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統合医療展2007は
来年1月17・18日に開
催することが決定。 

お客さまインタビュー 
お客さまから見たパシフィコ横浜 パシフィコ横浜で展示会やイベントを開催したお客さまの生の声をお届けす

るcustomer's INTERVIEW。どんな想いを込めて、展示会に臨んでいる
のか。お話を伺います。 

 

ビジネスチャンスを 
広げる展示会を 

2006年1月に「統合医療展2006」を、3月に「シルバーサービス2006」を
開催したCMPジャパン株式会社。代表取締役会長であり、パシフィコ横
浜と15年来のお付き合いのあるクリストファー・イブ氏に展示会の状況や
会場の雰囲気、そして今後の展望などを伺いました。 

CMPジャパン株式会社 代表取締役会長 

クリストファー・イブ氏 

■ PROF I LE
1961年生まれ、英国出身。1987年にシェフィール
ド大学で日本語、経済学学位を取得。その後、
Seatrade Japan Co., Ltd.、Miller Freeman 
Japan Co., Ltd.（CMPジャパンの前身）などを経
て、1992年から現職。代表取締役会長として、日本
をはじめ、韓国、台湾、東南アジアへの事業を展開
している。 

「来場者にとっても、出展者にとっても 
 "やさしい"会場ですね」 

　多目的スペースの「アネックスホール」が隣接されていることも、

パシフィコ横浜を利用するメリットですね。米国の多くの展示会場では、

会場の隣に多目的スペースが設置され、セミナーなどが併催されて

います。展示会場とセミナー会場が近いと参加者の回遊性が高まり、

展示会そのものが活性化するからです。ところが、日本の展示会場に

はそういう設備が整っている場所が少ない。そのような面から見ても、

パシフィコ横浜はビジネスチャンスを広げられる貴重な場所なのです。 

 

 

■Company DATA

CMPジャパン株式会社 
 英国の大手情報・展示会企業であるCMPグループの日本拠点。「健康産業新聞」「ダイエット＆ビュー
ティー」「食品と開発」などの業界誌や書籍の出版事業および、「SEA JAPAN」「健康博覧会」「統
合医療展」「シルバーサービス」など展示会事業を積極的に行っている。 
 
■ウェブサイト　http://www.cmpjapan.com/ 
■お問い合わせ　TEL：03-5296-1011

CMPジャパンのスタッフたちと、 
シルバーサービス2006の会場前で。 

customer's 

vol.1
INTERVIEW パシフィコ横浜「開業15周年記念」連載企画 

「健康や医療、美容業界がどんな広がりを 
 見せるのか楽しみです」 
　今後の展開については、弊社の特徴でもあるB to Bを意識した

展示会を多数手がけていきたいと考えています。中でも、CMPの

カラーを明確に打ち出すために、健康や医療、美容業界には引き続

き注目をしていきたいです。これらの業界は今後、さらなる市場拡

大が期待できますし、たくさんの可能性を持っているからおもしろい。

健康博覧会や統合医療展、シルバーサービス、ダイエット＆ビュー

ティーフェアなどのイベントを拡大していきたいと思っています。 

　すでに2007年にパシフィコ横浜で「統合医療展2007」（1/17・

18）と「シニアライフ エキスポ2007」（3/1～3）を開催すること

が決定していますし、どんな展開ができるのか楽しみです。 

　CMPジャパン株式会社は、B to Bのトレードショーをメインに、年間

およそ10回の日本国内の展示会を主催しています。1月に開催した「統

合医療展2006」には、医師や医療関係企業の方など多数ご来場いた

だき、盛況のうちに終了することができました。 

　「シルバーサービス2006」は、介護・介護予防を提案する製品やサ

ービスを紹介する場です。そのため、一般の方にもご来場いただきた

いと考えていました。パシフィコ横浜は、会場の近くにショッピングモー

ルや遊園地があり、気軽に立ち寄れる要素が揃っていて、最適の場所だ

といえます。みなとみらい線ができたことで、15年前に比べアクセス

も抜群に良くなりましたし。総合的に見てハード・ソフトの両面において、

来場者にとっても、出展者にとっても“やさしい”会場ですね。 来場者

の皆さんに、買い物などの“楽しさ”と展示会場での“役立つ情報”の

両方を得ていただけたら本望です。 

「展示会場とセミナー会場が近いと、 
 ビジネスチャンスが広がります」 
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パシフィコ横浜 最新情報 

本格的な石釜焼きピザが
楽しめるイタリアンレストラ
ン『リストランテ・アッティ
モ』が、展示ホール2F
にオープン。店内での挙
式も可能で、200インチ
の大型スクリーンや専門
のプランナーが華やかな
ブライダルを演出します。 

石釜焼きピザがオススメ！ 
本格イタリアン『リストランテ・アッティモ』 

2月14日、弊社名誉会長の　木文雄
が逝去いたしました（享年86歳）。 
生前、役員・社員を前に「当社は、
部屋貸しが本来の目的ではなく、社会
的意義のあるものを提供していくために
設立された会社である」「パシフィコで
会議をやって非常に良かったと思ってい
ただけるような良いサービスを提供する
ことが最も重要」「そのために社員一人
ひとりが知恵を出さなければならない」
と語っていた　木の遺志を受け継ぎ、
お客様に末永くご利用いただけるよう、
今後も催事の成功に尽くしてまいりたい
と存じます。 
ご多忙中にも関わらず、多くの方々にご
会葬いただき、誠に有難く厚く御礼申し
上げます。 

横浜をもっと楽しく！イベント情報満載！「インフォメーションコーナー」新設 

P A C I F I C O N E W S

窓からは横浜ベイブリッジが望める 

ダイナミックな演出がいつでも可能に！ 国立大ホールにムービングライト導入！ 

2006年 1月、国立大ホールにムービングス
ポットライト2種（タングステン電球1kw、アー
ク電球 700w）計 16 灯を導入しました。
色や模様（GOBO）を自由に動かすこと
ができるので、コンサートやショーはもちろん
のこと、式典や会議、セミナーなどの時で

も照明演出の幅が広
がり、さらに華やかで
ダイナミックなステージを
お手軽にお楽しみいた
だけます。持込機材と
の併用利用も可能。
詳細は営業部まで。 

■ PROF I LE
大蔵省事務次官、日本国有鉄道総裁を歴任後、みなとみらい21
開発に携わり、当社が設立した1986年に代表取締役社長に就任。 
東日本唯一の国立会議場の誘致（いまの国立大ホール）をはじめ、
故・細郷横浜市長とともに、横浜の開発発展に寄与した。パシフ
ィコ横浜には20年間在籍。 

● N E W  O P E N●  

4/6　 
OPEN

4/1　 
OPEN

リストランテ・アッティモ　　　　　　     
DATA 
●11:30～22:00（L.O.21:00）  ●月曜休（イベント開催時を除く）●クレジットカード可  ●予約可　 
●130席（宴会場最大250名まで、個室24名まで）●予算：ランチ2000円、ディナー5000円　 
●展示ホール海側2F（p.16参照） 

1045-640-1270 

＜関連情報＞ 

ハンバーグやカレーに新鮮
野菜を盛り込んだワンディッ
シュフード、四季折々の旬
彩弁当、パスタなどが楽し
めます。店内は明るいウッ
ド調に整えられた憩いの空
間。展示ホール2F入口に
あるので、待ち合わせや休
憩に便利です。 

ちょっと休憩したいときに 
『YOKOHAMAフードテラス』 

ワンディッシュハンバーグ 

会議センター 1F待合コーナー（エントランス横） 

展示ホール2Fコンコース 
（ビジネスセンター横） 

YOKOHAMAフードテラス　　　　　　     
DATA 
●10:00～17:00（L.O.16:30） ●不定休  ●クレジットカード不可  ●予約不可  ● 80席  
●予算 :700円～1000円  ●展示ホール陸側2F（p.16参照） 

1045-221-1261

会議センター３０１～３０４ 
デジタル方式の照明卓にリニューアル！ 

調光操作卓（メイン卓と簡易卓）をリニューアル。DMX信号の
デジタル方式となり、照明操作や準備が簡単＆便利になりました。 

「会議センター1F」と「展示ホール2F」
の2ヵ所に『インフォメーションコーナー』を
新設しました。パシフィコ横浜で予定され
ているイベントの開催案内や、中華街やホ
テル、横浜の観光スポットなどアフターコン
ベンションに関するお役立ち情報を無料で
手に入れることができます。横浜をさらに

楽しむための便利
でフレッシュな情報
が盛りだくさん。
ご来場のおりに是
非ご活用ください。 

　木文雄名誉会長逝去について 

「インフォメーションコーナー」は、開催告知や出展募集などに 
無料でご利用頂けます。 
詳しくは営業部までお問い合わせください。 

ご主催者の方へ 
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 スローフードフェア  
 2006

2006  4｜29（土） ～ 4｜30（日） 
12:00～17:00（予定） 
入場料：1,000円（高校生以下無料）（予定） 
お問い合わせ：横浜スローフード協会 
TEL:045-243-1484 
http://www.y-slow.com/

 

初めてなのに懐かしい 
 “日本の味”に 
  会いに行こう！ 

展示ホール 

展示会 

全国からおいしいものが大集合！ 
盛りだくさんの出展ブースをご紹介 
●テーマのブース ●アルカのブース 

●地元横浜のブース 

日本最大級のスローフード見本市「スローフードフェア2006」
が、ゴールデンウィーク前半の2日間開催されます。伝統製
法の魚介製品や手づくりハム、地酒などなど、丹精をこめて
つくられた地場食品を展示即売。全国各地から集まる数々
の食品のほとんどは、その場で試食が可能です。約80のブ
ースにずらりと並ぶ“日本の味”に、ぜひ会いに来てください！ 

