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2009 1／1（木・祝）～6（火）・1/10（土）～12（月・祝）
※7・8・9日はお休みです。 

開催時間：10:00〜17:00（最終入場16:30）
入  場  料：前売り　大人（中学生以上）900円／子供（小学生以下）700円
　　　　　当日券　大人（中学生以上）1,000円／子供（小学生以下）800円
　　　　　※2歳以下は無料

一般の皆様にも、10：00から
ご入場いただけます。

http：//www.fi shing-show.com
最新情報はHPでチェック！

主催： 社団法人 日本釣用品工業会
後援（予定）： 経済産業省・神奈川県・横浜市・NHK・財団法人 日本釣振興会
●お問い合わせは　国際フィッシングショー2009運営事務局
〒135－0015 東京都江東区千石1－5－36 
tel：03－5857－8500  fax:03－5857－8501  e-mail:office@fishing-show.com
※運営事務局へのお電話へのお問い合わせは土・日・祝日を除く平日１０：００～１７：００とさせていただきますのでご了承ください。 国際フィッシングショー

前売り券
好評発売中！
お求めは、全国の
釣用品店店頭

または、チケットぴあ、
ローソン、JTBにて

時 間

入 場 料

【13日】10：00～18：00
【14日】   9：00～18：00
【15日】   9：00～17：00
※オープニングセレモニーを13日（金）９：３０～１０：００にて開催予定です。

当日1,200円  前売1,000円（中学生以下無料）
※障害者手帳をご提示いただいた方、その介護者（1名）は無料です。
※お車でのご来場はご遠慮ください。提携駐車場はありません。

今年も家族みんなで楽しめる「釣りの祭典」！
様々なイベントや、匠の技と最新テクノロジーが集結します。

国内主要釣り関連メーカー180社・団体（10/23時点）の最新作が一同
に揃うほか、様々なイベントで盛り上がる釣り好きの祭典「国際フィッシ
ングショー2009」。鮮度抜群！お魚グルメパークでは、釣った魚を食べ
る楽しみが味わえます。新鮮な魚を「食べる」「買える」ことはもちろん、

「マグロ解体市」も開催。他にも、本物のマス釣りやザリガニ釣りなどが
楽しめる「釣りはじめてくん広場」、「つり魚水族館」など、お子さまと一緒
に楽しめるイベントが盛りだくさん！今開催中には、過去に田村亮さん（ロ
ンドンブーツ1号2号）などが受賞した、釣り好きの有名人や文化人を対
象にした「クールアングラーズ・アワード」の授賞式とトークショーも行わ
れます。また来春公開予定の映画「釣りキチ三平」とタイアップした特別
企画も開催予定で、会場では様々なプレゼント企画も用意されています。
是非、ご家族・ご友人お誘い合わせの上、パシフィコ横浜で素敵な一日を
お過ごしください。

トミカ博 in YOKOHAMA
子供たちに大人気のイベント「トミカ博」が今年も横浜で開催！
楽しいアトラクションが盛りだくさんです。
毎年、東京や大阪で開催され子供たちに大人気のイベント「トミカ博」。
2008年のお正月に開催され大好評だったトミカ博が、またパシフィコ
横浜にやってきます。定番の人気コーナーであるトミカの巨大ジオラマ
や、今回のテーマ「トミカぎっしり博。」に基づいたトミカだらけの展示
コーナー。直前の箱根駅伝で活躍した日テレの中継車の展示（5日・6日）
や、自分で好きなパーツが選べるトミカ組立工場などのアトラクション
ゾーン、ショッピングゾーンなど親子で楽しめる内容が盛りだくさん！
入場記念品は、日テレ中継車604号の日テレ55周年カラーリングバー
ジョンのオリジナルトミカ（青・白の2種のうちいずれか）。遊び心がぎっ
しり詰まった「トミカ博」へ是非、お子さまと一緒にご来場ください。

お問い合わせ：トミカ博 in YOKOHAMA事務局
TEL：03-6215-5996

当日申し込み可展示ホール 一般

国際フィッシングショー2009

2009 2／13（金）～15（日）
開催時間：9:00〜18:00（初日開館10:00、最終日閉館17:00）
入  場  料：当日券1,200円　前売り1,000円
　　　　 ※中学生以下及び障害者手帳をご提示いただいた方、
　　　　　 その介護者（1名）は無料。

展示会

愛らしいキャラクターがお出迎えする開催告知ポスター。

当日申し込み可展示ホール 一般

© 1970 2008 ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。　© NTV 

遊
び
心
が
い
っ
ぱ
い
！
趣
味
の
世
界
を
広
げ
よ
う
！

イベント
コンサート

お問い合わせ：国際フィッシングショー2009運営事務局
TEL：03-5857-8500　http://www.fishing-show.com/
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お問い合わせ：社団法人日本オーディオ協会 A&Vフェスタ事務局
03-3546-1206　http://www.avfesta.com/

大好きな音楽を心地よく聴きたい。お気に入りの映画をもっ
と視たい。そういった楽しみの時間を、心地よさで満たされた
最高の時間となるように「A&Vフェスタ」はお手伝いします。
いつでも、どこでも音楽や映像を楽しめる時代がやってきま
した。ただ、便利とか手軽という言葉だけでは語りきれない
想いを大切にしたオーディオ、ホームシアター、デジタルオー
ディオプレーヤーの数々をA&Vフェスタでは展示スペースと
視聴室でじっくりと体験できます。また、子供の頃に初めて
体験するわくわくや喜びを大切に考えた、親子で楽しめるス
ピーカー工作教室。参加型の「自作オーディオ自慢大会」や「コ
ンサート録音会」がオトナのオーディオの醍醐味をお伝えし
ます。「聴く楽しみ」「視る喜び」「手にする幸せ」をぎっしり
つめて私たちが皆様をお迎えします。オリジナルのプレゼン
トやA&V製品のプレゼントも。この3日間は是非、家族やお
友達と一緒に「A&Vフェスタ2009」をご堪能ください。

2009 2／21（土）～23（月）
開催時間：10:00〜18:00（最終日は〜17:00）
入  場  料：無料

展示会

様々な体験教室や、最新
A&V製品が勢揃いします。

A&Vフェスタ2009
楽しさ再発見！感動新体験！オーディオやホームシアターの祭典。

要事前申し込み一般会議センター 当日申し込み可

2009 3／26（木） 又は3／27（金）
主催：ｔｖｋ（テレビ神奈川）　　協賛：パシフィコ横浜
後援：国連ＷＦＰ協会

「地球のハラペコを救え。」キャンペーン
チャリティーコンサート

「あすの地球と子どもたち」のために、
できることからはじめましょう。

 「あすの地球と子どもたち」 を放送ビジョンに掲げ、環境保護や子どもの健
全育成をテーマに活動するｔｖｋは、世界の飢餓の状況を理解してもらうとと
もに、市民ひとりひとりが国際貢献の大切さを考える機会としてチャリティー
コンサートを開催します。
世界では９億人以上が飢えや栄養不足に苦しんでおり、飢えやそれに関係す
る原因のため、6秒にひとりの子どもが亡くなっています。
このイベントの収益の一部は、飢餓と貧困の撲滅を使命に食糧支援を行う
WFP 国連世界食糧計画の民間協力の窓口である認定NPO法人国連WFP
協会に寄付され、世界の子どもたちの食糧支援に役立てられます。
パシフィコ横浜は、本イベントの主旨に賛同し、社会貢献の一環として会場提
供を通じて協力しています。

お問い合わせ：詳細はtvkとパシフィコ横浜のホームページで公表いたします。
http://www.tvk-yokohama.com　　http://www.pacifico.co.jp

要事前申し込み国立大ホール 一般

イベント
コンサート
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お問い合わせ：
日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-5402-7601
http://www.aspdac.com/aspdac2009/jp/

お問い合わせ：
日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-5402-7601　http://www.edsfair.com/

お問い合わせ：
人形の町岩槻 雛匠東玉・赤ちゃんワールドプロジェクト 
TEL:048-756-1111　http://ningyousaiji.com 

お問い合わせ：
ウドー音楽事務所
TEL：03-3402-5999　http://www.udo.jp/

お問い合わせ：
「震災対策技術展」事務局（エグジビションテクノロジーズ株式会社）
TEL：03-5775-2855　http://www.exhibitiontech.com/etec/

お問い合わせ：
西区民合唱祭開催委員会　藤岡　TEL/FAX：045-811-4019
西区役所　地域振興課　TEL：045-320-8391 FAX：045-322-5063

会 …会議センター 国 …国立大ホール 一般 …一般向けの催事です 会員 …会員を対象とした
　催事です

展 …展示ホール ア …アネックスホール 関係者 …関係者を対象とした
　催事です

招待 …招待客を対象とした
　催事です

注目!! 先取り情報

第14回アジア南太平洋設計自動化会議
（ASP-DAC2009）

1／19（月）～22（木） 9：00〜18：00

会

電子システムの設計自動化を
テーマとする国際会議
LSIの物理設計、論理・機能設計、テスト、システムLSI
の設計方法論、電子システムの仕様記述から、組込
みシステムのためのプロセッサや、そのソフトウェア
の設計に至る種々の技術を対象とした国際会議で
す。設計開発者・研究者が最新の研究成果の発表を
行い、成長著しいアジア諸国の若い研究者に活躍の
場を提供することを通じて、本分野の発展に寄与す
ることを目的としています。

有料（詳しくはwebをご覧ください）

Electronic Design and Solution Fair
(EDS Fair) 2009

1／22（木）～23（金） 10:00〜18:00

関係者展

未来を設計する！先端技術を見て、聴いて、感じる2日間
最先端の設計ソリューション・設計技術・EDA
技術について情報発信・普及推進を行うとと
もに、国内のLSI設計者・EDA技術者を育成
する。今回の「EDS Fair 2009」では、新し
いソリューションが求められる時代に対応し
た世界最先端技術・サービスの展示ととも
に、若手技術者向けのオープンセッション、国
内外のベンチャー企業を集めたゾーンの設
置、産学官の技術交流を深める企画、多彩な
コンファレンス等を展開します。

