 
 

株式会社ポルト 
TEL : 03-3767-2751　FAX : 03-3767-0255 
http://www.porto-web.com/

衣料品セール 

展 

会 

市民講座 国 会 

国 会 

展 会 国 ア 

pick up!

pick up!

pick up! 市民講座 

HRD JAPAN 2005（第24回能力開発総合大会） 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：4,500人 
有料 26,250円／1セッション 

2.7（月） 
 
～2.10（木） 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1955　FAX : 03-3434-6447 
http://school.jma.or.jp/hrd2005/ 
 

人事・人材育成分野の国内最大級のイベ
ント 

第10回 ＮＥＣブリッジフェスティバル 
参加対象：一般公開　来場者数：2,000人　 
無料 

2.7（月） 
 
～2.14（月） 

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 

BMAマネジメント・フォーラム2005
参加対象：関係者のみ　来場者数：72人　 
無料 

ビューティマネジメントアカデミー・ジャパン 
TEL 045-251-3278　FAX : 045-243-2414 
 

東日本地域の大型美容サロン・エステサ
ロンの幹部対象の経営セミナー 

オートモーティブ デジタルプロセスセミナー2005
2.10（木） 

デジタルプロセス株式会社 
TEL : 046-225-3924　FAX : 046-222-6012

自動車関連メーカーの講演ならびにパネ
ルディスカッション 

2.8（火） 

 

参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：1,000人　 
無料  

会 

ア 

会 

会 

ジューテック住まいるフェア2005 in YOKOHAMA
参加対象：その他：招待者及び受付をした一般者　来場者数：2,000人 
無料 

株式会社ジューテック 
TEL : 045-593-0011　FAX : 045-593-0048 
http://www.jutec.jp

住宅資材・住宅機器の展示・販売 

2.26（土） 
展 
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convention calendar ・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 
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4月　 6月 

7

青空を飛ぶ飛行機、そして未知の宇宙への憧れ。“夢を創る”技術は、まさに科学の最先端を行くものばかり。 

パシフィコ横浜で開催された催物をご紹介します。 

close up event

晴れ渡る広く青いみなとみらいの空に、航空自衛隊ブルーインパルスが白いシュプールを描き

ました。2004年 国際航空宇宙展の開幕です。港町・横浜で開催された日本の“空の祭典”。

主催者社団法人日本航空宇宙工業会の廣瀬和行氏、岡田孝一氏にお話を伺いました。 

21世紀へ離陸する日本の航空宇宙産業 

2004年国際航空宇宙展 
2004.10.6　10.10 
展示ホール、アネックスホール 

航空宇宙産業は、多彩な企業・団体が創造力と 
技術で参入する、日本の新しい産業へと成長。 
－今回の航空宇宙展では、首都圏の空としては珍しくブルー

インパルスのアクロバット飛行が見られましたね。 

「東京オリンピック以来になります。日本で唯一、国際規模の

航空宇宙関連のイベントですからね。国際航空宇宙展はほぼ

4年に一度開催されており、今回は、世界24カ国/地域から340を

超える企業・団体が参加し、途中一日、台風22号の直撃があり

ましたが、海外来場者を含めて約11万人の来場者がありました」 

－過去においては、航空宇宙展は航空自衛隊基地等で開催

されていたようですが…。 

「数日にわたって基地を使用することが困難なこともあり

ますが、日本の航空宇宙産業の発展とも関係しています。

今や市場は、生産実績で約1兆4千億円、航空旅客輸送量

で1600億人キロ以上と成長を続けています。ですから、開催

テーマにbusiness という文字があるように、過去の展示

ショー的性格より商談の場としての色彩も濃くなってきた

わけです。そこで首都圏のコンベンションセンターに会場

を移したのです」 

－日本の航空会社でも、飛んでいる旅客機は外国製ですね。 

「ですが、外国製の旅客機にも日本の技術・製品が気づかな

いところで多く活躍しているんですよ。ボーイング777では

製造の約21％を日本企業が担当しており、また、現在開発

中の7E7では担当部分が増え約35％の部分を担当すること

になります。その中には、主翼部分も含まれており、より重

要な部分に参画することになります。その他電子部品等にも

日本製が使用されています。それほど多分野の企業・団体が

規模の大小を問わずに関わっている、新世紀の産業となりつ

つあるということでしょうか」 

－そんな“空”のイベントを、港町・横浜、パシフィコで開催

というのは面白いですね。 

「海外を含め増加している来場者の交通や宿泊施設の利便性、

実機のフライトが可能なこと等を考えると、首都圏では羽

田空港が理想的です。しかし、臨港

エリアをヘリが飛ぶことができたため、

パシフィコにして良かったなと思います。

なんといっても空を飛ぶ飛行機の姿は

夢を膨らませてくれますからね」 

 

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 

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。　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。 

第59回 手術手技研究会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
有料 

東海大学医学部 
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659

研究会 

5.21（土） 

参加対象：関係者のみ　来場者数：150人 
有料 未定 

①エリア1エリアディレクター 山本蒔子 ②かながわゾンタクラブ 
TEL  : ①022-222-7246 ②045-641-2510　FAX : ②045-663-5728 
 