人気のブースには、 
試食待ちの列ができることも 

自然海塩や泡盛が並ぶ沖縄のブース 

今年のテーマは「蘇れ！ 日本の大豆」。国

産大豆を使用した大豆食品が、全国各地か

ら勢ぞろいします。豆のうまみが詰まった

豆腐。時間をかけて熟成された味噌やしょ

うゆ。どれも大量生産品では味わえないも

のばかりです。日本

の風土に育まれた

大豆本来の豊かな

味わいをご堪能く

ださい。 横浜は文明開化の町。カクテル

や食パン、アイスクリームが日本

ではじめて作られたのも横浜だといわれて

います。そんな地元の味を伝えるブースも

多数出展します。レトロでモダンな味わい

を楽しんでください。 
  

その他、全国のスローフード協会各支部、

協賛企業も出展予定です。お楽しみに！ 

アルカ（味の箱舟）とは、国際スローフード

協会が認定している「絶滅の恐れのある希

少な食品」のこと。昨年12月、長面の焼き

ハゼ（宮城県）や雪菜（山形県）など9品目が、

日本で初めてアルカに認定されました。認

定食品のいくつかが出品される予

定です。 

◎スローフードとは？ 

スローフード運動は、1986年にイタリア北部の町

ブラで起こりました。世界中を席巻しつつあるファ

ーストフードによって、人々の味覚が画一化されて

しまうのではないか―。そんな危惧から、「伝統の

郷土食を大切にしよう」という動きが広がり、ファー

ストフードに対抗して「スローフード」と名付けられ

ました。「失われつつある郷土料理や素材を守る」

「質の高い素材を提供する小生産者を守る」「消

費者に味の教育（食育）を進める」という３つの指

針のもと、現在約50か国で8万人を超える会員が

活動しています。 

皮ごと食べられる小田原産の無農薬レモン 

長面の焼きハゼ。 
いろりの火で焼いた後、煙でいぶす 

S p e c i a l
E d i t i o n
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昨年のフォーラムで表彰されたワンダフル・サードエイジ、旅行ジャーナリストの兼高かおるさん 

フェアでは来場者が自由に参加できる 
体験型の講習会も開かれる予定 

●食育教室 

「地粉うどん」「日本の味覚・おだしに挑戦」「お茶と和菓子」など、

多彩なテーマで開かれる料理教室。一から料理をつくる楽しさを、

親子で一緒に味わってみては？ 

■セミナー 

食に造詣の深い講師を招き、講演会を開催します。テーマは、1日

目が『大豆と発酵の文化』、2日目は『世界のアルカ・日本のアルカ』

または『日本のお茶文化』の予定です。 

■フードコート 

お腹がすいたときはこちらへ

どうぞ。3つの厨房が、それぞ

れ「大豆メニュー」「日本のア

ルカ・世界のアルカ」「横浜の

地産地消」をテーマに腕をふ

るいます。 

サードエイジという言葉を聞いたことが

ありますか？ 年齢にとらわれずアクティ

ブに生きる人々を、尊敬をこめて呼ぶ言

葉です。サードエイジ・フォーラムでは、

著名人による基調講演のほか各分野で

活躍するサードエイジを「ワンダフル・

サードエイジ」として表彰しています。

10回目を迎える今回は、さらにその中

から「青春大賞」を選出する予定です。

同時に開催されるサードエイジ・フェアは、

これからの生活スタイルを提案する総

合展示会。旅行、自動車、家電など、多種

多様な企業が出展します。人生の円熟

期をいきいきと過ごすヒントを、この会

場で見つけてみませんか？ 

人生をはつらつとエンジョイする 
サードエイジのための祭典 

昨年の食育教育では、地粉うどんに挑戦 

もっとスローフードを楽しもう 
◎パシフィコ横浜も応援しています！ 

04年、05年に開催された「横浜スローフードフェア」には、パシフィコ横浜

の「マリンロビー市民利用」プランが適用されています。このプランは、一

定条件を満たせば横浜市民が10分の１の料金で会場を利用できる制度。

横浜の文化芸能振興支援を目的に作られています。３回目の今年は、主催に

横浜スローフード協会のほかスローフードジャパンが加わり、全国規模のイ

ベントに発展しました。会場も、より広い展示ホールに移して開催されます。 

横浜市とパシフィコ横浜は、地域の多様性を尊重しようとするスローフード

の精神に共感し、このイベントが今後さらに発展するよう応援しています。 

Eventer Comment

》》》ここが見所！ 

何と言っても、全国のスローフード

が一堂に会し、試食試飲ができる点

です。「味の箱舟」に認定された希

少品種をはじめ、めったに口にでき

ない貴重な食材が味わえます。 

》》》パシフィコで開催して 

話題性の高いみなとみらい地区に

位置するため、多くのお客さまにご

来場いただけるのではと思ってい

ます。会場の大きさを自由に調整で

き、使い勝手が良い点も魅力です。 

第10回 
サードエイジ・フォーラム 

2006  6｜3（土） 
13：30～18：00 
入場料：無料（要事前申し込み） 
お問い合わせ：アクティブ・エイジング・キャンペーン
実行委員会事務局 
TEL:03-3486-9444　http://www.aac.gr.jp/

国立大ホール 

展示ホール 

展示会 

サードエイジ・フェア  
2006

2006  6｜2（金） ～ 6｜3（土） 
2日11:00～18:00 
3日10:00～18:00 
入場料：無料 
お問い合わせ： 
サードエイジ・フェア事務局 
TEL:03-3486-7190 
http://www.thirdagestyle.com/

学　会 
会　議 

シンポジウム 
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展示会 

展示会 

学　会 
会　議 

シンポジウム 

学　会 
会　議 

シンポジウム 

学　会 
会　議 

シンポジウム 

学　会 
会　議 

シンポジウム 

P i c k  u p E v e n t s
会員 

会員 会員 当日申し込み可 

…会員を対象とした 
　催事です 

 
関係者 

一般 会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

…一般向けの催事です 

…関係者を対象とした 
　催事です  

注目!! 先取り情報 

第79回 日本整形外科学会 学術総会 

次の100年へ 

5｜18（木）～21（日）18日8:00～17:00、19日8:00～18:20、20日8:00～18:15、21日8:00～15:30 　 

日本に近代整形外科が伝えられて、
今年で100周年。記念すべき年
に開かれる今回の総会では、「日
本の整形外科による独創展」な
どが企画されています。また大韓
整形外科学会を招き、合同シンポ
ジウムも開催される予定。 
 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2006

その先のテクノロジーが見える 

5｜24（水） ～26（金）10:00～17:00

最先端の自動車技術を発表・展
示する場として、自動車技術展、
フォーラム、学術講演会を開催。
技術展には300社以上が出展し
ます。進化する最新自動車技術を
見て、触れて、体験してください。 

お問い合わせ：株式会社アサツーディ・ケイ 
TEL：03-3547-2533　http://www.joa2006.com/

お問い合わせ：展示会運営事務局 株式会社大成社 
TEL：03-3563-3366　http://www.jsae.or.jp/2006expo/

第9回 横浜骨董ワールド 

4｜21（金） ～23（日）21日12:00～17:00、22・23日10:00～17:00

お問い合わせ：横浜骨董ワールド事務局 
TEL：03-5345-6123　http://www.kottouworld.com/

350店以上が出店する骨董の展
示即売会。日本や西洋の古美術品、
骨董品、古玩具など、30万点を超
える品揃えは圧巻です。特別企
画展「明治の華･日本の輸出陶
磁展」では、明治に花開いた横浜
焼を中心に約100点を展示します。 

第103回 日本内科学会総会・講演会 

4｜14（金） ～16（日）14日9:00～17:00、15日9:00～18:00、16日9:00～16:30

「医療の変革を先導する内科学」をテーマに開催。
特別企画講演「世界の課題、日本の課題」「内
科医に必要な他科の知識」をはじめ、招請講演、
シンポジウム、パネルディスカッションなどの多数
の講演が行われます。 

お問い合わせ：社団法人日本青年会議所　 
TEL：03-3234-5601　http://www.samacon.jp/　 

全国会員4万人のJCが集い、継承さ
れてきた世界に誇る「美しき日本」に
回帰するためのセミナー・フォーラムを
開催します。いま話題の憲法問題や
年金問題にも言及。また、当日は企業
ブースや屋外飲食ブース等も計画。 

第16回JDPAコンベンション 

6｜29（木） ～7｜1（土）6月29・30日10:00～17:00、7月1日10:00～15:00

DATA お問い合わせ：日本デコラティブペインティング協会 
TEL：03-5649-2321　http://www.jdpa.jp/

身近な小物や家具にペイントを施した“デコラ
ティブペインティング”の祭典。今回は
「WELCOME」をテーマに、会員による多彩な
作品展示や、賛助会員・講師会員による販売ブ
ースに加えて、体験セミナーも開催する予定です。 

JRC2006

4｜7（金）～9（月）7日9:00～19:00、8日8:00～19:00、9日8:00～16:00

お問い合わせ：有限責任中間法人日本ラジオロジー協会 
TEL：03-3518-6111

日本医学放射線学会、日本放射線技術学会、日
本医学物理学会の放射線医療に関わる3つの
学会の学術集会・学術大会を開催。同時に開か
れる「国際医用画像総合展」は、最新医用画像
診断機器及び周辺機器を一堂に公開するアジア
最大規模の総合学術展示会です。 

ペインティングの祭典 

放射線医療の最前線 

日本JCサマーコンファレンス2006

7｜22（土）～23（日）22日11:00～18:00、23日9:00～12:00

国内有数のアンティークフェア 

日本内科学会の学術講演会 

お問い合わせ：株式会社キョードー横浜 
TEL：045-671-9911

全国24ヶ所、32公演に及ぶツア
ーを開始した井上陽水。6月18日、
パシフィコ横浜の国立大ホールに
やってきます。ますます円熟味を
増した、唯一無二の井上陽水ワ
ールドをお楽しみください。 

井上陽水 コンサート2006

6｜18（日）開場16:30、開演17:30

国 一般 S席8,400円、A席7,350円 ※未就学児入場不可 

展 一般 無料 

めくるめく陽水の夢の中へ 

 

展 一般 前売800円、当日1,000円(3日間有効)

会 展 ア 有料 関係者 

会 展 ア 20,000円 関係者 

一般 無料 国 会 

一般 国 展 10,000円 

展示 
即売会 

当日申し込み可 要事前申し込み 一般 展 無料 

DATA お問い合わせ：社団法人日本内科学会 
TEL：03-3813-5991

JC会員が全国から集まる 
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C o n v e n t i o n C a l e n d a r

連絡先 来場者数 料金 開催時間 開催日 催事名・内容 参加対象 
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会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