無料（コンファレンスは一部有料）一般ア学　会
会　議

シンポジウム
展示会関係者

第2回ひな人形・五月人形大ご奉仕会
inパシフィコ横浜

1／30（金）～2/1（日） 10:00〜17:00

埼玉の有力人形メーカーが勢揃い！3日間限りの大ご奉仕会を開催！
節供人形産業が盛んな埼玉県内の有力人
形メーカーが一堂に揃います。メーカー直
売の特別ご奉仕価格にてご提供いたします
ので、是非ご利用ください。今回もご購入者
に豪華景品が当たる抽選会がございます。
このチャンスをお見逃しなく！皆様、お誘い
あわせの上ご来場ください。

資料の請求は http://ningyousaiji.com 

展示
即売会無料展 一般

要事前申し込み

「ジェフ・ベック」JAPAN TOUR 2009

2／11（水・祝）開場16:00　開演17:00

国

孤高のギタリスト、3年半振りの単独来日公演が決定！
1960年代後半、エリック・クラプトン
やジミー・ペイジらと共にロック・ギタ
ーの基礎を築きあげ、その可能性を
飛躍的に向上させた偉大なパイオニ
ア「ジェフ・ベック」。優れたギタリスト
たちからも崇拝される特別な存在だ
が、その地位に安住することなく精力
的に創作活動を展開。今なお進化を
続ける革命的なテクニックで、ギター
表現の可能性を極限まで追求する「ベック・ワールド」を堪能せよ！

S席10,000円、A席9,000円一般 イベント
コンサート

※Masayuki Noda
↑(ジェフ・ベック）

第13回「震災対策技術展/自然災害対策技術展」横浜 

2／5（木）～6（金） 10:00〜17:00

展

備えよう！首都圏直下型、東海・東南海地震！
200社が出展、30超セッション数のセミ
ナーを開催する地震対策総本山！地震対
策、自然災害対策の最新技術・製品が一堂
に会する標記展示会が2/5（木）〜6（金）
の2日間横浜国際平和会場（パシフィコ横
浜）にていよいよ開催。また、同時に震災・
自然災害対策についてのシンポジウム・セ
ミナーならびに震災対策講演会が開催さ
れます。広く防災に関する製品や様々な技
術・製品、サービスなど展示いたします。

入場料1,000円（無料招待状受付中）ア 関係者 展示会学　会
会　議

シンポジウム

横浜開港１５０周年記念
第7回西区民合唱祭　～にじ・夢・みらい～

2／22（日） 開場12：00　開演12：30

西区で活動する合唱グループによる合唱祭
横浜開港150周年を記念し、出演
者全員と客席の皆さんが一緒に
大合唱を行います。開港をテーマに

「海」そして「港」を、横浜の海を臨
むパシフィコ横浜から横浜市民の
歌声を、風にのせて未来に向けて響
かせます。このイベントは、地域貢
献活動としてパシフィコ横浜が特別
協賛しています。

無料会 一般 当日申し込み可 イベント
コンサート

一般
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お問い合わせ：
株式会社芸文社 Nostalgic 2 Days事務局
TEL:03-5992-2052　http://nos2days.com

お問い合わせ：
日本ペット用品工業会
TEL：03-5298-7722　http://www.jppma.or.jp/

お問い合わせ：
横浜ボートショー運営デスク
TEL：03-5403-2629　http://www.marine-jbia.or.jp/index.html

お問い合わせ：
第24回日本環境感染学会総会 運営事務局
TEL:03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jsei2009/

お問い合わせ：
第82回日本薬理学会年会事務局（弘前大学大学院・医学研究科・病態薬理学講座内）
TEL:0172-39-5022　FAX:0172-39-5023　jps82@congre.co.jp
http://www.congre.co.jp/jps82/

お問い合わせ：
日本化粧品技術者会事務局
TEL:045-590-6025
ASCS横浜大会：http://www.ascs2009.jp/
化粧品産業技術展：http://www.citejapan.info/

当日申し込み可

Nostalgic 2 Days ―昭和の自動車ショウ―
Produced by NostalgicHero+ハチマルヒーロー

2／28（土）～3／1（日） 10:00〜17:00

展

全国の旧車ショップ、メーカーがパシフィコ横浜に集結！
創刊23年目を迎える雑誌「Nostalgic 
Hero」がプロデュースする初の旧車イベ
ント。パーツメーカーや車両販売店、レス
トアショップなど、旧車に関わる数十社が
全国から出展します。過去に「Nostalgic 
Hero」の表紙を飾った車を展示したり、普
段めったに見ることのない旧車が大集合。
博物館的に観るもよし、購入の交渉を進
めるもよし。雨天時も問題なしの屋内会
場でじっくりと旧車をお楽しみください。

当日1,500円　前売1,300円
※小学生以下無料

2009ジャパンペットフェア

3／26（木）～29（日）
（業者商談日）26（木）・27（金）10:00〜17:00、
（一般公開日）28（土）10:00〜18:00、29（日）10:00〜17:00 

アジア最大規模のペット用品フェア
「地球家族…人とペットにやさしい未来
を」をテーマに、国内外の最新ペット用品・
フードを一堂に集めた展示会がパシフィ
コ横浜にて開催されます。ペットと一緒に
楽しめるイベントはもちろん、ペットとの
入場も可能です。期間中の最初の2日間
は商談日、後半2日間が一般公開日とな
ります。ペット業界の方々や一般の方々
それぞれお楽しみいただける有意義なイ
ベントを提供させていただきます。 

一般公開日：当日1500円
前売1000円（小学生以下無料）展 一般

ジャパンインターナショナルボートショー2009 イン 横浜
Japan International Boat Show 2009 in Yokohama

3／12（木）～15（日） 10:00〜18:00
（初日は12:00開場、最終日は17:00閉場）

ボート、ヨット等の展示とマリンレジャーの情報満載
横浜開港150周年記念催事として行わ
れる2009年ボートショーは、国内外から
150を越える出展者が集う国内最大規
模のマリンイベントです。魅力あふれるボ
ート等のマリンプロダクツに加え、楽しみ
ながらマリンレジャーの基礎を学べるプ
ログラムをそろえ、みなと横浜で“マリン
ワンダーランド”が繰り広げられます。あ
なたも是非マリンを体感してください。詳
しくはHPで（「ボートショー」で検索）。

高校生以上1,000円　※中学生以下無料展 一般

関係者 会員招待 当日申し込み可 展示会

当日申し込み可 展示会

第24回日本環境感染学会総会

2／27（金）～28（土） 8:00〜19:00（予定）

地球環境の変化と環境感染
第24回日本環境感染学会総会では「地球環境の
変化と環境感染」をメインテーマに開催されます。
今回は今までに蓄積された知識を見直し、環境感
染分野を地球規模で考える新たな一歩を踏み出
す機会と捉えました。是非、日頃の研究成果をご発
表いただき、意見の交換の場と新しい知識の吸収
と研鑽の場として活用していただきたいと思いま
す。多くの皆様方のご参加をお待ちしております。

事前登録8,000円　当日登録10,000円
会員懇親会費2,000円は別途

The 24th Annual Meeting of Japanese Society of
Environmental Infections第24回

日本環境感染学会総会
第24回
日本環境感染学会総会

The 24th Annual Meeting of Japanese Society of
Environmental Infections

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内  TEL：03-5216-5318  FAX：03-5216-5552  E-mail：jsei2009@congre.co.jp運営事務局お問い合わせ先

〒143-0015 東京都大田区大森西4-16-20 東邦大学医学部看護学科感染制御学  TEL：03-3762-9881  FAX：03-3766-3914  E-mail：jsei2009@med.toho-u.ac.jp第24回日本環境感染学会総会事務局

地球環境の変化と環境感染地球環境の変化と環境感染テーマテーマ

東邦大学医学部 看護学科 感染制御学

2009年
2月27日　    28日

2008年8月 5 日（火）正午から
　　　  9月25日（木）正午（予定）

パシフィコ横浜
金 土

会 長

演題募集期間

2008年10月中旬から
　　　 12月19日（金）まで

事前参加登録期間

 参加登録料 事前登録   8,000円
  当日登録 10,000円

 会員懇親会費 2,000円

　※当日の参加登録には、時間を要することが予想されます。事前登録へのご協力をお願いいたします。

　※総会ホームページからの
　　オンライン登録のみとなります。

http://www.congre.co.jp/jsei2009/総会ホームページ

会 展示会国 展 会員 当日申し込み可関係者 学　会
会　議

シンポジウム
一般 展示会

当日申し込み可

第82回日本薬理学会年会
The 82nd Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society

3／16（月）～18（水）
 １６・１７日 ９：００〜１７：３０（予定）
 １８日 ９：００〜１６：４０（予定）

会

－病態生理学に基づく薬理学－
全国の薬理学研究者が集う学術集会ですが、今回は
学際的な薬理学にふさわしく、純粋基礎医学から最
先端の医療の現状までを含めて、病因を探り、発症
機序を解明し、病態生理学に基づいた臨床医学の発
展を見据えての創薬に結びつく薬理学を展開する
学会にしたいと考えています。招待講演者のお1人
として、2007年ノーベル賞生理・医学賞受賞者、米
国ノースカロライナ大学のOliver Smithies教授を
お招きします。

有料（当日参加費あり）
詳しくはwebをご覧ください。

元 村   成  

会 期： 

会 場： 

会長 

〒102-8481  東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル  （株）コングレ内 
TEL：03-5216-5318　FAX：03-5216-5552　E-mail：jps82@congre.co.jp

運営事務局 

〒036-8562  青森県弘前市在府町5 弘前大学大学院医学研究科 病態薬理学講座  事務局長：古川 賢一 
TEL：0172-39-5022　FAX：0172-39-5023　E-mail：yakuri82@cc.hirosaki-u.ac.jp

年会事務局 

弘前大学大学院医学研究科 
病態薬理学講座 教授 

1. Professor Martin C. Michel 
Department of Pharmacology & Pharmacotherapy,  
The University of Amsterdam, Netherlands 

 
2. 竹中　登一先生 
アステラス製薬 代表取締共同会長、日本薬理学会名誉会員 

 
3. 満屋　裕明先生 
熊本大学医学部血液内科学 教授 

 
 

4. 松木　明知先生 
弘前大学名誉教授：麻酔科学、医学史 

 
5. 大橋　俊夫先生 
信州大学医学部器官制御生理学 教授 

 

6. Professor Colin L Masters 
The Mental Health Research Institute, National Neuroscience Facility, 
The University of Melbourne, Australia 

 

 

特  別  講  演 
 

Professor Oliver Smithies 
Excellence Professor of Pathology and Laboratory Medicine, The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A. 