会議・ビジネスセッション・ワークショップ・
懇親会 

国際ゾンタ26地区 エリア1 第7回 エリアミーティング 5.21（土） 
 
～5.22（日） 

第50回 全国建具組合連合会 神奈川大会 
参加対象：一般公開  来場者数：6,000人 
無料 

神奈川県建具協同組合 
TEL : 0466-87-8655　FAX : 0466-87-0971 
http://www.kanagawa-tategu.or.jp/

建具展示会。作品は第1部から第5部とに
分類区分けし、展示される。 

第48回 日本腎臓学会学術総会／ 
第50回（社）日本透析医学会学術集会・総会  
参加対象：関係者のみ  来場者数：13,000人　有料 10,000円（透析）15,000円（腎臓）17,000円（共通） 

6.23（木） 
 
～6.26（日） 

株式会社メディカル東友 
TEL : 046-220-1705　FAX : 046-220-1706 
http://www.mtz.co.jp/jkw2005/

医学会の研究発表・透析機器や薬品の
展示 

6.18（土） 
 
～6.20（月） 

6.8（水） 
 
～6.10（金） 

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

マシンビジョンをはじめ画像処理に関する
システム、機器の展示会 

第17回 日本肝胆膵外科学会学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：延べ 2,000人 
有料 15,000円 

6.9（木） 
 
～6.10（金） 

横浜市立大学大学院　医学研究科 
TEL : 045-787-2650　FAX : 045-782-9161 
http://www2.convention.co.jp/17jhbps/index.html 
 

肝胆膵領域の疾患に関する外科治療の
学術的検討 

光ナノテクフェア 2005
参加対象：一般公開 
無料 

6.8（水） 
 
～6.10（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

光学測定機器・精密測定機器及びその関
連製品を展示 

平成17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 

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 

三井ホーム『住まいと暮らしのEXPO 2005』 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：10,000人 
無料 

三井ホーム株式会社 
TEL : 0120-28-2431　FAX : 045-453-2239 
http://www.mitsuihome-ks.com/ 
 

三井ホームが持つ住まいづくりの提案力、
技術力、それを支える協賛企業の展示会 

6.12（日） 

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：400人 
無料 

明治大学父母会事務室 
TEL : 03-3296-4079　FAX : 03-3219-6385

総会・懇談会・懇親会 

6.18（土） 

6.18（土） 
 
～6.19（日） 

産業カウンセリング 第35回 全国研究大会 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：3,000人　 
有料 12,000円 

日本産業カウンセラー協会関東支部 
TEL : 03-3355-3123　FAX : 03-3355-2772 
http://www.counselor.or.jp/

講演会、会員総会、懇親会、分科会。年1回全国約１
万人の会員を対象に厚生労働省・神奈川県・横浜市
の後援をいただき（一部限）開催。来年で35回となる。 

5.28（土） 
 
～5.29（日） 

'05 画像センシング展 
参加対象：一般公開 事前申込要　 
無料 

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 

5.22（日） 
がん看護セミナー 2005「がん緩和ケアの最前線」 
参加対象：関係者のみ　来場者数：900人 
有料 8,000円 

メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ 2005　 
第80回 日本医科器械学会大会  
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人　有料 1,000円 

日本医科器械学会 
TEL : 03-3813-1062　FAX : 03-3814-3837 
http://www.soc.nii.ac.jp/jsmi/ 
 

第80回大会併設機器展示会。医療機器、
医療システム、病院設備など展示 

5.26（木） 
 
～5.28（土） 

参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
有料 未定 

社団法人高分子学会 
TEL : 03-5540-3771　FAX : 03-5540-3737 
http://www.spsj.or.jp/54nenkai.htm

研究発表会、通常総会　他 第54回 高分子学会年次大会 5.25（水） 
 
～5.27（金） 

・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 ・・・一般向けに講座有。詳しくはパシフィコ横浜ホームページをご参照下さい。 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2005
参加対象：一般公開　来場者数：44,000人 
無料 

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。最新自動車技術を見
て、触れて、体験する専門技術展で、自動車産業に関
わる世界の人々、企業が技術の交流を図る場です。 

5.18（水） 
 
～5.20（金） 

開催日 催事名 内容 連絡先 

ア 

会 

展 会 
神奈川県立高校PTA連合会研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
未定 

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL : 045-432-5889　FAX : 045-432-5891 
http://www1a.biglobe.ne.jp/koup-ren/

神奈川県立高等学校PTA連合会加盟校
の研修会（副会長、書記、会計等） 6.19（日） 

ア 

ア 展 会 国 

会 

展  

国 

神奈川県立高校PTA連合会研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
未定 

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL : 045-432-5889　FAX : 045-432-5891 
http://www1a.biglobe.ne.jp/koup-ren/