4 
月
 

●大 1日（土） 

2日（日） 

3日（月） 

1日（土） 
～2日（日） 

7日（金） 
～9日（日） 

13:00
  ～15:30

10:00
  ～17:00

13:00
  ～15:30

－ 

－ 

14:00
  ～16:00

10:00
  ～12:00

13:00
  ～15:00
7日 9:00～19:00
8日 8:00～19:00
9日 8:00～16:00

7日  9:30～18:00
8日 10:00～18:00
9日 10:00～14:00

14日 9:00～17:00
15日 9:00～18:00
16日 9:00～16:30

開場   8:50
開演   9:25
閉会 17:00

13:00
  ～21:00

14:00
  ～17:30
18日・19日 
 9:00～20:00
20日 
 9:00～17:50

21日 
 12:00～17:00
22日・23日 
 10:00～17:00

10:00
  ～17:00

10:00
  ～17:00

13:00
  ～17:00

8:00
  ～18:00

平成18年度　神奈川工科大学入学式 無料 

無料 

2,500人 

15,000人 

無料 5,000人 

無料 6,000人 

無料 3,500人 

無料 4,000人 

無料 800人 

有料 30,000人 

3,000円 19,000人 

未定 500人 

前売    800円 
当日 1,000円 
（3日間有効） 

16,000人 

13,000円 

10,000円 

600人 

無料 2,000人 

53,000円 450人 

無料 6,000人 

無料 8,000人 

有料 200人 

無料 2,000人 

15,000人 

有料 4,500人 

入学式 

●大 平成18年度　神奈川大学入学式 
入学式 

4日（火） ●大 平成18年度　学校法人岩崎学園　入学式・進級式 
平成18年度入学式および進級式 

5日（水） ●大 

●大 

平成18年度 北里大学入学式 
入学式 

5日（水） 

13日（木） 

平成18年度 横浜商科大学入学式 
入学式 

16日（日） ●学 エキスパートナース・フォーラム 
看護師向け講習会 

●学 第58回日本産科婦人科学会総会・学術講演会 
学術講演会 

18日（火） 

20日（木） 

20日（木） 

●大 横浜トヨペット創立50周年記念式典 
記念式典 

●大 国泰人寿横浜高峰会 
表彰式典など 

●展 レンズ設計・製造展2006（第1回） 
レンズおよび関連材料、設計、製造・加工装置の展示 

●学 第103回 日本内科学会総会・講演会 
学術講演会 

●学 第13回 フードセーフティー経営戦略セミナー 
ホテル・スーパーマーケットその他食品関連へ経営の啓蒙 

●学 JRC 2006
医学放射線関係の学術大会と機器展示会 

7日（金） 
～9日（日） ●展 

国際医用画像総合展（ITEM in JRC 2006） 
医療用画像診断機器及び関連用品の総合展示会 

●展 レーザーエキスポ 2006
レーザー機器の展示 

●即 第9回横浜骨董ワールド 
和洋骨董、コレクタブルの展示即売 

●大 2006年度 関東学院大学入学式 
入学式の実施 

●イ マタニティ＆ベビーフェスタ 2006
妊婦さん&赤ちゃんのための体験型情報発信イベント 

守成クラブ「仕事バンバンプラザ」関東大会 
●大 （株）日本商工振興会主催の「守成クラブ」。関東地区会員企業の

ビジネス交流・展示会 

14日（金） 
～16日（日） 

18日（火） 
～20日（木） 

第13回国際ホトマスクシンポジウム 
●学 ホトマスク及びマスク技術に関する情報提供及び将来動向、技術

展示会 

19日（水） 
～21日（金） 
19日（水） 
～21日（金） 

21日（金） 
～23日（日） 
22日（土） 
～25日（火） 

神奈川工科大学 
TEL:046-291-3015  FAX:046-242-3737

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

日本マタニティビクス協会 
TEL:03-3725-0071  FAX:03-3723-9206
http://www.mb-kyokai.com/

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

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

学校法人岩崎学園 
TEL:045-311-5562  FAX:045-311-5563
http://www.iwasaki.ac.jp/

学校法人北里学園 
TEL:03-5791-6198  FAX:03-3444-2530
http://www.kitasato-u.ac.jp/

横浜商科大学 
TEL:045-571-3901  FAX:045-581-4850
http://www.shodai.ac.jp/

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/

株式会社サンリバー内　 
守成クラブ関東大会事務局 
TEL:0463-25-6077  FAX:0463-24-4110

社団法人日本内科学会 
TEL:03-3813-5991  FAX:03-3818-1556

株式会社照林社 
TEL:03-5689-7377  FAX:03-5689-7577

横浜トヨペット株式会社 
TEL:045-224-8818  FAX:045-224-8802
http://www.yokohama-toyopet.co.jp/

株式会社ICSコンベンションデザイン 
TEL:03-3219-3541  FAX:03-3292-1811
http://www.ics-inc.co.jp/pmj/

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/

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/

ジョンソンディバーシー株式会社 
TEL:045-640-2213  FAX:045-640-2247
http://jwpjapan.com/

株式会社国際通運 
TEL:03-3542-3399

横浜骨董ワールド事務局 
TEL:03-5345-6123  FAX:03-5345-6115
http://www.kottouworld.com/

新潟大学産婦人科 
TEL:025-227-2320  FAX:025-227-0789
http://jsog.umin.ac.jp/

市民公開講座 

市民公開講座 

\P.6

\P.6

\P.6

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

市民公開講座 …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 ●学 ●イ イベント・コンサート 学会・会議・シンポジウム 展示会 大会・式典・その他 ●展 展示即売会 ●即 ●大 
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連絡先 来場者数 料金 開催時間 開催日 催事名・内容 参加対象 

C o n v e n t i o n C a l e n d a r
会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

市民公開講座 …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  

 

コンベンション・カレンダー 

●学 ●イ イベント・コンサート 学会・会議・シンポジウム 展示会 大会・式典・その他 ●展 展示即売会 ●即 ●大 

29日（土） 

5日（金） 

27日（土） 

6日（土） 

7日（日） 

7日（日） 

14日（日） 

30日（日） 

11・12日 18:00～20:30
13日 10:00～20:30
14日 10:00～15:00

26日 
 14:00～18:00
27日・28日 
   9:30～17:00

27日 
 10:00～17:00
28日 
 10:00～16:00

18日 8:00～17:00
19日 8:00～18:20
20日 8:00～18:15
21日 8:00～15:30

●学 第39回 原産年次大会 
原子力・エネルギーに関する国際会議 

●展 プライベートガーデン・エキシビション2006
日本を代表するエクステリアメーカーが一同に開催する展示会 

●大 

●即 コミックワールド 横浜 40
画材及び自主出版物の展示即売会 

●イ unicorn Tournament 2006
ソフトダーツのトーナメント 

●即 トヨタカローラ神奈川 お得・納得・即決フェア 
トヨタカローラ神奈川主催の試乗・即売フェア 

●イ 横浜コスプレフェスティバル 
ファンによるコスプレ交流会 

●大 佛立開講150年奉賛記念大会「グランデ・ファミリア」 
記念講演・映像放映・演劇・式典 

●学 第79回 日本整形外科学会学術総会 
医学会 

●展 

●大 
社団法人日本フォークダンス連盟創立50周年記念　 
第14回　全日本フォークダンス大会 
創立50周年を祝う、フォークダンス・日本民踊・スクエアダンスなど5部門の大会 

●イ 
「TOTO」フォーリング・イン・ビトゥイーン・ツアー 
2006
「TOTO」のコンサート 

●学 病院経営セミナー 
医療機関の医療従事者に対する講演会 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2006
展示会 

FANCLフィットネスヨコハマ2006 ～ハマスポ・ダンス・パフォーマンス～ ●大 公募したアマチュアダンス・体操団体、グループのパフォーマンス
発表会・コンテスト 

スローフードフェア 2006●展 スローフードの試食展示会、食育体験教室、 
フードコート＆セミナー 

2006神奈川私立中学相談会 
神奈川私立中学校61校（中高一貫校59校、中等教育学校2校）
のブースでの相談会、パネルディスカッションなど 

WHITESNAKE Japan Tour 2006
●イ デイヴィッド・カヴァーデイル率いるホワイトスネイク、約2年半

ぶりとなる来日公演 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
●学 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 

ワイヤレス・テクノロジー・パーク（WTP）2006
●展 無線通信技術、研究開発の専門イベント 

展示会は事前登録、招待券持参で無料 

\P.4-5

\P.6

\P.6

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

4 
月
 

5
月
 

25日（火） 
～26日（水） 

26日（水） 
～28日（金） 

27日（木） 
～28日（金） 

27日（木） 
～28日（金） 

29日（土） 
～30日（日） 

3日（水） 
～4日（木） 

3日（水） 
～5日（金） 

11日（木） 
～14日（日） 

18日（木） 
～21日（日） 

24日（水） 
～26日（金） 

11:00
  ～15:30

10:00
  ～17:00

9:00
  ～22:00

10:00
  ～18:00

10:00
  ～19:00

17:00
  ～19:00

11:00
  ～15:30

13:00
  ～16:00

開場 16:00
開演 17:00

10:00
  ～17:00

9:30
  ～18:00

－ 

10:00～16:00
（入場～15:30） 

9:30
  ～17:00

一般無料、 
原子力関係者有料 

（高校生以下無料） 
（予定） 

 S席 8,500円 
A席 7,500円 

無料 

無料 

無料 

500円 

4,000円 

無料 

500円 

1,500円 

無料 

10,000円 

8,000円 

20,000円 

無料 

有料 

－ 

－ 1,000人 

800人 

8,000人 

8,000人 

8,000人 

5,000人 

1,000人 

6,000人 

10,000人 

5,000人 

4,000人 

3,000人 

5,000人 

40,000人 

4,000人 

20,000人 

44,000人 

4,500人 

150人 

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/

社団法人日本原子力産業協会 
TEL:03-6812-7101  http://www.jaif.or.jp/
E-mail:39th-annual@jaif.or.jp

日本イージェイケイ株式会社 
TEL:03-5772-1321  FAX:03-5772-1324
http://www.wt-park.com/

プライベートガーデン・エキシビション事務局 
TEL:03-3818-5531  FAX:03-3818-6550
http://www.pgex.jp/

神奈川県私立中学高等学校協会 
TEL:045-321-1901  FAX:045-321-6008
http://www.phsk.or.jp

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

エスイー株式会社 
TEL:044-755-8833  FAX:044-755-7530
http://www.deleter.jp/comicworld/

エムジェイ・スポート株式会社 
TEL:03-5480-0022  FAX:03-5480-0026
http://www.mjsport.jp/

トヨタカローラ神奈川お客様相談窓口 
TEL:0120-045-711  FAX:045-715-8804
http://www.toyota-corolla.co.jp/

財団法人横浜市スポーツ振興事業団 
TEL:045-640-0015  FAX:045-640-0024
http://www.hamaspo.com/fitness/

ウドー音楽事務所 
TEL:03-3402-5999
http://udo.jp/

佛立開講150年奉賛記念大会　実行委員会 
TEL:045-321-7690  FAX:045-322-3419
E-mail:myoshinji@butsuryushu.or.jp

社団法人日本フォークダンス連盟 
TEL:03-3469-8706  FAX:03-3469-8730
http://www.folk-dance.or.jp/

クリエイティブマン 
TEL:03-5466-0777
http://www.creativeman.co.jp/　 

株式会社アサツーディ・ケイ 
TEL:03-3547-2533  FAX:03-3547-2590
http://www.joa2006.com/

展示会運営事務局：株式会社大成社 
TEL:03-3563-3366  FAX:03-3563-3360
http://www.jsae.or.jp/2006expo/