2007年ノーベル生理・医学賞受賞 

Plenary Lecture

演題募集期間　平成20年9月4日（木）～10月30日（木）正午 

事前参加登録　平成20年9月4日（木）～平成21年1月29日（木） 
※但し、一般演題演者は10月30日（木）締切 

関係者 学　会
会　議

シンポジウム

市民公
開講座

第9回アジア化粧品技術者会（ASCS）横浜大会2009
第4回化粧品産業技術展2009

ASCS横浜大会：3／2（月）～4（水）
化粧品産業技術展：3／4（水）～6（金）　10:00〜17:00（最終日は15:00まで）

会

化粧品の最新情報を発信する2つのイベントを開催
ASCS横浜大会はアジア各国を中心とした化粧品技
術者が集まり最先端の化粧品技術の発表の場。2年ご
とに開催される国際会議で、久しぶりの日本開催とな
ります。約300の発表を予定。活発な議論が行われま
す。化粧品産業技術展は2年ごとに開催される化粧品
関連の展示会。日本から世界への化粧品産業に関す
る情報の発信とするためASCS横浜大会と連携し約
35,000人の入場者が見込まれます。

詳しくはwebをご覧ください。展 当日申し込み可関係者 展示会 学　会
会　議

シンポジウム

展示
即売会

ア
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コンベンション・カレンダー

イ イベント・コンサート 学 学会・会議・シンポジウム

展 展示会 即 展示即売会 大 大会・式典・その他

一 般 …一般客 関係者 …関係者

招 待 …招待客 会 員 …会員

…会議センター会 …国立大ホール国

…展示ホール展 …アネックスホールア

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

市民公
開講座 …

コンベンション・カレンダー

イ イベント・コンサート 学 学会・会議・シンポジウム

展 展示会 即 展示即売会 大 大会・式典・その他

一 般 …一般客 関係者 …関係者

招 待 …招待客 会 員 …会員

…会議センター会 …国立大ホール国

…展示ホール展 …アネックスホールア

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

市民公
開講座 …

2008年11月28日（金）～2009年2月14日（土）

パシフィコ横浜

今年はプラザ広場から海沿いのデッキまで範囲を拡大し、
パシフィコ横浜最大規模のイルミネーションとなります。

会場：パシフィコ横浜 プラザ広場周辺
時間：日没～24:00

ウィンターイルミネーション
2 0 0 8

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

12
月

12月31日（水）

 ～1月1日（木・祝）
イ 倉木麻衣カウントダウンコンサート

一 　 般

要事前申し込み 23:00 7,000円 4,000人
（株）H.I.P.

TEL:03-3475-9999
http://www.hipjpn.co.jp

国

1
月

1日（木・祝）
 ～6日（火）
10日（土）
 ～12日（月・祝）
※7・8・9日は休み

イ トミカ博 in YOKOHAMA 
P.2

一 　 般

当日申し込み可
10:00　　
　〜17:00

1,000円 90,000人 トミカ博 in YOKOHAMA 事務局
TEL:03-6215-5996

展

3日（土） イ ダブル世界タイトルマッチ
一 　 般

要事前申し込み 15:30〜 30,000円 5,000人
帝拳プロモーション
TEL:03-3269-6667
http://www.teiken.com/index.html

国

9日（金）

～11日（日）
即 2009 ミナミ 新春初売り

一 　 般 9日 17:00〜20:00
10日 10:00〜19:00
11日 10：00〜18：00

無料 10,000人
株式会社ミナミ
TEL:03-5846-3751
http://www.minami.co.jp

展

10日（土）

～11日（日）
学

社団法人日本臨床衛生検査技師会
平成20年度環境問題対策研修会 

市民公
開講座

一 　 般 10:00　　
　〜19:00
（予定）

無料 800人 社団法人日本臨床衛生検査技師会
TEL:03-3768-4722

会

11日（日） 学 スポーツフォーラム21
招 　 待

要事前申し込み
10:00　　
　〜17:00

10,000円 250人
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
TEL:045-974-2221
http://www.sufrh.com/sf21/sf21-00.htm

ア

12日（月・祝）

 ～13日（火）
学 文部科学省　平成20年度 

大学教育改革プログラム合同フォーラム

一 　 般

要事前申し込み
9:30　　
　〜17:30

無料 3,000人 文部科学省　高等教育局大学振興課
TEL:03-5253-4111(ex3317)

会

16日（金）

 ～18日（日）
即 ウィンタースポーツフェスタ　シーズン８

一 　 般 16日14:00〜20:00
17日10:00〜19:00
18日10:00〜18:00

無料 22,000人 スポーツフェスタ事務局
TEL:0120-64-1166

展

18日（日） 大 ITRI日本センター第７支部　
決起大会

関 係 者 開場8:15
開演9:20
終演13:00

無料 4,000人 ITRI日本センター第７支部
TEL:03-3437-0802

国

19日（月）

 ～22日（木）
学

第14回
アジア南太平洋設計自動化会議

（ASP-DAC2009） 
P.4

関 係 者
9：00　　
　〜18：00

HP参照 500人
有限責任中間法人
日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-5402-7601
http://www.aspdac.com/aspdac2009/jp/

会

22日（木）

 ～23日（金）
展

Electronic Design and 
Solution Fair
(EDS Fair) 2009 

P.4

一 　 般
関 係 者 10:00　　

　〜18：00

無料
コンファレンスは

一部有料
4,000人

有限責任中間法人
日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-5402-7601
http://www.edsfair.com/

展
ア

23日（金） 大 2009年度経営方針説明会
関 係 者

14：00〜
（予定） — 300人 株式会社成城石井

TEL:045-329-2460
会

24日（土）
学
展

第46回日本糖尿病学会
関東甲信越地方会 

市民公
開講座

関 係 者 9：00　　
　〜17：00
（予定）

有料 1,500人
運営事務局：
株式会社コンベンション・ラボ
TEL:042-707-7275

会
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コンベンション・カレンダーコンベンション・カレンダー

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

1
月

27日（火）

 ～28日（水）
学 Microsoft Tech Days 2009

“Best of PDC”

一 　 般

要事前申し込み ー 一般
 60,000円 1,000人

マイクロソフト コンファレンス 登録事務局
TEL:0120-410-693（10：00〜17：00土日・祝日を除く）
FAX:0120-518-807
E-mail:tedays@microsoft.com
http://www.microsoft.com/japan/events/techdays/

会

29日（木）

 ～30日（金）
大 電機連合　第95回中央委員会

関 係 者 29日
13:00〜17:00
30日
9:30〜11:30

無料 2,000人
全日本電機･電子･情報関連産業労働
組合連合会(電機連合)
TEL:03-3455-6911

会
国

29日（木）

 ～30日（金）
学

第15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」

（MATE2009）

一 　 般
関 係 者

要事前申し込み
29日 8：50〜
30日 9：00〜 有料 850人 社団法人溶接学会

TEL:03-3253-0488
ア

1月30日（金）

 ～2月1日（日）
即

第2回ひな人形・五月人形
大ご奉仕会
in パシフィコ横浜 P.4

一 　 般
10:00　　
　〜17:00

無料 8,000人
人形の町岩槻 雛匠東玉・
赤ちゃんワールドプロジェクト
TEL:048-756-1111
http://ningyousaiji.com

展

31日（土） 学 2008年度日韓交流国際学術大会
「マニフェストの評価と発展～日韓比較」

一 　 般

要事前申し込み
13:00　　
　〜18:00

無料 200人
慶應義塾大学マニフェスト研究会

（自治創造コンソーシアム内）
TEL/FAX:03-3553-6313
E-mail:info@jichi.org

会

31日（土） イ 楽天証券新春大講演会
一 　 般

要事前申し込み
10：00　　
　〜17：50

無料 3,000人 楽天証券株式会社
TEL:03-6406-2700

国

2
月

2日（月）

 ～6日（金）
学 HRD JAPAN 2009

第28回能力開発総合大会

一 　 般

要事前申し込み HP参照 有料 3,000人
社団法人日本能率協会
TEL:03-3434-1955
http://school.jma.or.jp/hrd/

会

4日（水）

 ～5日（木）
イ

Career　Forum　就活スタート
横浜会場

一 　 般
会 　 員 10:00　　

　〜17：00
無料 4,000人 株式会社ディスコ

TEL:03-5804-5537
展

4日（水）

 ～6日（金）
展 テクニカルショウヨコハマ2009

一 　 般
10:00　　
　〜17：00

無料 30,000人 財団法人神奈川産業振興センター
TEL:045-633-5170

展
ア

5日（木）

 ～6日（金）
学
展

第13回 「震災対策技術展／
自然災害対策技術展」横浜 P.4

一 　 般
関 係 者 10:00　　

　〜17：00

1,000円
（無料招待券

受付中）
10,000人

「震災対策技術展」事務局
（エグジビションテクノロジーズ株式会社）

TEL:03-5775-2855
http://www.exhibitiontech.com/etec/

展
ア

7日（土） 学 第22回神奈川母性衛生学会
関 係 者 10:00　　

　〜18：00
（予定）

1,000円 500人

日本医科大学武蔵小杉病院
女性診療科・産科医局 内
第22回神奈川母性衛生学会事務局
TEL:044-733-5181（代表）　FAX:044-711-8737

会

8日（日） 学 第7回人工呼吸器セミナー
関 係 者

要事前申し込み
9:00　　
　〜17：00

8,000円 500人
神奈川県臨床工学技士会
臨床工学部　浦野
TEL:045-877-5111
http://www.kanarinko.com

会

横濱中華街 2009 春節 春節の主なイベント（予定）

● 春節燈花（～2/28（土）点灯/16:00～24:00・中華街全域）
 中華街全域をイルミネーションと提灯で飾ります。光による街

の回遊と人々の幸せを光でおもてなし。（点灯式：11/30（日）・
山下町公園）

● 春節カウントダウン（1/25（日）23：30～・横濱關帝廟・横濱媽祖廟）
 にぎやかな爆竹による中華街のカウントダウン。（獅子舞はありません）

●採青（獅子舞による巡行）（1/26（月）16:00～・中華街全域）
 獅子舞が各店舗をまわり、店頭に吊るされた紅包［ホンパオ（ご

祝儀）］をとり商売繁栄を祈る春節伝統行事。

●春節娯楽表演（1/27（火）・28（水）・31（土）・2/1（日）・7（土）・8（日）・山下町公園）
 公園広場の特設ステージにて、中国の様々な伝統芸能（京劇、雑技、楽器演奏、書道、獅子舞、龍舞等）の公演を開