神奈川県立高等学校PTA連合会加盟校
の研修会（常置委員長等） 6.11（土） 

会 

会 

会 国 

展 

会 

会 

ア 展 

展 

pick up! 市民講座 

展 

社団法人自動車技術会 2005年春季大会 
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
有料 5,000円 

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。自動車及び周辺技術の最
新研究成果の発表の場です。 

5.18（水） 
 
～5.20（金） ア 会 展 

第104回 日本皮膚科学会総会　 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
有料 20,000円 

株式会社サンプラネット 
TEL : 03-3818-1298　FAX : 03-3813-7838　 
http://jda2005.umin.jp/

学会の開催 

第8回 WAFA世界大会 ワールドフラワーショー 
参加対象：一般公開　来場者数：50,000人 
有料 2,000円（前売1,800円） 

社団法人日本フラワーデザイナー協会 
TEL : 03-5420-8741　FAX : 03-5420-8748 
http://www.nfd.or.jp/

世界中から500点ものフラワーデザインが
集う、アジア初の"花のオリンピック"

株式会社サンプラネット 
TEL : 03-3818-1298　FAX : 03-3813-7838　 
http://www.cs-oto.com/jsid30/

学会の開催 日本研究皮膚科学会 第30回 年次学術大会・総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
有料 20,000円 

4.21（木） 
 
～4.22（金） 

4.22（金） 
 
～4.24（日） 

4.29（金） 
 
～5.1（日） 

第6回 国際胃癌学会 
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
有料 HPをご参照ください 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-1302 
http://www2.convention.co.jp/6igcc/ 
e-mail  6igcc@convention.co.jp

テーマ：「21世紀における胃癌治療戦略：
低侵襲・個別化-基礎医学と臨床医学の
融合」 

5.4（水） 
 
～5.7（土） 

会 

展 

会 

会 

よこはまスローフードフェア 2005
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
有料 1,000円（高校生以下無料） 

横浜スローフード協会 
TEL : 045-243-1484　FAX : 045-243-1705 
http://www.y-slow.com

市内外の生産者を一堂に介した大試食見
本市 4.29（金） 

国 

月 

4

月 

5

月 

6



パシフィコ横浜。最新情報！ 

8

【みなとみらい線】みなとみらい駅から徒歩3分 
【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】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 

横浜ワールドポーターズ 

〒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） 

2005年1月1日発刊（季刊・年4回） 

表紙：2004年国際航空宇宙展 

アジアンビューティー・MAXイリュージョンナイト 

会議センターメインホールの音響卓が新しくデジタル方式に

なりました。（2004年5月）デジタル化になることでノイズが低

減、高音質化と準備作業時間の短縮化が実現され、会議・大

会・イベントのためのより良い快適な環境をご提供できます。

また、これに伴いデジタル卓の入力点が増加しマイクの使用

本数も最大24本まで可能になりました。2006年1月にはデジ

タル対応のスピーカーも導入予定で更なる効果が見込めます。

どうぞご期待下さい。 

パシフィコ横浜では、環境保全に対して様々な取り組みを行っています。

2005年4月より本格稼動する横浜市のG30（ゴミ削減活動）に先駆け

て、2004年12月よりリサイクル率80%を目標に、ゴミの分別回収を

始めました。実施済みのOA紙、ダンボールに加え、ビン、カン、プラス

チック類、紙類などについても分別回収し、専門の処理業者によって

リサイクルされるようになります。施設内のゴミ箱は分別方式に変更

となりましたので、ご来場の際にはリサイクル推進にご協力下さい。 

また、2004年10月には電子書類配信システムを導入し、社内の各種

手配・連絡書類を電子化して関係セクションに配信。紙資源の節減

にも取り組んでおります。 

雨水再利用装置は、展示ホールの屋根に集まる雨水を集めるシス

テムです。集まった雨水は施設内のトイレの浄水とクーリングタワー

（冷却装置）の冷却水として利用され、年間10%以上の上水節減に

役立っています。 

また、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」における地球温暖

化対策（温室効果ガスの抑制）、「省エネ法/エネルギーの使用の合

理化に関する法律」の第一種エネルギー管理指定事業所としてのエ

ネルギー削減目標（年間1%）等の課題に積極的に取り組んでいます。 

 

●2004年10月29日（金）～30日（土） 

パシフィコ横浜のシンボル、ホテルの帆型壁面が巨

大スクリーンに！ピラミッドやエッフェル塔などを巨大

スクリーンに見立てて投影させている世界的な映像アー

ティストMAXのアジア初のロケーションに最適として

パシフィコ横浜が選ばれ、開催されました。当日は

新潟中越地震義援金の募金活動も実施。8万5千人

の眼を楽しませ、横浜の夜空を彩りました。 

パシフィコ横浜の 
環境保全活動って？ 

パシフィコの夜に幻想的な時間が流れる… 大勢の力が結集してアートを創る。 

デジタル音響卓導入 
―メインホールー 

2005.01.WINTER
http://www.pacifico.co.jp
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特集：close up events

2004年 
国際航空宇宙展 