社団法人自動車技術会 
TEL:03-3262-8214  FAX:03-3261-2204
http://www.jsae.or.jp/2006haru/

協和医科器械株式会社 
TEL:0543-45-8290  FAX:0543-49-0220

コスプレフェスティバル実行委員会 
http://takama.cosplay.ne.jp/jcf/

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

●学 社団法人自動車技術会2006年春季大会 
学術講演会、フォーラム 

24日（水） 
～26日（金） 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

12:00
  ～17:00
 （予定） 

1,000円 

市民公開講座 



9

C o n v e n t i o n C a l e n d a r
会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

市民公開講座 …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 
 

コンベンション・カレンダー 

●学 ●イ イベント・コンサート 学会・会議・シンポジウム 展示会 大会・式典・その他 ●展 展示即売会 ●即 ●大 

連絡先 来場者数 料金 開催時間 開催日 催事名・内容 参加対象 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

5
月
 

6
月
 

28日（日） 

28日（日） 

30日（火） 

30日（火） 
～31日（水） 
1日（木） 
～4日（日） 
2日（金） 
～3日（土） 

9:25
  ～15:35

13:00
  ～16:00

9:00
  ～16:00

－ 

－ 

－ 

13:30
  ～18:00

9:30
  ～17:45

おおむね
9:00～18:00
（日によって異なる） 

9:00
  ～17:00
 （予定） 

受付 9:00～
オープニング 9:35
閉会 16:55

11:00
  ～16:00

10:00
  ～15:00

30日 
 10:00～17:50
31日 
 10:00～16:50

2日 
 11:00～18:00
3日 
 10:00～18:00

6日 10:30～17:00
7日 10:00～17:30
　　（予定） 

6日 13:00～17:50
7日 10:00～17:40
　　（予定） 

受付 
 12:00～12:20
試験 
 12:50～15:40

10:00
  ～17:00

10:00
  ～17:00

2,000円 

無料 

3,000人 

1,000人 

4,000人 

有料 500人 

－ 

－ 

－ 

－ 

300人 

有料 1,600人 

無料 15,000人 

無料 3,000人 

6,000円 400人 

6,000円 1,000人 

無料 1,000人 

800人 

無料 600人 

無料 500人 

1,000人 

無料 2,000人 

無料 30,000人 

20,000円 900人 

無料 

前売制 

30,000人 

5,000人 

●学 平成18年アットホームスタディ宅建「登録講習」 
スクーリング（講義） 

3日（土） 

3日（土） 

4日（日） 

4日（日） 

4日（日） 

5日（月） 

6日（火） 

8日（木） 

●展 '06画像センシング展 
画像処理関連機器および製品の展示 

NHT グランドオープニングイベント 
NHTディストリビューターのためのイベント 

●展 光ナノテクフェア2006
測定機器及び関連製品 

●学 第56回 日本商業学会全国大会 
学術講演会 

●学 全国消防長会第58回総会 
全国消防長会議 

●学 エキスパートナース・フォーラム　がん緩和ケアの最前線 
ナースを対象とした学術セミナー 

●大 Selete Symposium 2006
Selete主催の技術会議 

●即 グリーンフェア2006
電気設備業者向け展示即売会 

（株）ブラン・ニュー ファースト・コンベンション 
創立一周年記念 

第9回SIDS国際会議（乳幼児突然死症候群に関する国際会議） 
●学 SIDS及びその他の赤ちゃんの死、周産期死に関する研究発表を

行なう国際会議 

●展 

●大 

●学 

●学 

●大 
2006年度　 
リコーサービス技術者検定試験 神奈川会場 
サービス技術者試験 

●大 
レジナビフェア2006 for RESIDENT  
研修医のための後期研修合同セミナー 
研修医向け、研修病院選定のための就職説明会 

●学 
平成18年度 日本内科学会生涯教育講演会  
Aセッション 
会員の為の生涯教育 

Altera Solutions Seminar 2006
●大 システム設計者向けにアルテラのプログラマブル・ロジックと設

計ソリューションを紹介 

●大 

第12回 画像センシングシンポジウム 
画像センシングの最新技術情報収集の場・先進的研究者との交
流の場 

ヨコハマセーフティフェア'06
●展 車両資機材等の展示、防災講演会、市民向けイベント等 

第7回 中途障害者地域活動センター メンバー交流会 
●大 リハビリをテーマにした講演・体操、懇談交流、ゲーム、消防音楽

隊吹奏楽演奏、活動センター紹介（展示販売含）等 

サードエイジ・フェア2006
自分のための人生をアクティブに謳歌する、こだわる 
大人の暮らしと遊びの博覧会 

第10回サードエイジ・フォーラム 
サードエイジも社会の主役であるために、何ができる 
のかを考えるための講演会 

6日（火） 
～7日（水） 

6日（火） 
～7日（水） 

7日（水） 
～9日（金） 
7日（水） 
～9日（金） 
7日（水） 
～9日（金） 

社団法人日本内科学会 
TEL:03-3813-5991  FAX:03-3818-1556

株式会社ブラン・ニュー 
TEL:03-5366-7300  FAX:03-5366-7301

杉本電機産業株式会社 
TEL:044-211-4740  FAX:044-211-2365

株式会社　半導体先端テクノロジース（Selete) 
TEL:029-849-1264  FAX:029-849-1218

横浜国立大学経営学部 松井建二研究室 
TEL:045-339-3758  FAX:045-339-3707

照林社講演会事務局 
TEL:03-5689-7377  FAX:03-5689-7577

アットホーム株式会社 アットホームスタディ係 
TEL:03-3580-7051  FAX:03-3580-7060
http://www.athome.co.jp/

NPO法人SIDS家族の会 
FAX:03-5456-1661
E-mail:contact@sids.gr.jp

サードエイジ・フェア事務局 
TEL:03-3486-7190
http://www.thirdagestyle.com/

アクティブ・エイジング・キャンペーン実行委員会事務局 
TEL:03-3486-9444
http://www.aac.gr.jp/

株式会社メディカル・プリンシプル社 
TEL:03-5772-2300  FAX:03-5772-2301
http://www.residentnavi.com/

リコーテクノシステムズ株式会社  
首都圏支社神奈川事業部
TEL:045-224-8572  FAX:045-224-8566

第7回　中途障害者地域活動センター 
メンバー交流会実行委員会
TEL:045-933-3249  FAX:045-933-3249

横浜市消防局 総務課 
TEL:045-334-6768  FAX:045-334-6517

横浜市消防局 総務課 
TEL:045-334-6768  FAX:045-334-6517

日本光学測定機工業会 
TEL:03-3435-8083  FAX:03-3435-8083

日本アルテラ株式会社 
TEL:03-3340-9480  FAX:03-3340-9487
http://www.altera.co.jp

画像センシング技術研究会 
TEL:03-3367-0571  FAX:03-3368-1519
http://www.ssii.jp/

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

ナチュラル ヘルス トレンズ ジャパン株式会社 
TEL:03-3475-2850
http://www.nhtj.com/

市民公開講座 

市民公開講座 

\P.5

\P.5

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

 

27日（土） 
要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 
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連絡先 来場者数 料金 開催時間 開催日 催事名・内容 参加対象 

C o n v e n t i o n C a l e n d a r
会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

市民公開講座 …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  

 

コンベンション・カレンダー 

●学 ●イ イベント・コンサート 学会・会議・シンポジウム 展示会 大会・式典・その他 ●展 展示即売会 ●即 ●大 

18日（日） 

18日（日） 

18日（日） 

18日（日） 

3日（月） 

10日（土） 

12日（月） 

1日（土） 

1日（土） 

2日（日） 

開場   9:00
オープニング 9:25
閉会 16:30

15日・16日 
 10:00～19:00
17日 
 10:00～17:00

27日 
 10:00～17:00
28日 
 10:00～16:00

29日・30日 
 10:00～17:00
1日 
 10:00～15:00

4日 
 10:00～20:45
5日 
  9:00～16:00

●大 生活協同組合神奈川ゆめコープ　第7回通常総代会 
生協の総代会 

●学 第47回日本臨床細胞学会総会 
臨床医、病理医および細胞検査士の研究発表の場 

●大 神奈川北部朝日会　社員大会 
朝日会、表彰式 

●イ 井上陽水 コンサート2006
井上陽水 コンサート 

●学 第51回 （社）日本透析医学会学術集会・総会 
医学会の研究発表・透析機器展示、薬品展示、学会ポスター会場 

●学 第8回日本医療マネジメント学会 学術総会 

●展 第10回フューネラルビジネスフェア2006
葬祭サービスに関わる設備機器展＆シンポジウム 

●学 第37回 日本膵臓学会大会 
医学会 

●即 ミナミ サマー ブランドセール 
スポーツ用品全般の物販 

●大 横浜市介護老人保健施設研究大会 
横浜市内介護老人保健施設の日頃の研究成果の発表会 

●学 朝日・中外がん看護セミナー 
看護師対象のがん看護に関する勉強会 

●学 
平成18年度　神奈川県立高等学校PTA連合会・ 
副会長・常置委員長他研修会 
県立高校のＰＴＡ副会長・常置委員長他の研修会 

●大 
横浜市民共済生活協同組合 
平成18年度通常総代会・組合創立50周年記念式典 
通常総代会　記念式典　コンサート 

●学 
チームで進める栄養療法 NSTが来た！  
何から始めて、どう動かすか！ 
看護師向け講習会 

●大 
平成18年度　神奈川県立高等学校PTA連合会・ 
定期総会・会長研修会 
総会・講演・会長研修会 

●学 第5回 かながわ老人福祉研究大会 
高齢者福祉サービスに関する研究発表等 

第16回JDPAコンベンション 
●展 出展作品展示・技術認定応募作品の展示・賛助会員、 

講師会員個人出展ブース・デモンストレーション等 

第24回 ITC日本リージョン年次大会 
●大 開会式、事務会議、スピーチコンテスト(日･英）、講演(二種)、

ワークショップ、閉会式 

ベストインテリアショー in 横浜 2006
●展 木製家具新作展示会、日本全国より木製家具・インテリア雑貨の

新作が集結 

ワールド・ライティング・フェア 2006
●展 エンターテイメント業界および関連産業界における演出表現に関

わる照明器具等の展示会 

市民公開講座 

\P.6

\P.6

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 6
月
 

 7
月
 

15日（木） 
～17日（土） 

9日（金） 
～11日（日） 

16日（金） 
～17日（土） 

23日（金） 
～25日（日） 
27日（火） 
～28日（水） 
29日（木） 
～30日（金） 
29日（木） 
～1日（土） 
30日（金） 
～2日（日） 