催。（1日2ステージ　※2/8（日）は1ステージのみ）

●祝舞遊行（2/8（日）14:30～・中華街全域）
 新しい年をお祝いする祭事として皇帝衣装をまとった人々や獅子舞等が繰り広げる祝舞パレードを実施。

●元宵節燈籠祭（2/9（月）17:30～・横濱媽祖廟）
 春節の最終日のことをいう元宵節。メッセージキャンドルに来街者や子供たちが願い事や夢を書き、メッセージキャ

ンドルを媽祖廟に奉納。心の安らぎを天に届ける元宵節燈籠祭を実施。
 （他にもイベント多数あり。詳細はHP参照）

2008年11月下旬〜2009年2月中旬

お問い合わせ：横浜中華街発展会協同組合
TEL：045-662-1252
http://www.chinatown.or.jp/

横浜開港150周年のメモリアルイヤーは
横濱中華街で“春節”と共に盛大に祝おう！
旧暦のお正月を祝う春節（しゅんせつ）。2009年は1月26日（月）が春節に
あたります。中国では最も重要とされる祝祭日で盛大に祝賀。横濱中華街
では春節を祝い華やかなイベントを数多く開催いたします。爆竹が鳴り響
くカウントダウンで新年の幕が開き、獅子舞をはじめ祝舞パレードで街を
華やかに演出。他にも中国雑技や京劇など様々な催し物が繰り広げられま
す。横浜開港150周年という記念の年は、イルミネーションやキャンドルが
美しく灯るなか、横濱中華街で中国のお正月の雰囲気をたっぷりと味わい
ながらお祝いしましょう！
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招 待 …招待客 会 員 …会員

…会議センター会 …国立大ホール国

…展示ホール展 …アネックスホールア

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

市民公
開講座 …

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

2
月 8日（日） 大 ジャパンケネルクラブ神奈川

インターナショナルドッグショー

一 　 般
9:00　　
　〜17:00

500円 6,000人 JKC神奈川ブロック協議会
TEL:046-227-6551

展

8日（日） 学 ＪＩＳＥ市民環境フォーラム
一 　 般

要事前申し込み
13:00　　
 〜16:30

無料 400人
財団法人地球環境戦略研究機関　
国際生態学センター
TEL:045-322-1223
http://www.jise.jp/

会

9日（月）

 ～10日（火）
展 マイナビ就職セミナー

関 係 者
10:30　　
　〜16:30

無料 3,000人
株式会社毎日コミュニケーションズ
TEL:045-321-0969
http://job.mycom.co.jp

展

10日（火） 大 第51回　全国家の光大会
関 係 者

9:30　　
　〜15:00

無料 2,500人 社団法人　家の光協会
TEL:03-3266-9036

国

10日（火）

 ～15日（日）
大 第14回 NECブリッジフェスティバル

一 　 般
10:00　　
　〜20：00

無料 200人
社団法人日本コントラクトブリッジ連盟
TEL:03-3357-3741
http://www.jcbl.or.jp/game/nec/necfestj.html

ア

11日（水・祝） イ
「ジェフ・ベック」
JAPAN TOUR 2009 P.4

一 　 般

要事前申し込み
開場 16:00
開演 17:00

S席10,000円
A席9,000円 4,000人

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

国

13日（金）

 ～14日（土）
学 第16回日本CT検診学会　学術集会

関 係 者 9:00　　
　〜17:00
（予定）

当日
6,000円 250人

第16回日本CT検診学会運営事務局
株式会社ジョイナス神奈川オフィス
E-mail:JSCTS16-office@umin.ac.jp
http://square.umin.ac.jp/jscts16

会

13日（金）

 ～15日（日）
展 国際フィッシングショー2009 P.2

一 　 般

当日申し込み可

9:00〜18:00
（初日10:00〜
最終日〜17:00）

当日
1,200円

前売
1,000円

60,000人
国際フィッシングショー2009
運営事務局
TEL:03-5857-8500
http://www.fishing-show.com/

展

14日（土）

 ～15日（日）
学 平成20年度後期

日本消化器外科学会教育集会

関 係 者

要事前申し込み

14日
13：20〜16：40

15日
8：50〜12：10

事前登録
5,000円 3,260人

有限責任中間法人　
日本消化器外科学会
TEL:03-5641-3500

国

15日（日） 学 日本腎不全看護学会　
第3回トピックス研修

関 係 者

要事前申し込み
9:00受付開始

16:30終了 有料 300人 日本腎不全看護学会
TEL:045-226-3091

会

15日（日） イ 横浜ビジネスグランプリ2009
一 　 般

要事前申し込み

13：30〜16：30
交流会
17：00〜18：30

無料 300人
横浜ベンチャーポート
TEL:045-662-6988
http://www.danzenyokohama.jp/ybg/top.html

会

17日（火）

 ～19日（木）
学
大 2009 生産革新総合大会

一 　 般

要事前申し込み
10：00　　
　〜16：30

有料 3,000人 社団法人日本能率協会
TEL:03-3434-1930

会



�

コンベンション・カレンダー

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

2
月

17日（火）

 ～19日（木）
展 インタースタイル（ボードカルチャー

＆ファッション合同展）

一 　 般
関 係 者

10:00　　
　〜19:00

（最終日
　〜17:00）

無料 15,000人
インタースタイル実行委員会
TEL:03-5840-8044
http://www.interstyle.jp

展

18日（水）

 ～19日（木）
展 SBJ15

(第15回スノーボードジャパン2009)

関 係 者 18日
10:00〜19:00
19日
10:00〜17:00

無料 6,000人
日本スノーボード産業振興会
TEL:03-5645-3355
http://www.sbj.org

展

21日（土） 展 ジューテック 住まいるフェア2009
in YOKOHAMA

招 　 待
10：00　　
　〜17：00

無料 2,000人 株式会社ジューテック
TEL:045-593-0011

展

21日（土）

 ～23日（月）
展 A&Vフェスタ2009 

P.3

一 　 般

要事前申し込み
当日申し込み可

10:00〜18:00
（最終日のみ

〜17:00）
無料 40,000人

社団法人　日本オーディオ協会
A&Vフェスタ事務局
TEL:03-3546-1206
http://www.avfesta.com/

会

22日（日） イ
横浜開港１５０周年記念
第7回西区民合唱祭
～にじ・夢・みらい～ 

P.4

一 　 般

当日申し込み可
開場12：00
開演12：30

無料 1,000人
西区民合唱祭開催委員会　藤岡
TEL/FAX:045-811-4019
西区役所　地域振興課
TEL:045-320-8391　FAX:045-322-5063

会

27日（金）

 ～28日（土）
学
展 第24回日本環境感染学会総会 

P.5

関 係 者
会 　 員

当日申し込み可

8:00　　
　〜19:00
（予定）

事前登録8,000円
当日登録10,000円
会員懇親会費

2,000円は別途

5,000人
第24回日本環境感染学会総会運営事務局

（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jsei2009/

会
国
展

2月28日（土）

 ～3月1日（日）
展
即

Nostalgic 2 Days 
―昭和の自動車ショウ―
Produced by NostalgicHero
+ハチマルヒーロー 

P.5

一 　 般

当日申し込み可
10:00　　
　〜17:00

当日1,500円
前売1,300円
小学生以下無料

10,000人
株式会社芸文社 
Nostalgic 2 Days事務局
TEL:03-5992-2052　http://nos2days.com

展

3
月

2日（月）

 ～4日（水）
学

第9回アジア化粧品技術者会
（ASCS）横浜大会2009 P.5

関 係 者

当日申し込み可

9：00　　
　〜18：00
（予定）

有料 700人
日本化粧品技術者会事務局
TEL:045-590-6025
http://www.ascs2009.jp/

会

4日（水）

 ～6日（金）
展 第4回化粧品産業技術展2009 

P.5

関 係 者

当日申し込み可

10：00〜17：00
（最終日は
〜15：00）

1,000円 30,000人
日本化粧品技術者会事務局
TEL:045-590-6025
http://www.citejapan.info/

展
ア

5日（木） イ Career　Forum　横浜会場
一 　 般
会 　 員 11：00　　

　〜17：00
無料 3,000人 株式会社ディスコ

TEL:03-5804-5537
展

5日（木） 学 平成20年度医療ICTシンポジウム
一 　 般

10:00　
　〜17:30

無料 300人
横浜国立大学　
未来情報通信医療社会基盤センター
TEL／FAX:045-339-4490
http://www.mict.ynu.ac.jp/smict2009.htm

会

7日（土） 学 神奈川スポーツサミット2009
一 　 般 9：30　　

　〜16：00
（予定）

無料 800人
神奈川大学
健康科学スポーツセンター
TEL:045-481-5661（代）

会
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コンベンション・カレンダー

イ イベント・コンサート 学 学会・会議・シンポジウム

展 展示会 即 展示即売会 大 大会・式典・その他

一 般 …一般客 関係者 …関係者

招 待 …招待客 会 員 …会員

…会議センター会 …国立大ホール国

…展示ホール展 …アネックスホールア

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

市民公
開講座 …

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

3
月 8日（日） 学 ＮＯ梗塞アカデミー

招 　 待

要事前申し込み
13:00　

　〜16:00
無料 500人

ＮＯ梗塞NOリターンキャンペーン事務局
TEL:0120-793539　FAX:0120-793538
E-mail:nakusou-kosoku@edelman.com

ア

12日（木） 大 第4回　地域農業振興推進大会
関 係 者

13:30〜 無料 350人 JA横浜営農経済センター
TEL:045-805-6612

会

12日（木）

 ～15日（日）
展

ジャパンインターナショナル
ボートショー2009 イン 横浜 P.5

一 　 般

当日申し込み可

10:00〜18:00
（初日12:00開場、
最終日17:00閉場）

高校生以上
1,000円

中学生以下
無料

50,000人
横浜ボートショー運営デスク
TEL:03-5403-2629
http://www.marine-jbia.or.jp/index.html

展

16日（月）

 ～18日（水）
学
展

第82回
日本薬理学会年会 

市民公
開講座 P.5

関 係 者

当日申し込み可

16・17日
9:00〜17:30（予定）
18日
9:00〜16：40（予定）

有料
HP参照 2,500人

第82回日本薬理学会年会事務局
（弘前大学大学院医学研究科）

TEL:0172-39-5022
http://www.congre.co.jp/jps82/

会

17日（火） 大 2008年度 日本工学院専門学校
卒業証書授与式

関 係 者
11：00　　
　〜13：00

無料 3,500人 株式会社横浜アーチスト
TEL:045-681-2255

国

17日（火）
イ
大

ヨコハマ・ヘアールネッサンス 2009
ファイナル

一 　 般

要事前申し込み
10:00　

　〜17:00
前売3,500円
当日5,000円 3,000人

ヨコハマ・ヘアールネッサンス 
コンテスト事務局
TEL:045-432-6969

展

20日（金・祝）大 港南台高等学校ALL同窓会
関 係 者

14:00　
　〜17:00

8,000円 1,000人
神奈川県立港南台高等学校同窓会
E-mail:dousoukai@kounandai.org
http://kounandai.org

会

20日（金・祝）大 平成20年度　国士舘大学卒業式
関 係 者

14：00開始 無料 4,500人 国士舘大学
TEL:03-5481-3203

国

21日（土）

 ～22日（日）
展 2009　MACウェルディングフェア

in 関東

招 　 待 21日
10：00〜17：00
22日

9：00〜16：00

無料 8,000人 マツモト産業株式会社
TEL:03-5792-7361

展

24日（火） 大 2008年度関東学院大学
卒業式・学位授与式

関 係 者 13:00　　
　〜14:30
（予定）

無料 4,000人
関東学院大学
TEL:045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

国

25日（水） 大 2008年度　神奈川大学卒業式
関 係 者

12：00開場
13：00開式 無料 6,000人 神奈川大学

TEL:045-481-5661

会
国

26日（木） 大 平成20年度　横浜商科大学
卒業式・学位授与式

関 係 者

13：00〜 無料 1,000人 横浜商科大学
TEL:045-571-3901

会

阿里城

32番館にあった、大人気の「阿里山」がみなとみらいに復活！！

本格的台湾料理をリーズナブルな価格で！！

パシフィコ横浜から徒歩2分

みなとみらい線みなとみらい駅
4番出口から徒歩30秒

全ての料理が小皿で食べやすい！！
お酒も80種類ご用意！！各種宴会もOK！！
お電話でお席をご用意します！！

台湾小皿料理 台湾風居酒屋 阿里城 みなとみらい店
横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル 1F 営業時間／11：00～26：00 （ラストオーダー 25：30）

TEL:045-641-0178

パンパシフィック横浜
ベイホテル東急
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コンベンション・カレンダー

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 開催時間 料金

（税込） 来場者数 連絡先／イベント関連HP

3
月

26日（木）

 ～29日（日）
展 2009ジャパンペットフェア 

P.5

26・27日
関係者  招待  会員

28・29日
一 　 般

当日申し込み可

26・27・29日
10:00〜17:00

28日
10:00〜18:00

当日1,500円
前売1,000円 150,000人

日本ペット用品工業会
TEL:03-5298-7722
http://www.jppma.or.jp/

展

26日（木）

または

27日（金）
イ

「地球のハラペコを救え。」
キャンペーン
チャリティーコンサート 

P.3

一 　 般

要事前申し込み 未定 未定 4,000人
詳細はtvkとパシフィコ横浜の
ホームページで公表いたします。
http://www.tvk-yokohama.com
http://www.pacifico.co.jp

国

28日（土） 学 日本運動器リハビリテーション学会
第19回研修会

関 係 者
16：00　　
　〜19：00

無料 300人 久光製薬株式会社
TEL:045-476-0501

会

29日（日） イ こども フィット＆ダンス 
フェスティバル　第12回新春の会

招 　 待
開場10：00
開演11：00

有料 2,500人
株式会社MWM/
日本こどもフィットネス協会
TEL:03-5483-6224

国

4
月 1日（水） 大 2009年度　国士舘大学　入学式

関 係 者 1回目
11：00開始

2回目
14：00開始

無料 5,000人 国士舘大学
TEL:03-5481-3203

国

1日（水） 大 平成21年度　横浜商科大学入学式
関 係 者

13：00〜 無料 700人 横浜商科大学
TEL:045-571-3901

会

2日（木） 大 2009年度　関東学院大学入学式
関 係 者 午前の部

11:00〜12:00
午後の部
14:30〜15:30

無料 6,000人
関東学院大学
TEL:045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

会
国

3日（金） 大 2009年度　神奈川大学入学式
関 係 者 1回目

12：00開式
2回目

15：00開式

無料 6,000人 神奈川大学
TEL:045-481-5661

会
国

4日（土） 大 平成21年度　
神奈川工科大学入学式

関 係 者

13：00〜 無料 2,500人
神奈川工科大学
TEL:046-291-3015
http://www.kait.jp

国

5日（日） 大 平成21年度　学校法人岩崎学園　
合同入学式･進級式

関 係 者 14:00　
　〜16：00
（予定）

無料 3,500人
株式会社横浜アーチスト
TEL:045-681-2255
http://www.iwasaki.ac.jp

国

6日（月） 大 平成21年度　北里大学入学式
関 係 者

10：00開式 無料 4,000人 学校法人北里研究所
TEL:03-5791-6198

会
国

おかげさまで35周年

個室のご利用は要予約となります
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開催日 催事名 連絡先
2009 7日（火）～9日（木） MEDTEC Japan　医療機器デザインおよび製造技術に関する展示会・国際会議 Canon Communications G.K.　　

TEL:03-4360-5683

4
月

8日（水）～10日（金） 第16回 国際ホトマスクシンポジウム ホトマスクジャパン事務局　　
TEL:03-3219-3541　http://www.photomask-japan.org/

9日（木）～10日（金） 第39回 MDRT日本会大会 近畿日本ツーリスト株式会社　　
TEL:03-6658-1031

11日（土）～12日（日） ナショナル・パナソニック大展示会 LE首都圏社神奈川支社　パナソニックコンシューママーケテイング株式会社　　
TEL:045-227-1230

14日（火）～15日（水） 第42回 原産年次大会 社団法人日本原子力産業協会　　
TEL:03-6812-7101　E-mail:42nd-annual@jaif.or.jp

16日（木）～19日（日） JRC2009 有限責任中間法人日本ラジオロジー協会　　
TEL:03-3518-6111

17日（金）～19日（日） 2009国際医用画像総合展 社団法人日本画像医療システム工業会　　
TEL:03-3816-3450　http://www.jira-net.or.jp

22日（水）～24日（金） レーザーEXPO 2009 株式会社オプトロニクス社　　
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

22日（水）～24日（金） レンズ設計・製造展2009 株式会社オプトロニクス社　　
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

22日（水）～24日（金） 光ファイバ応用技術展2009 株式会社オプトロニクス社　　
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

23日（木） 進路フェスタ '09 in 横浜 事務局・運営　株式会社さんぽう　　
TEL:045-470-9711

25日（土）～26日（日） 琴伝流大正琴　第24回全国大会 琴伝流大正琴全国普及会　　
TEL:0265-81-7500

24日（金）～26日（日） 第15回横浜骨董ワールド 横浜骨董ワールド事務局　　
TEL:03-5996-4105

5
月

1日（金） 横浜開港150年記念　SKY'S THE LIMIT 2009 株式会社SKY'STHELIMIT　　
TEL:045-567-6174　http://www.skyisthelimitpro.com

11日（月）～14日（木） 第3回国際脳腫瘍学会（併開催：第6回アジア脳腫瘍学会） 株式会社コンベックス　　
TEL:03-3589-4422　http://wfno2009.umin.ne.jp

12日（火）～13日（水） ワイヤレス・テクノロジー・パーク2009 日本イージェイケイ株式会社　　
TEL:03-5772-1321

12日（火）～13日（水） イベントJAPAN2009 ㈱インタークロス・コミュニケーションズ　　
TEL:03-5820-7161

14日（木）～16日（土） 第84回日本医療機器学会大会 日本医療機器学会　　
TEL:03-3813-1062

17日（日） 日本大腸肛門病学会　第18回教育セミナー 有限責任中間法人日本大腸肛門病学会　　
TEL:03-3762-4151

20日（水）～22日（金） 社団法人自動車技術会　2009年春季大会 社団法人　自動車技術会
TEL:03-3262-8214

20日（水）～22日（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2009 社団法人　自動車技術会　　
TEL:03-3262-8214