4日（火） 
～5日（水） 
5日（水） 
～6日（木） 

開場 16:30
開演 17:30

10:00
  ～16:00

8:30
  ～20:30

9:00
  ～17:30

10:00
  ～17:00

13:00
  ～17:15

10:00
  ～16:00

9:30
  ～17:00

－ 

－ 

未定 

総代会 13:00～
記念式典 14:30～ 

10:00
  ～12:30

8:00
  ～18:00

無料 

無料 

 S席 8,400円 
A席 7,350円 

3,000円 

12,000円 

10,000円 

7,000円 

－ 

無料 

無料 

10,000円 

10,000円 

無料 

無料 

無料 

5,000円 

5,000円 

－ 

－ 

600人 

4,000人 

3,500人 

20,000人 

6,000人 

800人 

350人 

750人 

4,200人 

13,000人 

7,000人 

600人 

8,000人 

9,000人 

500人 

無料 2,000人 

700人 

1,000人 

1,500人 

1,400人 

神奈川ゆめコープ 
TEL:045-470-4170  FAX:045-470-4171
http://www.pal.or.jp/yume/

第47回日本臨床細胞学会総会 事務局 
TEL:03-5216-5551  FAX:03-5216-5552
http://www.congre.co.jp/47jscc/

ワールド・ライティング・フェア運営委員会事務局 
TEL:03-3706-5687  FAX:03-3706-6766
http://www.wlf.co.jp/

国立病院機構横浜医療センター 管理課 
TEL:045-851-2621（代）  FAX:045-852-9339
http://www.8thjhm.org/

株式会社メディカル東友 
TEL:046-220-1705  FAX:046-220-1706
http://www.mtz.co.jp/jsdt51/

綜合ユニコム 
TEL:03-3563-0099  FAX:03-3564-2560
http://www.sogo-unicom.co.jp/

株式会社学会サービス 
TEL:03-3496-6950  FAX:03-3496-2150
http://www.gakkai.co.jp/37jps/

日本デコラティブペインティング協会 
TEL:03-5649-2321  FAX:03-5649-2325
http://www.jdpa.jp/

株式会社ミナミ 
TEL:03-3294-3735  FAX:03-3294-3745
http://www.minami.co.jp/

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 
TEL:045-311-1424  FAX:045-312-6302
http://www.progress.co.jp/members/jinsyakyo/index.html

全家工連九州ブロック支部 
TEL:0944-87-2038  FAX:0944-87-2070
http://www.kagu-fukuoka.or.jp/

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL:045-432-5889  FAX:045-432-5891

横浜市介護老人保健施設連絡協議会 
TEL:045-590-3855  FAX:045-590-3881

「朝日・中外がん看護セミナー」事務局 
TEL:03-5565-5526  FAX:03-5565-4914

横浜市民共済生活協同組合 
TEL:045-662-0732  FAX:045-664-7959

株式会社照林社 
TEL:03-5689-7377  FAX:03-5689-7577

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL:045-432-5889  FAX:045-432-5891

株式会社 朝日旅行 
TEL:03-5777-6721  FAX:03-5777-3395

株式会社キョードー横浜 
TEL:045-671-9911

ITC日本リージョン 
TEL:078-851-8054  FAX:078-851-8014

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

市民公開講座 

会 国 

展 ア 

5日 
 9:00～18:00
6日 
 9:00～17:00

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 
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C o n v e n t i o n C a l e n d a r
会 …会議センター 国 …国立大ホール 

展 …展示ホール ア …アネックスホール 

市民公開講座 …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 
 

コンベンション・カレンダー 

●学 ●イ イベント・コンサート 学会・会議・シンポジウム 展示会 大会・式典・その他 ●展 展示即売会 ●即 ●大 

連絡先 来場者数 料金 開催時間 開催日 催事名・内容 参加対象 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

会 国 

展 ア 

 7
月
 8日（土） 

10日（月） 

11日（火） 

17日（月） 

29日（土） 

29日（土） 

30日（日） 

30日（日） 

13日（木） 
～15日（土） 

17日（月） 
～19日（水） 
20日（木） 
～22日（土） 
22日（土） 
～23日（日） 
24日（月） 
～25日（火） 
25日（火） 
～27日（木） 
25日（火） 
～29日（土） 
27日（木） 
～28日（金） 

29日（土） 
～30日（日） 
29日（土） 
～30日（日） 

5日（水） 
～7日（金） 

10:00
  ～17:00

25日 13:00～20:00
26日  8:20～17:20
27日  8:00～21:00
28日・29日 8:00～17:00
27日 
 9:00～16:30
28日 
 8:45～17:00

22日 
11:00～18:00
23日 
 9:00～12:00

29日 開場9:00 
  9:30～17:00
30日 開場9:00 
  9:30～16:30

無料 24,000人 

10:00
  ～17:00

5,000円 800人 

無料 700人 

10:00
  ～16:30

有料 350人 

－ 

－ 

6,000人 

10:30
  ～16:00

無料 25,000人 

登録料が 
必要 300人 

10:00
  ～17:00

無料 15,000人 

無料 13,000人 

8,000円 2,000人 

10:00
  ～17:00

11:00
  ～17:00

2,000円 6,000人 

150人 

無料 4,000人 

5,000円 500人 

3,000円 2,500人 

1,000人 

9,000円 2,200人 

7,350円 4,000人 

無料 1,000人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

未定 

●学 第8回 RINGの会オープンセミナー 保険業界のセミナー 

●学 Innovative Team's Conference 2006企業における改善事例発表会 

●学 計算風工学に関する国際シンポジウム CWE2006計算機を利用した風工学に関する国際学術集会 

●展 ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド2006福祉関係の展示会 

●学 第37回 日本看護学会　母性看護 研究発表、講演、シンポジウム、交流セッション 

●学 第61回日本消化器外科学会定期学術総会 医学会 

●学 第17回 日本在宅医療研究会学術集会 医学会 

●学 日本小児看護学会　第16回学術集会 小児看護の学会 

●イ 

●大 

全国測量技術大会2006 測量・設計システム展2006
●展 GPSやGIS（地理情報）など測量に関連ある最先端のシステムや

利用例を一般公開 

TRC  ポスターセッション　2006
●学 エレクトロニクス、素材・工業材料、エネルギー、環境分野に関す

る分析技術のポスターセッション 

2006神奈川全私学（中・高）展 
●展 県内141の私立中学・高等学校が82のブースに分かれて学校紹

介を行う 

日本JCサマーコンファレンス2006
●学 日本の伝統や精神文化を学ぶフォーラムや 

セミナーの開催 

オルガテクノ2006「有機テクノロジー展／有機テクノロジー国際会議」 
●展 有機テクノロジーの展示会・国際会議  

展示会は事前登録、招待券持参で無料 

第5回 道路の交通容量に関する国際シンポジウム 
●学 米国交通学会（TRB）主催、（社）交通工学研究会後援の国際シン

ポジウム 

株式会社保険企画 
TEL:044-555-6211  FAX:044-555-6777

株式会社東レリサーチセンター 
TEL:03-3245-5665  FAX:03-3245-5804

社団法人日本能率協会 
TEL:03-3434-1930  FAX:03-3434-6447

社団法人神奈川県看護協会 
TEL:045-263-2901（代）  FAX:045-263-2905

第38回全国公立小中学校事務研究大会 
神奈川大会実行委員会 

日本保育実技研究会 
TEL:03-3880-8739  FAX:03-3849-0130

スタイレックエンタープライズ 
TEL:03-5783-0378  FAX:03-5783-0380

5th ISHC実行委員会 
http://www.itr.genv.nagoya-u.ac.jp/

株式会社プロコムインターナショナル内  
第17回日本在宅医療研究会学術集会事務局 
TEL:03-3234-4704  FAX:03-3234-4456

国立成育医療センター 
FAX:03-3749-8251
E-mail:uchikoshi-y@ncchd.go.jp

KMミュージック 
TEL:045-201-9999
http://www.kmmusic.co.jp/

JA全農かながわ 
TEL:0463-20-2862  FAX:0463-20-2867

社団法人日本測量協会 
TEL:03-5684-3356  FAX:03-3816-6870
http://www.jsurvey.jp/

東海大学医学部 消化器外科学 
TEL:0463-93-1121（内2291）  FAX:0463-93-2659
http://www.jsgs.or.jp/jsgs61/

神奈川県私立中学高等学校協会 
TEL:045-321-1901  FAX:045-321-6008
http://www.phsk.or.jp

CWE2006事務局 
TEL:046-242-9540  FAX:046-242-9540
http://www.wind.arch.t-kougei.ac.jp/cwe2006/

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド運営事務局 
TEL:045-473-0836  FAX:045-473-1299
http://www.yotec.gr.jp/

社団法人日本青年会議所 
TEL:03-3234-5601
http://www.samacon.jp/

オルガテクノ事務局（日本イージェイケイ株式会社内） 
TEL:03-5772-1321  FAX:03-5772-1324
http://www.orga-techno.com/

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

会 国 

展 ア 
9日（日） 11:00

  ～15:30
1,500円 3,000人 ●イ 横浜コスプレフェスティバル ファンによるコスプレ交流会 

コスプレフェスティバル実行委員会 
http://takama.cosplay.ne.jp/jcf/要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

要事前申し込み 当日申し込み可 

一般 関係者 招待 会員 

 

開場 17:00
開演 18:00

\P.6

●大 
2006年（平成18年）夏季保育実技研修会　 
横浜実技大会 
保育士のための実技研修会 

●大 
第38回 全国公立小中学校事務研究大会 
（神奈川大会） 
大会・式典 

●大 
株式会社スタイレックエンタープライズ  
ビジネスコンベンション 
地球環境事業報告及び記念講演 

第3回 JAグループ神奈川資産管理フェア  
～考えてみませんか、あなたのライフプラン！～ 
講演会・セミナー、相談会、展示等 

AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006  
～The Last destination～ 
中森明菜コンサート　未就学児童の膝上による鑑賞可 

事前 （5/20まで）50,000円 
 〃 （7/15まで）55,000円 
当日 （オンサイト）60,000円 



12 ハイグレード、接待・会合に 
おすすめ 

接 少人数（２人）でもコースが 
楽しめる 

少 夜10時以降でもオーダー 
できる 

夜 仲間で楽しく、安心予算、 
ボリューム満点 

ボ 中華街コンシェルジュ 
がいる 

コン 

 

 

均昌閣水龍宮館 

 

ボ 接 少 

きんしょうかく すいりゅうぐうかん 

p.15MAP1045-661-0701

華正樓 新館・本店 

  

接 少 

か せ い ろう  

p.15 新館　 
本店　 

MAP1新館045-661-0661 
1本店045-681-2918

しんかん  ほんてん  

完全保存版 
横浜エリア紹介 
PART3

贅を尽くした 
北京料理を味わう 
昭和14年創業の北京料理
の老舗。素材本来のうまみ
を活かした料理はあっさりと
した味わいで、女性にも大
人気。特にフカヒレ8400円
や北京ダック4200円が好
評です。単品でも楽しめる
メニューを多数揃えており、
少人数でも利用しやすくなっ
ています。また、特別な集ま
りには、中国王朝をしのば
せる調度品や建具が美しく、
上品で趣きのある店内で北
京宮廷料理が楽しめる本店
もおすすめ。 

飲茶から本格コースまで 
広東家庭料理・ 

点心 

店内はさながら竜宮城 
中国情緒あふれる店内が人気のレストラン。伝統の本場広東料理には定評
があり、特に大エビのマヨネーズ炒め、マンゴープリンは絶品です。フロアご
とにファミリー向き、デート向きなどさまざまなタイプの座席があります。（※

1F水宮フロアのみ中学生以上） 

DATA》●11:30～22:00（L.O.21:00）、金・土曜11:30～
22:30（L.O.21:30） ●月曜休 ●カード可 ●予約可 ●230席
（宴会場最大80名まで、個室10名まで） ●予算：昼1000円、
夜5000円  ●横浜市中区山下町200  
●http://www.kinshokaku.co.jp/

人気の「水宮フロア」は事前予約がベター 

扉の向こうは異世界 

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

広東料理広東料理・ 
点心点心 

広東料理・ 
点心 

広東料理・ 
フカヒレ料理・ 

飲茶 

コン 

DATA》新館●11:30～L.O.21:00 ●無休 ●カード可 ●予約
可 ●320席（宴会場最大180名まで、個室50名まで） ●予算：
昼4500円、夜7500円 ●横浜市中区山下町164  
本店●11:30～22:00（L.O.20:30） ●無休 ●カード可 ●予約可
（※予約が望ましい） ●500席、個室・宴会場（4名～200名）  
●予算:9000円（コースのみ5250円～21000円） ●横浜市中
区山下町186 
●http://www.kaseiro.co.jp/

人気のフカヒレ 

北京料理北京料理 北京料理 

中華街大
通り 

中華街大
通り 

広東料理・ 
点心・飲茶 

広東料理・ 
点心・飲茶 

ボ 

 

接 少 （新館、別館） 夜 

 

 

上海料理 状元樓 
しゃんはいりょうり じょうげんろう 

p.15MAP1045-641-8888

古き良き上海にタイムスリップ 
上海料理の老舗が創業50周年に新築リニューアル！ ノスタルジックな建物
は、中国と西洋の文化が融合した1920年代・フランス租界時代の“老上海”
がモチーフ。300種類以上の伝統的メニューの中で特におすすめは「上海
小龍包」800円＆「状元特上フカヒレ姿の土鍋仕立て」5800円！ 

コン 

DATA》●平日11:30～22:00L.O. 金・土・祝前日11:30～
22:30L.O. ●無休 ●カード可 ●予約可 ●300席（宴会場最大
90名まで、個室25名まで） ●予算：昼3500円、夜6000円 ●横
浜市中区山下町191 ●http://www.jogen.co.jp/

クーポン御掲示で 

4名以上でコース料理を注文すると、 
紹興酒ボトル1本サービス 

上海料理上海料理 上海料理 

中華街大
通り 

北門通り
 

 

 

重慶飯店新館・別館 

 

（新館） 夜 接 ボ 少 

じゅうけいはんてん しんかん べっかん 

1新館045-681-6885 
　別館045-641-8386

p.15 新館 MAP

別館 

45年の歴史を誇る四川料理の老舗 
麻婆豆腐1260円をはじめ、奥深い辛さの本格四川料理を堪能できます。別
館には5名～300名の大小個室があり、大人数やファミリーでの利用にも最適。
ローズホテル横浜1Fの新館は、エビマヨネーズ3360円が人気です。 

開港道にある新館 

コン 

DATA》新館 ●11:30～24:00（L.O.23:30）、火曜は14:00
～16:30クローズ ●無休 ●カード可 ●予約可 ●100席（宴会
場最大45名まで、個室45名まで） ●予算：昼3465円、夜4620
円 ●横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜1F   
別館 ●平日11:30～14:00、17:00～22:00 土・日・祝11:30～
22:00（L.O.21:00） ●無休 ●カード可 ●予約可 ●570席（宴
会場最大300名まで、個室5名以上） ●予算：昼3465円～、夜
5775円～ ●横浜市中区山下町142  
●http://loonmoongroup.com/

クーポン御掲示で 

お食事代より10％割引（ドリンク代は除く） 

四川料理料理 四川料理 

開港道 長安道 

24名で利用できる大円卓（別館） 

広東料理・ 
香港飲茶 
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ボ 接 少 

横浜中華街を味わう！ 

 

 

私　厨房 菜 

 

ボ 少 

し か  ちゅうぼう さい 

p.15MAP1045-664-3613

中華街唯一のオープンキッチン 
蒸気が上がり、炎が舞う。迫力満点の鍋さばきが目の前で繰り広げられる、
中華街唯一のオープンキッチンが特徴のお店。毎日市場より直送される魚
介類は、新鮮そのもの。食材の味を生かした広東の家庭料理や自家製の点

心を、心ゆくまで楽しめます。 

店内のミニ市場から選んだ旬の野菜や魚介をその場で調理1000円～（時価） 

 

DATA》●11:15～23:00（L.O.22:00）●第2水曜休 ●カー
ド可 ●予約可 ●80席（宴会場 立食で最大120名まで、個室6
名まで） ●予算：昼900円～、夜3000円～ ●横浜市中区山下
町97 一石屋ビル2F  ●http://www.saikousai.jp/

クーポン御掲示で 

ご飲食代より5％割引（現金のみ、カード不可） 

広東家庭料理広東家庭料理・ 
点心点心 

広東家庭料理・ 
点心 

蘇州小路
 

広東料理・ 
点心 

 

 

 

 

招福門 

 

しょうふくもん 

p.15MAP1045-664-4141

飲茶とフカヒレ 2つの味で大人気 
横浜中華街唯一のフカヒレ専門店。6Fでは、最高級フカヒレを贅沢に使った
逸品が堪能できます。2Fでは、本格的な飲茶が食べ放題。特製の35種類の
点心を、時間無制限のフリーオーダーで楽しめます。飲茶食べ放題は大人

2625円、小学生1575円、3歳以上1050円。 

DATA》●平日11:30～22:00（L.O.21:00）、土・日・祝
11:00～22:00（L.O.21:00）●無休 ●カード可 ●予約可（飲
茶食べ放題は予約不可） ●500席（宴会場最大280名まで、
個室最大100名まで） ●予算：昼2887円、夜4620円～ ●横
浜市中区山下町81-3   ●http://www.shofukumon.com/

フカヒレ三昧コース5775円 

3Fの宴会場 

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

広東料理広東料理・ 
フカヒレ料理料理・ 

飲茶飲茶 

広東料理・ 
フカヒレ料理・ 

飲茶 

北京料理 

ご
利
用
方
法
 

本
券
を
サ
ー
ビ
ス
情
報
記
載
の
 

各
ス
ポ
ット
に
お
持
ち
下
さ
い
。 

記
載
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

平
成１８年

4月１日から6月
30日まで

有
効
。 

※
他
の
割
引・特
典との
併
用
はご
遠
慮
下さい
。 

コン 

少 

少 

 

菜香新館 
さいこうしんかん  

p.15MAP1045-664-3155

「美味と健康」を 
テーマにした美食空間 
 極上の広東名菜や飲茶などが楽
しめます。菜香特製健康スープ（例
湯）2000円などの薬膳料理は、健
康志向の方にもおすすめ。 

DATA》●11:30～21:30（L.O.21:00） ●第2火曜休 ●カード可 ●予約可 ●約450席（宴会場最大95
名まで、個室約20名まで） ●予算：昼2000円、夜5000円 ●横浜市中区山下町192  
●http://www.oisii-net.co.jp/saikoh/

ひときわ目を引く金色の外観 

珠江飯店 
しゅこうはんてん  

p.15MAP1045-681-4136

コースが充実の広東料理店 
1963年創業の老舗。医食同源の
ヘルシーランチや、季節ごとのおす
すめコースが楽しめます。自慢の一
品は若鶏の醤油煮梅肉ソースかけ
1800円。 

DATA》●11:30～21:30（L.O.21:00）●第3火曜休 ●カード可 ●予約可 ●約232席（宴会場最大約
60名まで、個室約15名まで）●予算：昼2000円、夜5000円 ●横浜市中区山下町164  
●http://www.oisii-net.co.jp/saikoh/

飲茶コース3500円～もあり 

コン 接 

コン 接 

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

広東料理広東料理・ 
点心点心・飲茶飲茶 
広東料理・ 
点心・飲茶 

広東料理広東料理・ 
点心点心・飲茶飲茶 
広東料理・ 
点心・飲茶 

中華街大
通り 

上海路 

南門シルク
ロード 

上海料理 四川料理 
広東料理広東料理・ 
香港飲茶香港飲茶 
広東料理・ 
香港飲茶 

 

 

翠華 

 

接 少 

す い か  

p.15MAP1045-211-0007

50種類の料理が並ぶ名物バイキング 
北京ダックやフカヒレスープなど、50種類のバラエティに富んだ料理がずらり
と並ぶバイキング2980円（小学生以下半額）が大好評。3000円から1万
5000円まで、予算に合わせて選べるコースも魅力です。2Fは全面ガラス張

りの、眺めのいいグリルになっています。 

蟹肉と卵白のクリームサッパリ炒め2079円 

コン 

DATA》●11:00～22:00（L.O.21:00） ●無休 ●カード可 
●予約可 ●430席（宴会場最大120名まで、個室2～50名）  
●予算：昼1800円、夜4000円 ●横浜市中区山下町78    
●http://www.suika.co.jp/

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

開港道・南
門シルクロ

ード交差点
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萬珍樓・萬珍樓點心舗 
少 

まんちんろう  まんちんろうてんしん ぽ  

1萬珍樓045-681-4004 
　 萬珍樓點心舗045-664-4004

p.15 萬珍樓　 
點心舗　 

MAP

完全保存版 
横浜エリア紹介 
PART3 飲茶から本格コースまで 

広東料理広東料理・ 
飲茶飲茶 

広東料理・ 
飲茶 ジャズバー ジャズバー 

広東料理 

ハイグレード、接待・会合に 
おすすめ 

接 少人数（２人）でもコースが 
楽しめる 

少 夜10時以降でもオーダー 
できる 

夜 仲間で楽しく、安心予算、 
ボリューム満点 

ボ 中華街コンシェルジュ 
がいる 

コン 

炭焼きキャプテンバーガー1350円 

落ち着いた雰囲気の店内 

接 

ワイングラスを片手に広東銘菜を味わう 
創業は明治25年。重厚なたたずまいの本店は、ゆったりと広東料理を楽しむ
にふさわしい大人の空間です。おすすめは大海老のマヨネーズからめ3000円。
飲茶専門店の點心舗では、海老の紙包み揚げ1300円など約60種類の手作
り点心のほか、シェフおすすめの創作料理などが楽しめます。 