23日（土） 株式会社日本テクシード社員総会 株式会社日本テクシード　　
TEL:052-242-9001

23日（土） 国際歯科学士会・国際理事会および日本部会総会・認証式 国際歯科学士会　日本部会　　
TEL:045-450-2403

23日（土） 第14回日本関節症研究会学術集会 第14回日本関節症研究会学術集会運営事務局（株式会社ジェイコム内）　　
TEL:03-5403-7834

23日（土）～24日（日） クールブレーカーカスタムサイクルショー2009 クールブレーカー実行委員会　　
FAX:03-3926-0223

29日（金）～31日（日） 第15回日本観光博覧祭　旅フェア2009 社団法人日本観光協会　旅フェア事務局
TEL:03-6222-2540

31日（日） 横浜開港150周年記念式典 横浜開港150周年記念式典実行委員会事務局　　
TEL:045-671-2867

6
月

3日（水）～5日（金） 第52回日本腎臓学会学術総会 株式会社コングレ　　
TEL:03-5216-5551

5日（金）～7日（日） 第54回(社)日本透析医学会学術集会・総会 第54回(社)日本透析医学会学術集会・総会　東京事務局　　
TEL:03-3824-9089

16日（火）～18日（木） 安全健康快適フェア2009 中央労働災害防止協会　　
TEL:03-3452-6844

17日（水）～19日（金） 地理空間情報フォーラム2009 社団法人　日本測量協会　　
TEL:03-5684-3356　http://www.jsurvey.jp

18日（木）～20日（土） 第26回日本老年学会総会 株式会社　コンベンションアカデミア　　
TEL:03-5805-5261

19日（金）～20日（土） 日本ケアマネジメント学会　第8回研究大会 in 横浜 日本ケアマネジメント学会　　
TEL:03-5919-2245

21日（日） エキスパートナース・フォーラム　2009 株式会社照林社　　
TEL:03-5689-7377

25日（木）～26日（金） フューネラルビジネスフェア2009 綜合ユニコム株式会社　　
TEL:03-3563-0420

25日（木）～26日（金） 第63回　日本食道学会学術集会 東京歯科大学市川総合病院外科　　
TEL:047-322-0151（代）

25日（木）～27日（土） 第19回JDPA東京コンベンション 日本デコラティブペインティング協会　　
TEL:03-5649-2321

27日（土） 第61回食道色素研究会 兵庫医科大学　　
TEL:0798-45-6372

6月27日（土）～9月21日（月・祝）〈予定〉 海のエジプト展　～海底からよみがえる、古代都市アレクサンドリアの至宝～ お問い合せ：『海のエジプト展』公式ホームページ
http://www.asahi.com/egypt/

28日（日） 平成21年度日本内科学会生涯教育講演会Bセッション 社団法人　日本内科学会　　
TEL:03-3813-5991

27日（土）～28日（日） 第20回 日本在宅医療学会学術集会 株式会社メディカル東友　　
TEL:046-220-1705

29日（月）～7月3日（金） 第7回国際都市気候会議 国立大学法人東京工業大学　　
TEL:03-5734-2768

7
月

3日（金）～4日（土） 第35回日本骨折治療学会学術集会 聖マリアンナ医科大学　整形外科　　
TEL:044-977-8111

4日（土）～5日（日） グリーン EXPO ～エコとオーガニックが大集合～ グリーン EXPO 実行委員会　ジーコンシャス（株）内
TEL:03-5728-2296　http://www.greenexpo.jp

6日（月） 世界港湾セミナー 横浜市港湾局　　
045-671-7188

8日（水）～9日（木） 日本プロテスタント宣教　150周年記念大会 日本プロテスタント宣教150周年記念事務局　　
TEL:03-3562-8725

9日（木）～10日（金） RCAI-JSI International Symposium on Immunology 2009 独立行政法人理化学研究所　　
TEL:045-503-9337

11日（土） 第11回RINGの会横浜オープンセミナー2009 株式会社保険企画　　
TEL:044-555-6211

12日（日） エキスパートナース・フォーラム　2009 株式会社照林社　　
TEL:03-5689-7377

13日（月）～14日（火） 第50回全国IE年次大会 日本インダストリアル・エンジニアリング協会　　
TEL:03-3400-8715

15日（水）～17日（金） AT International2009 日経BP社　AT International 事務局　
E-mail:ati@nikkeibp.co.jp　http://expo.nikkeibp.co.jp/ati/

16日（木）～17日（金） 第42回日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍学術集会 国立がんセンター中央病院　　
TEL:03-3542-2511

22日（水）～24日（金） BioFuels World 2009　第三回 バイオ燃料製造装置&材料展 株式会社IDGジャパン　　
TEL:03-5800-3534　http://www.biofuels.co.jp

22日（水）～23日（木）
※日程変更の場合あり 海フェスタよこはま 横浜市港湾局　　

TEL:045-671-2888

23日（木） TRC  ポスターセッション　2009 株式会社東レリサーチセンター　　
TEL:03-3245-5666

24日（金）～25日（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2009 横浜市リハビリテーション事業団　横浜市総合リハビリテーションセンター　　
TEL:045-473-0666

26日（日） 全国国公立・有名私大相談会　2009　in横浜 株式会社 大学通信　　
TEL:03-3291-3701

29日（水）～31日（金） 第3回AAMLS学会 社団法人　日本臨床衛生検査技師会　　
TEL:03-3768-4722

30日（木）～8月1日（土） 第58回日本医学検査学会 第58回日本医学検査学会事務局　　
TEL:045-479-8897

30日（木）～8月2日（日） ケンサEXPO '09 第58回日本医学検査学会事務局　　
TEL:045-479-8897

特別編
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開催日 催事名 連絡先

8
月

3日（月）～4日（火） 第35回日本看護研究学会学術集会 北里大学看護部内 第35回日本看護研究学会学術集会事務局
TEL:042-778-8255

7日（金）～9日（日） 第3回相模原臨床アレルギーセミナー 国立病院機構相模原病院臨床研究センター相模原臨床アレルギーセミナー事務局
FAX:042-742-7990（FAXでのみ受付）　http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi

18日（火）～20日（木） 第2回居酒屋産業展 トレードショーオーガナイザーズ株式会社
TEL:03-3360-1821

19日（水） 第4回居酒屋甲子園 NPO法人 居酒屋甲子園
TEL:03-5774-4727　http://izako.org

21日（金） 世界こどもスポーツサミット in 横浜 2009横浜国際トライアスロン大会等実行委員会
TEL:045-640-5539

9
月

4日（金） ネイルオリンピック 株式会社ネイルズユニークオブジャパン
TEL:078-222-0151

6日（日） 第7回横浜市介護老人保健施設研究大会 ウェルケア新吉田
TEL:045-590-3855

7日（月）～9日（水） 平成21年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会 第44回日本アルコール・薬物医学会総会事務局
TEL:046-848-1550

10日（木） 情熱経営フェスタ　２００９ 株式会社船井総合研究所
TEL:03-6212-2931　http://www.funaisoken.co.jp/

10日（木）～13日（日） 秋のビッグバザール in パシフィコ横浜 株式会社丸井
TEL:03-5343-0113

12日（土）～13日（日） 第9回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 株式会社メディカル東友
TEL:046-220-1705

12日（土）～13日（日） 船井幸雄にんげんクラブ全国大会（仮称） にんげんクラブ全国大会事務局
TEL:03-5796-2710

14日（月）～18日（金） 2009 IEC/TC45 横浜会議 社団法人電気計測器工業会
TEL:03-3662-8183

16日（水）～17日（木） LEDジャパン2009 株式会社イーエクスプレス
TEL:03-5645-1271　http://www.lfw-japan.jp/ledjapan08_index.html

20日（日） 第27回 神整商･神整振フェスティバル/平成21年度神奈川県自動車整備技能コンクール 神奈川県自動車整備商工組合
TEL:045-933-7901

20日（日）～22日（火） ヨガフェスタ横浜2009 株式会社ヨガタウン
TEL:03-5148-1845

26日（土） The IRSJ 2009/第10回眼科臨床機器研究会　ジョイントセミナー 北里大学眼科セミナー事務局
TEL:042-778-9012

27日（日）～28日（月） 第50回日本母性衛生学会 株式会社MAコンベンションコンサルティング
TEL:03-5275-1191

30日（水）～10月2日（金） ポジショニングEXPO 2009 株式会社オプトロニクス社
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

30日（水）～10月2日（金） VISION Japan 2009 株式会社オプトロニクス社
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

30日（水）～10月2日（金） 光源フェア2009 株式会社オプトロニクス社
TEL:03-3269-3550　http://www.optronics.co.jp/index.php

10
月

1日（木）～3日（土） 第68回日本癌学会学術総会 第68回日本癌学会学術総会事務局　アクセスブレイン内
TEL:03-3839-5032

4日（日） 特定非営利活動法人　日米加吟詠連盟　日本國風流詩吟吟舞会　平成21年度横浜国際大会 特定非営利活動法人日米加吟詠連盟　日本國風流詩吟吟舞会
TEL:045-261-3258

5日（月） 第97回全国料理業神奈川大会 株式会社チャージ
TEL:045-434-3200

5日（月）～6日（火） SEAJ/SEMI ISTF2009 （Industry Strategy and Technology Forum 2009） 社団法人日本半導体製造装置協会
TEL:03-3261-8260

7日（水）～9日（金） バイオジャパン2009　ーワールド　ビジネス　フォーラムー 日経BP社
TEL:03-6811-8084

8日（木）～10日（土） 日本臨床検査自動化学会及び付設展示会 日本臨床検査自動化振興会
TEL:03-5689-5910

10日（土） 第21回　岩崎ファッション大賞　デザインコンテスト 学校法人　岩崎学園　横浜ｆカレッジ
TEL:045-311-5561　http://yfc.iwasaki.ac.jp

10日（土） 学校法人関東学院 創立125周年記念式典 学校法人関東学院
TEL:045-786-7028

11日（日）～14日（水） 第62回日本胸部外科学会定期学術集会 学術集会準備室　日本コンベンションサービス株式会社
TEL:03-3508-1214

13日（火）～15日（木） ラーメン産業展2009 トレードショーオーガナイザーズ株式会社
TEL:03-3360-1821

13日（火）～15日（木） デリバリー産業展2009 トレードショーオーガナイザーズ株式会社
TEL:03-3360-1821

14日（水）～16日（金） 世界環境共生都市博　温暖化防止展 株式会社日報アイ・ビー
TEL:03-3262-3562

17日（土） 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校　100周年記念式典 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校
TEL:045-622-8322

17日（土） 2009　私立高校入試相談会 株式会社　臨海セミナー
TEL:045-864-9907

22日（木）～24日（土） 第47回日本癌治療学会総会 第47回日本癌治療学会総会運営事務局　株式会社コングレ
TEL:03-5216-5551

28日（水）～30日（金） Green Device 2009 株式会社日経BP
TEL:03-6811-8084

28日（水）～30日（金） FPD International 2009 株式会社日経BP
TEL:03-6811-8084

11
月

2日（月）～3日（火・祝） 第58回日本農村医学会学術総会 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院　農村医学会担当　山本幸夫
TEL:0463-94-2111

5日（木）～6日（金） 第24回日本整形外科学会基礎学術集会 株式会社アサツー　ディー･ケイ
TEL:03-3547-2533

5日（木）～8日（日） 2009楽器フェア　Musical Instruments Fair Japan 2009 日本楽器フェア協会
TEL:03-5298-7450　http://www.musicfair.jp/

8日（日）～13日（金） 第13回アジア・太平洋非破壊試験会議 社団法人　日本非破壊検査協会
TEL:03-5821-5105

9日（月）～14日（土） 第45回国際熱帯木材理事会 国際熱帯木材機関
TEL:045-223-1110　http://www.itto.or.jp/live/index.jsp

12日（木）～14日（土） 第17回 インターナショナル・キルトウィーク横浜 2009 インターナショナル・キルトウィーク実行委員会
TEL:03-3816-5529

13日（金）～16日（月） Asian-Pacific Conference on Materials and Mechanics 日本機械学会　材料力学部門
TEL:03-5360-3506

14日（土）～15日（日） 第19回　全国産業教育フェア神奈川大会 神奈川県教育委員会　教育局高校教育課　全国産業教育フェア担当
TEL:045-210-8276（直）

14日（土）～15日（日） 第11回　全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 株式会社ICSコンベンションデザイン内　大会事務局
TEL:03-3219-3609　http://www.nipponkousuiren.com/activity.html

17日（火） 大和学園　聖セシリア創立八十周年記念　ミサ・式典・記念祭 学校法人大和学園　聖セシリア
TEL:046-274-3234

18日（水）～20日（金） Embedded Technology 2009／組込み総合技術展 Embedded Technology 運営事務局（株式会社ＩＣＳコンベンションデザイン内）
TEL:03-3219-3563

24日（火）～27日（金） RadTech Asia 2009 RadTech Asia 2009 運営事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL:03-3219-3541　http://www.radtechasia2009.org

25日（水）～27日（金） 2009 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2009) MWE2009　マイクロウェーブ展2009事務局　株式会社リアルコミュニケーションズ
TEL:047-309-3616　

28日（土） 第12回神奈川看護学会（2009） 社団法人神奈川県看護協会
TEL:045-263-2926　http://www.kana-kango.or.jp

29日（日）～12月1日（火） 第54回日本未熟児新生児学会学術集会 株式会社サンプラネット
TEL:03-5940-2610

12
月

3日（木）～5日（土） 第30回日本臨床薬理学会年会 株式会社メディカル東友
TEL:046-220-1705

6日（日） 第20回日本リウマチ学会　関東支部学術集会 株式会社メディカル東友
TEL:046-220-1705

9日（水）～12日（土） 第32回日本分子生物学会年会 第32回日本分子生物学会年会事務局
TEL:06-6350-7247

16日（水）～19日（土） SIGGRAPH Asia 2009 SIGGRAPH Asia 日本事務局　ケルンメッセ株式会社
TEL:03-5418-6245

2010 1月20日（水）～22日（金） 第34回日本ショッピングセンター全国大会 社団法人日本ショッピングセンター協会
TEL:03-3536-8121　http://www.jcsc.or.jp

2010年までの主なイベント
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パシフィコ横浜で
祝おう！

関連イベントの
ご紹介

「チャンスあふれるまち横浜」へ。

2009年6月2日

旧暦安政6年6月2日（1859年7月1日）の開港をきっかけに、海外
からの窓口として様々な技術、産業、文化、人々が集まるようになっ
た横浜。それまで小さな村だった横浜が貿易都市として成長。現在
の近代大都市・横浜となっていきました。その開港から150周年の
節目となる今年は、横浜市内で様々な記念事業が行われます。是
非、皆様と一緒にお祝いしましょう！

●港と先人の業績への感謝及び賞賛の契機
●市民であることの一体感を醸成する契機
●次世代の横浜が夢や希望にあふれるまちであるための礎をつくり、再発展を図る契機
●「横浜らしさ・横浜ならでは」へのこだわりと創造の契機
●集客力を高める絶好の契機 （要約）

2009(平成21)年、横浜は開港150周年･市政120周年を迎えます。その記念事
業の具体的な方向性として、“5つの契機”の実現を通し「チャンスあふれるまち横
浜」の創造をめざすことを目的とした「横浜開港150周年〜市政120周年〜基本
ビジョン」を策定しました。
それにともない市民の皆様に、記念事業についてのアイディアやご意見を募集。市
民の方々からたくさんの声やご意見をいただきました。それをもとに、市民が主役
のイベントや記念事業を展開。
市民、企業、行政がひとつになり“5つの契機”を目標とし、横浜の魅力を再確認し
てもらい、その良さをこれからのまちづくりに活かしていこうと取り組んでいます。

1854（安政元）年 日米和親条約が締結。
1858（安政5）年 日米修好通商条約の締結。
 神奈川に開港場が置かれる。
1859（安政6）年 横浜開港。
1889（明治22）年 横浜（人口12万人）は市制を施行。
1909（明治42）年 開港50周年を迎える。市章や森鷗外作詞の横浜市歌を発表。
1917（大正6）年 市民の寄付による開港記念横

浜会館（現・横浜市開港記念会
館）が完成。

1923（大正12）年 9月1日　関東大震災。
 建物の倒壊や火災で壊滅的な

被害を受ける。
1930（昭和5）年 山下公園が開園。
1935（昭和10）年 復興記念横浜大博覧会を開催。
1942（昭和17）年 人口100万人を突破。機械類、金属製品及び鉄鋼などが貿易

の主流に。
1945（昭和20）年 横浜大空襲により市街の42％に被害を受ける。
 終戦後、港湾施設など接収される。
1949（昭和24）年 野毛や反町で日本貿易博覧会が開催。
1958（昭和33）年 開港100年目の年を迎え、開港百年祭が開催。マリンタワーや横

浜文化体育館などが建設。氷川丸が山下公園に係留された。
1968（昭和43）年 人口200万人に到達。
1978（昭和53）年 人口は272万人に達し、全国第2位の規模をもつ大都市へと

成長。
1989（平成元）年 市政100周年・開港130周年記念として横浜博覧会が開催。

約1,333万人を動員。横浜美術館、横浜アリーナ、横浜ベイブ
リッジなどが建設された。

2002（平成14）年 ワールドカップ決勝戦が横浜で開催。人口は350万人を超える。
2009（平成21）年 開港150周年を迎え、様々な催し物が開催される。

横浜開港150周年
記念テーマイベント

“海”“街”“自然”が生きる横浜の3つのエリア
で、開国開港150周年を祝うイベントが盛大
に開催。横浜市民、横浜ゆかりの企業・店舗、
アーティスト、映像作家などが一堂に会し3つ
のエリアで様々なイベントを繰り広げます。 

会期：ベイサイドエリア　2009 4／28（火）〜9／27（日）
　　　ヒルサイドエリア　2009 7／4（土）〜9／27（日）
主催：財団法人 横浜開港150周年協会 

コンセプト

「出航」
この「7つの力のたね」によって描
き出す夢こそが「地球の希望」と
なり、横浜を「地球的共生を目指
す、地球都市」へと導きます。こ
れからの150年に向かって、横
浜に育った7つのたねを乗せて、
マザーポートから「新しい横浜」
が出航します。

●異文化や多様性を受け入れる「共生力」
●出会いと喜びを交歓する「共感力」
●創造都市としてあるべき未来を描く「想像力」
●未来を実現する原動力となる「創造力」
●あらゆる連帯を生み出す「交流力」
●横浜らしさを生み出す「横浜力」
●これからの主人公である行動する「市民力」

開催日 催事名

関連
イベント

５/３１（日） 横浜開港１５０周年記念式典

６/２７（土）〜９/２１（祝）予定 海のエジプト展　〜海底からよみがえる、古代都市アレクサンドリアの至宝〜

７/２２（水）〜２３（木）予定 海フェスタよこはま

８/２１（金） 世界こどもスポーツサミットin横浜

１２/１６（水）〜19（土） SIGGRAPH Asia ２００９

後援
イベント

３/１２（木）〜１５（日） ジャパンインターナショナルボートショー２００９イン横浜 P.5

５/１２（火）〜１３（水） イベントJAPAN２００９

「開国博Y150」

マザーポートから「7つの力のたね」を
のせて、横浜から世界へ。

2009年 横浜開港150周年！

※マザーポートエリア
では、2009年の年間
を通じて展開

横浜開港150年の歴史「横浜発展史」

横浜市開港記念会館

山下公園氷川丸

「みなとみらい」全景

記念事業概要［5つの契機］

馬車道ガス燈

港のシンボル「マリンタワー」も 
２００９年春にリニューアルオープン！ 

★お問い合わせ先は、P.6～13『コンベンション・カレンダー』をご参照ください。
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排気ガス発生ゼロの未来の乗物「セグウェイ」を
国内コンベンション施設として初めて正式採用