點心舗のエントランス 

内装も鮮やかな萬珍樓本店 

コン 

DATA》萬珍樓●11:00～22:00（L.O.21:30） ●無休 ●カー
ド可 ●予約可 ●480席（宴会場最大350名まで、個室8～30
名）●予算：ランチ2500円、ディナー5000円 ●横浜市中区山
下町153 
萬珍樓點心舗●11:00～22:00（L.O.21:30） ●無休 ●カード
可 ●予約可 ●266席（宴会場最大100名まで、個室8～30名） 
●予算：3000円  ●横浜市中区山下町156  
●http://www.manchinro.com/

クーポン御掲示で 

ご利用料金より10％割引 

ウインドジャマー 
 

p.15MAP1045-662-3966

港町の息吹を感じるジャズ・カクテルラウンジ 
1972年オープンの老舗バー。19世紀ごろの帆船をイメージした店内は、映
画の撮影にもよく使用されます。メニューはアメリカンフード中心で、特に肉
厚のビーフを使用したジューシーなハンバーガーが大人気です。毎日19:30
よりジャズライブあり。 

DATA》●17:00～翌1:00（L.O.0:30）、金・土・祝前日
17:00～翌2:00 ●無休 ●カード可 ●予約可 ●60席（宴会場
最大50名まで） ●予算：3000円（ライブチャージは400円～600
円）●横浜市中区山下町215 

中華街大
通り 広東道 西門通り

 

別館の店内 

（新館、別館） 夜 

夜 

本館 
別館 

 

 

 

 

四五六菜館新館・本館・別館 

 

すうろさいかん  しんかん  ほんかん べっかん 

p.15 新館 MAP10120-787-456（各館共通） 

昭和36年から続く 
上海料理の名店 
新館の名物は、カリカリに
揚げたコロコロおこげ
1500円～。本館では、皮
付き豚三枚肉の蒸し物
2520円などの煮込み料
理がおすすめ。別館の5・
6F特別室からは、中華街
を一望できます。 

DATA》新館 ●平日11:30～23:30（L.O.22:30）、土・祝前
日11:00～23:00（L.O.22:00）、日・祝日11:00～22:00（L.O.21:30）  
●無休 ●カード可 ●予約可 ●190席（個室あり） ●予算：昼
630円～、夜3150円～ ●横浜市中区山下町166  
本館 ●平日11:30～22:00（L.O.21:30）、土・祝前日11:00～
23:00（L.O.22:00）、日・祝日11:00～22:00（L.O.21:30）●無
休 ●カード可 ●予約可 ●400席（個室あり） ●予算：昼630円
～、夜3150円～ ●横浜市中区山下町190   
別館 ●営業時間は本館と同じ、ただし5月上旬～10月下旬の
火～金11:30～24:30（L.O.24:00） ●無休 ●カード可 ●予約
可 ●380席（個室あり） ●予算：昼700円～、夜3150円～ ●横
浜市中区山下町202-1  
●http://www.456saikan.com/

ディナーコース5250円（イメージ） 

上海料理上海料理 上海料理 

クーポン御掲示で 

お食事代より10％割引 

関帝廟通
り 

市場通り
 

善隣門前
交差点 

ボ 
ボ 

中華菜館 同發本館・別館 
ちゅうかさいかん  どうはつ  べっかん  ほんかん  

p.15本館　  
別館　 

MAP1本館045-681-7273 
1別館045-681-6331

広東料理広東料理 広東料理 

DATA》本館 ●月～金・日11:00～21:30（L.O.20:30）、土・
祝前日11:00～22：30（L.O,21:30） ●第１・第３火曜休 ●カー
ド可 ●予約可 ●最大100席（個室4名～12名） ●予算:昼840
円～、夜3150円～ ●横浜市中区山下町148 
別館 ●営業時間は本館と同じ  ●無休 ●カード可 ●予約可  
●440席（宴会場最大120名まで、個室4～210名） ●予算：昼
1050円～、夜3150円～ ●横浜市中区山下町148  
●http://www.douhatsu.co.jp/

特選10500円コース 

少 

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 
※現金のみ。ランチメニュー不可、売店で 
の利用不可 

ゴージャスな空間で 
本格広東料理を 
香港から招聘した料理長のもと、
伝統の広東料理をベースに和・
洋のエッセンスを取り入れた中
国料理が味わえます。おすす
めはフカヒレスープ各種1470
円（1椀）。創業当時からの名物、
皮付き焼き豚1790円もジュー
シーな歯ごたえが人気です。店
内には、和・洋の個室も用意。
和室では畳にくつろいで中華
を楽しむことができます。 

中華街大
通り 

中華街大
通り 

華正樓新館 

均昌閣水龍宮館 

菜香新館 

珠江飯店 

四五六菜館新館 

四五六菜館本館 

重慶飯店新館 

重慶飯店別館 

招福門 

上海料理 状元樓 
華正樓本店 

中華菜館 
同發別館 

翠華 

萬珍樓 

萬珍樓點心舗 
聘珍樓 
横濱本店 

ウインドジャマー 

媽祖廟 

関帝廟 

横浜大世界 

同發本館 

四五六菜館別館 



シ
ー
バ
ス 
山下公園  

中華街  

山下町  

横浜都市発展記念館 
横浜ユーラシア文化館 

中区 
役所 

県民ホール 

明治屋 

スター 
ホテル 

ヨコハマ・ 
グッズ 
ショップ 

県横浜 
合同庁舎 

横浜トヨペット 
ウェインズ２１ 

バーニーズ 
ニューヨーク

●駅出口1

●駅出口2

（横浜産貿ホール） 
（横浜シンポジア） 

ホテル 
サンポート 
華僑 
基督教会 

エクセレント
コースト 

山下 
町局 

センター内局 

社会保険 
センター 

市場通り門 

市場通り門 

山下町公園 

中保健所 

貯金事務 
センター 

職能開発 
総合センター 

みずほ 

水道局中 
営業所 

中土木事務所 

横浜中央病院 

横浜 
YWCA

レイトン 
ハウス 
ヨコハマ 

エスカル
横浜 

ホテル 
ニューグランド 

戸田平和 
記念館 

ザ ヨコハマ 
ノボテル 

ワークピア横浜 

神奈川自治会館 

ロイヤルホール 
ヨコハマ 

NTT横浜 
山下ビル 

加賀町 
警察署 

ビジネスニュー 
ホテルサンセイ 

産業貿易センタービル 

ホテル 
コンチネンタル 
横浜 

インド水塔 

赤い靴はいてた 
女の子像 

西の橋  

横浜中華学院 

湘南 
信金 

港商業高等学校 
港高等学校 

玄武門 

延平門 

善隣門 

地久門 

朱雀門 
天長門 

朝陽門 

マリン 
タワー 

氷川丸 

広
東
道 

中
華
街
大
通
り 

関
帝
廟
通
り 

西
門
通
り 

上海路 

市場通り 
香港路 

中山路 

長安道 

水町通り
 

海岸教会
通り 

本町通
り 

開港
道 

北門通り 

福建路 

シル
ク通

り 

薩摩町 
中区 
役所前 

横浜 
スタジ 
アム前 

大さん橋 

山下公園前 マリン 
タワー前 

山下町 
（元町・中華街駅前） 

神奈川 
自治会館 

中華街（朝陽門） 
（あかいくつ号） 

中華街入口（朝陽門） 

南門シルクロード 

シーバス乗り場 

横浜中華街インフォ 
メーションセンター 
Chinatown80

中区分庁舎前 

東横イン 
横浜スタジアム前 

會芳亭 

よしもとおもしろ水族館 
　赤ちゃん水族館 

横浜横浜スタスタジアム 横浜スタジアム 

ロローーズズホホテテルル  
横浜横浜  

ローズホテル 
横浜 

元町・中華街駅 
（山下公園） 

JR石川町駅 

関
内
、
み
な
と
み
ら
い
エ
リ
ア 

みなと
みらい

線 元
町
エ
リ
ア 
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横浜中華街を味わう！ 

広東料理・ 
飲茶 ジャズバー 

広東料理広東料理 広東料理 

 

  

DATA》媽祖廟 1045-661-1242  ●横浜市中区山下町136  
●http://www.yokohama-masobyo.jp/ 
関帝廟 1045-226-2636   ●横浜市中区山下町140  
●http://www.yokohama-kanteibyo.com/

DATA》1045-681-5588（代） ●10:00～21:00（最終入館20:15）、7～9月10:00～22:00（最終入館21:15） 
●無休 ●入館料：大人500円、小人400円 （1F、2Fショッピングフロアは入場無料）  
●http://www.daska.jp/  

 

 

 

 

夜 

聘珍樓 横濱本店 

  

接 

へいちんろう よこはまほんてん  

p.15MAP1045-681-3001

祖廟 
ま  そ  びょう 

p.15  MAP

 

創業110余年の伝統の味 
明治20年創業の老舗。50人を超える厨師が本格広東料理に腕をふるって
います。食の安全にこだわり、化学調味料を一切使用せず旬素材の味を生
かした料理が特徴。岩手県吉浜産の極上あわびを使用した干しあわびの姿

煮9240円は、ここでしか味わえない絶品です。 

華僑の文化を伝える2つの廟  
中華街の廟といえば、三国志でおなじみの関羽をまつる関帝廟が有名です。
2006年3月17日、これに続く2番目の廟として媽祖廟が開廟しました。媽祖と
は、中国や台湾で信仰されている海の女神で、災害や疫病などから人々を護
る厄除けの神様でもあります。中華街の人々の精神的なよりどころともいえ
る媽祖廟と関帝廟。異国の空気に触れられるスポットです。 

京劇や雑技などのステージや、ショッピングフロ
ア、中華料理店街などがそろう人気のアミュー
ズメント。3月15日にリニューアルし、中国伝統
文化を紹介する「大世界ミュージアム」が新た
に完成しました。数十種類のお茶が楽しめる「茶
荘広場」もオープン。規模が2倍に拡大されたショッ
ピングフロアには、本格中国雑貨や磁器、中国
菓子などが並びます。お土産を買うならこちらで！ 