パシフィコ横浜 最新情報

2009年春、
カフェがオープン！
2009年の春、展示ホールに新しいカフェがオープン
いたします。イベントの途中など、是非お気軽にお立
ち寄りいただけるようスタッフ一同、準備いたしてお
ります。どうぞご期待ください。

パシフィコ横浜では、近年、利用者層の多様化に伴い、より安全で安心な管理体制の整備が求められていま
す。年間300万人以上の方が来場する展示ホールの警備業務については、より安全で機動力のある新技術
を積極的に試行しようという取り組みを推進。今回、警備パトロール用途として、国内のコンベンション施設
では初めて「セグウェイ」を正式採用することになりました。
セグウェイは、電動式で排気ガスを出さない環境に優しい未来の乗り物で、人混みにおけるスムーズな機動
性と、高い視点から広範囲を見渡せる視認性は、日中多くの人で混み合う展示ホール及び、夜間に人通りの
少なくなる施設周辺の巡回警備において非常に有効です。

パシフィコ横浜は、コンベンション都市横浜の中核施設であるとともに、日本を代
表する国際コンベンション施設として、様々なコンベンション・イベントにご利用い
ただいております。平成19年度には、コンベンション開催件数1,252件・来場者数
350万人・各施設の稼働率も７０％前後を記録し、全国のコンベンション施設の中
でも非常に優れた実績を記録しました。一方、コンベンション施設はその集客力の
高さに伴い、主催者・出展者・来場者などの関係者が行う消費行動等により、地域経
済の活性化にも多大な影響を与えていると考えられます。そのため、パシフィコ横
浜では、外部調査機関に委託し、平成19年度にパシフィコ横浜で開催されたコンベ
ンション等による「経済波及効果」について調査を実施いたしました。
その結果、経済波及効果（直接消費額・生産誘発額・消費需要増加額の全てを含む）
は、日本全国に対して約1,929億円、その内、神奈川県に対しては約772億円、横
浜市に対しては約690億円と算出され、国内経済および地域経済の活性化に貢献
できていることが数値的にも明らかになりました。
パシフィコ横浜としては、今後も国際会議を始め、様々なコンベンションの誘致を
強化し、引き続き、国際交流拠点および地域経済の活性化という役割を担っていき
たいと考えております。

臨港パークにおいて、セグウェイ導入の実証実験を2008年11月27日（木）から2ヶ月間実施します。今回の試
験運用は、パトロールライト・AED（自動体外式除細動器）・救急箱・消火器を搭載した特別仕様車で行い、2ヶ月
間の実証実験中、警備、巡視における有効性や問題点、運行状況を毎日記録して、運用データを蓄積します。

◆平成１９年度にパシフィコ横浜で開催されたコンベンションによる
　「経済波及効果」の調査結果

日本全国 神奈川県 横浜市

①直接効果 約８６３億円 約５１０億円 約４６５億円

②経済波及効果 約１，９２９億円 約７７２億円 約６９０億円

③雇用効果
（雇用者所得誘発額）

約１６，２００人分
（531億円）

約７，１００人分
（238億円）

約５，９００人分
（205億円）

④誘発税収額
約２６６億円

（国税・地方税あわせて）

約２１億円
（県民税・事業税・その他間接税）

約１２億円

（主に市民税）

臨港パークで試験運用

パシフィコ横浜の経済波及効果は
日本全国で１，９２９億円

※①②③について、「神奈川県」は「日本全国」の内数、「横浜市」は「神奈川県」の内数。

パシフィコ横浜は、このたび、韓国・仁川市に新たに完成したコンベンション施設「ソ
ンド・コンベンシア」（運営：仁川観光公社）と相互協力協定を締結いたしました。
現在、アジアを中心とした国際コンベンションの需要は増加していることから、アジ
ア各国は施設の整備やコンベンション誘致の強化に取り組んでおりますが、その中
でも韓国は昨今特に力を入れている国の一つです。ソンド・コンベンシアは、韓国の
首都圏における最大の港湾都市・仁川市に位置し、2008年10月7日に、展示場（第
1期分約8,000平米）と会議場がオープン致しました。今回の提携は、元 、々ソンド・
コンベンシア側より、港湾都市に立地して数々のコンベンションを開催してきたパ
シフィコ横浜に対して強い要請があったものですが、パシフィコ横浜としても、ここ
までの実績と経験を高く評価していただいたことを光栄に感じるとともに、このよ
うな施設間の連携はアジアを中心とした国際コンベンションの誘致促進にも大き
な効果があると考え、実現に至ったものです。
今後は、コンベンションに関する情報の相互提供、展示会・文化イベントなどの共同
開催・共同プロモーション、研修生の相互交換、共同会議・実務者会議の開催などの
事業を実施し、相互理解の促進・スタッフの意
識改革・双方のコンベンション施設としての更
なる発展を実現してまいります。

韓国・仁川市の
「松島（ソンド）コンベンシア」と
相互協力提携



パンパシフィック横浜
ベイホテル東急

 自動二輪車
●自動二輪車44台
　（126cc以上）
●60分100円
　1日最大800円（0時～24時）
●入出庫24時間
　（展示ホール側出入口のみ）

 普通車

みなとみらい公共駐車場
TEL：045-221-1301

みなとみらい公共駐車場
TEL：045-221-1301

●普通車1188台（車高2.1mまで）
●30分260円～（平日割引・深夜割引あり）
　平日最大1300円（7時～23時）※特定日を除く
　（特定日：12／22・24・25・29～31、1／2）
●入出庫24時間

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

自動二輪車
駐輪場入口

30分250円（平日割引あり）
平日最大1100円（8時～21時）
入出庫8：00～21：00

臨港パーク駐車場
TEL：045-221-2175
●普通車100台（車高2.0mまで）

PACIFICOは、「平和な」「静かな」の意
味と「太平洋」の語源をもつPEACEから
派生し、そこに当社の理念「国際平和へ
の貢献」を重ねた「PAC I F I C」と、
「CONVENTION」の略となります。３人
のひとの集まりをあらわすデザインは、
人と人とのコミュニケーションによる国
際性豊かな全地球規模の拡がりと、叡智・
創造力の結集を表しており、その色で海
と緑、さらには七つの海と五つの大陸を
象徴しています。

【パシフィコ横浜の名前とマークの由来】【アクセス】

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 TEL 045-221-2155（総合案内）　FAX 045-221-2137
TEL 045-221-2166（交通案内テープ）URL http://www.pacifico.co.jp

2009年1月1日発刊（季刊・年4回）

本誌掲載の写真・イラスト・記事の無断転載を禁じます。
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。

Restaurant／お食事

 スパイシーJ
 Asian Bistro SPICY J

【エイジアンビストロ／31F】
TEL:045-223-2289　11:30～14:30
（土日祝は～15:30)、17:30～22:00　
無休　60席

9

 ベイブリッジカフェテリア
BAY BRIDGE CAFETERIA

【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

10

 　
Chinese Restaurant KARYU

【中国料理／31F】
TEL:045-223-2677　11:30～14:30
（土日祝は～15:30)、17:30～21:00　
無休　130席

9

 なだ万
Japanese Restaurant NADAMAN 

【日本料理／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　134席

9

 スターボ
Music Lounge STARBOARD

【ミュージックラウンジ／2F】
TEL:045-223-2395　
17:00～24:00　無休　90席

9

 ラ ヴェラ
Italian Grill LA VELA

【イタリアングリル／2F】
TEL:045-223-2368　11:30～14:30
17:30～21:00　無休　130席

9

 アジュール
French Restaurant AZUR

【フランス料理／2F】
TEL:045-223-2369　11:30～14:30、
17:30～21:00　無休　62席

9

 オーシャンテラス
Buffet Dining 
OCEAN TERRACE

【ブッフェ･ダイニング／1F】
TEL:045-223-2678　7:00～22:00
無休　174席

9

 ピア21
Seafood Bistro PIER 21

【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

8

 YOKOHAMA フードテラス
YOKOHAMA FOOD 
TERRACE

【ファーストフード／2F】
TEL:045-221-1261　10:00～17:00
不定休　80席

6

 横濱ミルクホール
YOKOHAMA MILK HALL

【ファーストフード／2F】
TEL:045-221-1239　10:00～17:00
不定休　100席

4

 リストランテ・アッティモ
Ristorante ATTIMO

【イタリア料理／2Ｆ】
TEL:045-640-1270　11:30～15:30、
17：30～22:00　月曜休（イベント開催時は
営業）　130席

3

 ダンゼロ
DANZERO

【グランドダイニング／2F】
TEL:045-633-3563　
17:30～24:00（日曜は～22:00)　
月曜休（祝日の場合は翌日）　120席

2

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

【ギフト･薬／2F】
TEL:045-223-2860
8:30～21:00　無休

 ザ パティセリー
THE PATISSERIE

【ペストリーショップ／1F】
TEL:045-223-2222（ホテル代表）
10:00～21:00　無休

9

 マリンブルー
Lounge & Bar MARINE BLUE

【ラウンジ＆バー／2F】
TEL:045-223-2222（ホテル代表）
10:00～22:30　無休　100席

9

 デイリーヤマザキ
DAILY YAMAZAKI

【コンビニエンスストア（ATMあり）／1F】
TEL:045-662-4085
7:00～23:00　無休

7

 ふれあいショップみなと
MINATO

【軽食･喫茶】
TEL:045-223-2055　11:30～18:00
月曜休（祝日の場合は翌日休）

Cafe／軽食 Service／その他サービス

Shop／ギフト・コンビニエンスストア

 パシフィコティールーム
PACIFICO TEA ROOM

【喫茶／2F】
TEL:045-223-2222（ホテル代表）
8:00～18:00　不定休　30席

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・国立大ホール1F）

 ビジネスセンター
BUSINESS CENTER

【ビジネスセンター／会議センター1F】
セルフサービス
【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
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