中国文化の案内人「中華街コンシェルジュ」  
中華街の店舗で働く店員の中に、中国の食文化や中華街の歴史に通じたガ
イドがいます。彼らの名は中華街コンシェルジュ。「I Love Chinatown」のバッ
ジ（写真）をつけた店員を見かけたら、声をかけてみてください。中国文化につ
いて、興味深い話が聞けるかもしれません。 

蘇州の古い屋敷を再現した最上階の特別室 

DATA》●11:00～23:00（L.O.22:15）、飲茶フロアーのみ
10：00～23：00 ●無休 ●カード可 ●予約可 ●900席（宴会場
最大230名まで、個室4～140名）●予算：昼3670円、夜4200
円 ●横浜市中区山下町149 ●http://www.heichin.com/

クーポン御掲示で 

ご飲食代より10％割引 

クーポン御掲示で 

ダスカクーポンチケット10％割引 
（入館料＋館内利用料1000円付き） 
大人 1500円→1350円 
小人 1400円→1260円 
※ただしクーポン提示で１グループまで対象 
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中 国 情 緒 を 満 喫 す る  

中華街大
通り 

関帝廟通
り 

南門シル
クロード

 
南門シル

クロード
 

関帝廟 
かん てい びょう 

p.15  MAP

横浜大世界 
よこはまだいせかい  

p.15  MAP

訪れる人が絶えない関帝廟 

新しくできた　祖廟 

人気のテーマパーク 横浜大世界がリニューアル 

マメ知識  

上海料理 広東料理 

3/17 
開廟 

3/15 
リニューアル 

中華街MAP
■パシフィコ横浜からのアクセス 

電車で 「みなとみらい線」みなとみらい駅より 
元町・中華街下車 出口1・2（180円） 

10
分 

バスで 「あかいくつ号」でパシフィコ横浜より 
中華街（朝陽門）下車（100円） 

20
分 

船で 「シーバス」でぷかりさん橋より 
山下公園にて下船（350円） 

25
分 

華正樓新館華正樓新館 

均昌閣水龍宮館均昌閣水龍宮館 均昌閣水龍宮館 

菜香新館菜香新館 

珠江飯店珠江飯店 

四五六菜館新館四五六菜館新館 

四五六菜館本館四五六菜館本館 

重慶飯店新館重慶飯店新館 

重慶飯店別館重慶飯店別館 

招福門招福門 

上海料理上海料理 状元樓状元樓 
華正樓本店華正樓本店 

中華菜館中華菜館 
同發別館同發別館 

翠華翠華 

萬珍樓萬珍樓 

萬珍樓點心舗萬珍樓點心舗 
聘珍樓聘珍樓 
横濱本店横濱本店 

ウインドジャマー 

媽祖廟媽祖廟 

関帝廟関帝廟 

横浜大世界横浜大世界 

同發本館同發本館 

華正樓新館 

菜香新館 

珠江飯店 

四五六菜館新館 

四五六菜館本館 

重慶飯店新館 

重慶飯店別館 

招福門 

上海料理 状元樓 
華正樓本店 

中華菜館 
同發別館 

翠華 

萬珍樓 

萬珍樓點心舗 
聘珍樓 
横濱本店 

ウインドジャマー 

媽祖廟 

関帝廟 

横浜大世界 

同發本館 

四五六菜館別館四五六菜館別館 四五六菜館別館 



P A C I F I C O  G U I D E

URL http://www.pacifico.co.jp
〒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（交通案内テープ） 
みなとみらい線sみなとみらい駅から徒歩3分 
JR線s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s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 
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コンベンションニュース設置エリアはホームページにて公開しています。 
本誌掲載の写真・イラスト・記事の無断転載を禁じます。 

 

 

救護室／1F

救護室／1F

赤ちゃん休憩室／2F

臨港パーク駐車場 
TEL：045-221-2175 
●普通車100台（車高2.0mまで） 
●1時間500円～（以降30分ごとに250円） 
●入出庫10:00～21:00

バス・大型車駐車場 
TEL：045-221-1302 
●大型車40台（予約可） 
●30分500円～（深夜割引あり） 
●入出庫7:00～22:00

みなとみらい公共駐車場 
TEL：045-221-1301 
●普通車1200台（車高2.1mまで） 
●30分260円～（平日割引・深夜割引あり） 
●入出庫24時間 
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10
 オーシャンテラス 

Buffet Dining OCEAN TERRACE

常時50種類以上のインターナショナルブッ
フェメニューが楽しめます。 
【ブッフェ･ダイニング／1F】 
TEL:045-223-2678　7:00～22:30 
無休　174席 

 アジュール 
French Restaurant AZUR

新鮮なシーフードやみずみずしい野菜など素
材の魅力を活かしたフランス料理が味わえます。 
【フランス料理／2F】 
TEL:045-223-2369　11:30～14:30、
17:30～21:30　無休　62席 

 ラ ヴェラ 
Italian Restaurant LA VELA

パスタ職人の手作りパスタをはじめ、自然の
食材にこだわったイタリアンレストラン。 
【イタリア料理／2F】 
TEL:045-223-2368　11:00～14:30（土日祝
は～15:30)、17:30～21:30　無休　130席 

 スターボ 
 Music Lounge STARBOARD

種類豊富なドリンクを、アーティストによる演奏と
ともに楽しめます。（ミュージックチャージ1,050円） 
【ミュージックラウンジ／2F】 
TEL:045-223-2395　17:00～24:00 
無休　90席 

 なだ万雅殿 
Japanese Restaurant NADAMAN GARDEN

旬の素材を生かした、目に美しく舌にも美味
しい日本料理を。軽食もご用意しています。 
【日本料理･すし･鉄板ステーキ／4F】 
TEL:045-223-3344　7:00～10:00、11:30～14:30（土日祝
は～16:00)、17:00～21:30（土日祝は16:00～）　無休　132席 

 スパイシーJ 
 Asian Bistro SPICY J

タイ・インドネシア・ベトナムなど、アジア各
国の代表料理が味わえるビストロです。 
【エイジアンビストロ／31F】 
TEL:045-223-2289　11:30～14:30（土日
祝は～16:30)、17:30～22:30　無休　60席 

 　 
Chinese Restaurant KARYU

食材にこだわった伝統的な料理から、新チャ
イニーズまで豊富なメニューが揃っています。 
【中国料理／31F】 
TEL:045-223-2677　11:30～14:30（土日
祝は～16:30)、17:30～21:30　無休　130席 

 ピア21 
Seafood Bistro PIER 21

海の上に浮かぶフローティングレストラン。
新鮮なシーフードメニューがおすすめです。 
【海鮮びすとろ／ぷかりさん橋2F】 
TEL:045-223-2141　11:00～21:00 
無休　60席 

 ベイブリッジカフェテリア 
BAY BRIDGE CAFETERIA

明るく眺めのよい、カジュアルなレストラン。
ランチセット1,000円が人気です。 
【カフェテリア／6F】 
TEL:045-223-2222（ホテル代表） 
11:30～18:00　不定休　112席 

 横濱ミルクホール 
YOKOHAMA MILK HALL

コンコース内にあるファーストフード店で、
手軽に食事を済ませたいときに便利です。 
【ファーストフード／2F】 
TEL:045-221-1239　10:00～17:00 
不定休　100席 

 YOKOHAMA フードテラス 
YOKOHAMA FOOD TERRACE

新鮮野菜を盛り込んだワンディッシュフード
や四季折々の旬彩弁当がおすすめ。待ち合
わせにも便利。 
【ファーストフード／2F】 
TEL:045-221-1261　10:00～17:00 
不定休　80席 

 フロ横浜 
FLO  YOKOHAMA

横浜ベイブリッジをのぞむロケーションのカ
ジュアルフレンチです。ランチ1,785円～。 
【ブラッスリー／2F】 
TEL:045-221-2615　12:00～22:00 
無休　150席 

 リストランテ・アッティモ 
Ristorante ATTIMO

本格石釜焼きピザとスタイリッシュなオリジ
ナルイタリア料理。 
【イタリア料理／２Ｆ】 
TEL:045-640-1270　11:30～22:00 
月曜休（イベント開催時は営業）　130席 
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各施設にはAED（自動体外式除細動器）
が設置されています。 

●設置ポイント 
会議センター1F救護室前／国立大ホール
1Fエントランスロビー／展示ホール1F救
護室前／警備室（会議センターB1･中央防
災センター展示ホールB1） 

 パシフィコティールーム 
PACIFICO TEA ROOM

大きな窓が開放的な雰囲気のティールーム
です。軽食もご用意しています。 
【喫茶／2F】 
TEL:045-223-2222（ホテル代表） 
9:00～18:00　不定休　30席 

 Yokohama Scarf 
横浜のスカーフ・ネクタイ、ハンカチ、手ぬぐ
い、マフラーを扱うショップです。 
【ショッピング／2F】 
TEL:045-221-2155（パシフィコ代表）
10:00～17:00　不定休 

 ギフトギャラリー＆ドラッグストア 
GIFT GALLELY & DRUG STORE

ホテルオリジナルのギフト商品を扱うショップ。
ドラッグストアも併設しています。 
【ギフト･薬／2F】 
TEL:045-223-2860 
8:30～21:00　無休 

 マリンブルー 
Lounge & Bar MARINE BLUE

ホテルオリジナルケーキやアフタヌーンティ
ーなどのデザートが自慢のラウンジ。 
【ラウンジ＆バー／2F】 
TEL:045-223-2222（ホテル代表）
10:00～22:30　無休　100席 

 

 ビジネスセンター 
BUSINESS CENTER

コピーやFAXのほか、PC、インターネット、翻
訳など、さまざまなサービスが利用できます。 
【ビジネスセンター／会議センター1F】TEL:045-
222-1250【ビジネスセンター／展示ホール2F】
TEL:045-223-2360　9:00～18:00　不定休 

 デイリーヤマザキ 
DAILY YAMAZAKI

一般販売品のほか、カラーコピー、FAX、宅
配便取次ぎ、ATMなども使用できます。 
【コンビニエンスストア／1F】TEL:045-
662-4085　7:00～23:00　無休 

 ふれあいショップみなと 
MINATO

臨港パーク内にあるカフェテリア。簡単な食
事やお茶が楽しめます。 
【軽食･喫茶】 
TEL:045-223-2055　11:30～18:00 
月曜休（祝日の場合は翌日休） 

パシフィコ横浜 ガイド 

 パティセリー 
PATTISSERIE

ホームメイドのパンやケーキを扱うペストリ
ーショップ。ショップ前にはテラスもあります。 
【ペストリーショップ／1F】TEL:045-223-
2678　10:00～21:00　無休 

EAT

Cafe Service

Shop
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