
http://www.pacifico.co.jp（最新情報ご案内）

写真でつながる
想いを伝える

2012新春～春、ピックアップイベント
ジャパンインターナショナルボートショー2012
日本フラワーデザイン大賞2012 ほかPick up

イベントカレンダー 1月～2013年3月
今号は年間カレンダーを掲載！Calendar

CP+（シーピープラス）2012
アジア最大級のフォトイベント特集

［パシフィコモバイル］
イベント情報ほか、施設マップやレストラン
情報などを携帯から閲覧できます！

http://www.pacifico.co.jp/m/
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いまでこそ、誰でも気軽にシャッターを
押せば撮影できるカメラ。その元祖とな
る「写真術」は、実は横浜が発祥の地と
されています。1859年に横浜港が開
港され、翌年に写真が日本に初上陸。日
本人写真師、下岡蓮杖が1862年に横
浜に写真館を開業したと伝えられていま
す。馬車道にはその歴史を伝える「下岡
蓮杖顕彰碑」もあるので、ぜひカメラを
片手に訪れてみてください。

写真でつながる、想いを伝える。
  CP+（シーピープラス）2012

CAMERA&PHOTO IMAGING SHOW 2012

プロ・アマチュアを問わず、幅広いユーザーが最先端の製
品や技術を体験できるアジア最大級のカメラ＆写真映像イベ
ントを、今年もパシフィコ横浜で開催! 今回のテーマは「ワー
ルドプレミア 伝える、つながる、写真の力」。日本が世界に誇
るカメラ・写真映像産業を通して、“元気な日本の姿”を世
界へ向けて発信します。会場では、各メーカーの最新技術
や製品を、その場で体験できるブースがあるほか、映画や
CMなどでも存在感を増す「一眼レフ動画」のセミナーも開
催します。また日本の写真発祥の地、横浜発の写真総合イ
ベント「フォト・ヨコハマ」と連動したイベントも行われます。

写真の楽しさを体験できる
アジア最大級のフォトイベント

前回は4日間で約5万人の来場
者を集め、100社近い出展企業
が45機種の新作カメラやレンズ
などを世界で初めて発表しました

※詳細や最新情報など、詳しくはオフィシャルサイトからご確認いただけます

馬車道にある「下岡蓮杖顕彰碑」
周囲には歴史的な建物が多い

写真発祥の地は、ここ横浜！
150年前、開港により写真術が伝わり現在へ

今
年
の

見
ど
こ
ろ

●写真150年記念特別パネルディスカッション
　“写真の開祖、下岡蓮杖と上野彦馬の生涯と写真”

文久2年（1862年）、営業写真家として横浜で開業
した下岡蓮杖と、長崎で開業した上野彦馬。開国した
ばかりの日本で、写真家としての道を歩んだ二人の
生涯と、彼らが写した写真について古写真の研究者
たちが語るパネルディスカッションです。

●エンジョイフォトステージ

アート写真から雑誌・広告などの商業写真まで、あら
ゆるジャンルから厳選された講師陣が、風景写真・ポー
トレート・天体写真などの分野で、趣味に活かせるプ
ロのテクニックを解説。撮影のコツから加工、アクセサ
リーに至るまで、全16講座をレクチャーします。

●カメラだけじゃない！　映像に関する出展がずらり

レンズやフォトアクセサリー、プリンターに画像処理ソ
フト、携帯機器やディスプレイ、プロジェクターなど、
さまざまな映像ツールが大集合！ フォトフィニッシン
グ、フォトブック、プリントペーパー、スタジオ用品・機
材まで、多くの種類のアイテムが集まります。

1月〜3月にかけて横浜市内の文化施設
や観光名所などで、3 0を超える写真
関連イベントが開催されます。港や開港
に関する歴史的な建造物が多く、フォト
ジェニックな観光名所にあふれる横浜
ならではのイベントや企画が目白押しで
す。CP+（シーピープラス）2012へご
来場の際は、ぜひカメラを片手に横浜散
策を楽しんでください。 世界的なフォトジャーナリスト集

団ほか、多数のゲストが来日予定

市内各所で、写真・映像イベントを開催
「フォト・ヨコハマ2012」で横浜を満喫！

カメラ・写真映像分野
の最新情報を
お見逃しなく！

横浜市主催
文化イベント「フォト・ヨコハマ」

と連動

CP+（シーピープラス）2012

※9日10:00～12:00はプレミアタイム（プレス関係者・特別招待者・プレミアチケット持参者のみ入場可）

開　催：2012年2月9日（木）～2月12日（日）  
　　　   　　　　 9日（木）　　　　　　　　 12：00～17：00 

　　　  　　　　 10日（金）～11日（土）　　 10：00～17：00
　　　  　　　　 12日（日）　　　　　　　　 10：00～16：00

※65歳以上（証明書類持参）の方、
　障がい者手帳持参の方、小学生以下の方は無料料　金：1,000円（Web事前登録無料）

CP+事務局　　03-6741-4015　　http://www.cpplus.jp/

参加対象展示ホール アネックスホール
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震災や自然災害への対策に焦点を当てた、世界で唯
一のセミナー・展示会です。阪神・淡路大震災後の
1997年に神戸で第1回目が開かれ、その後は毎年全
国各地で自治体や企業関係者による情報交換、災害
対策製品の紹介などが行われています。今回は、振
動の発生や防振、免震など“揺れ”に関する最新情報
を交える第3回「振動技術展」を同時開催。「減災社
会の構築」をテーマに、活発な商談が行われます。

震災や災害の「減災」をテーマとした
世界で唯一のセミナー・展示会

第16回「震災対策技術展」／第3回「振動技術展」

東日本大震災以降、初開催となる今回は、特に注目が集まります

釣りを通じて日本を活性化しよう、という一大イベント
です。ステージでは、各種メディアで活躍する「THE 
MEIJ IN」たちによるプロのテクニック紹介や、最新
の釣りアイテムのデモンストレーションなど、釣りの魅
力を体験できる企画が盛りだくさん。また第7回Cool 
Angler 's  Awardの授賞式、Angler 's  Idolの
最終審査、さらに今回初となる“女子のため”の釣り
ファッションショー「釣りガールズコレクション2012」な
どを開催。これから釣りの知識を深めたい方も、釣り
が大好きという方も、1日楽しめるイベントです。

“釣りガール”のための企画もいっぱい
釣りのおもしろさを体験できる3日間

ジャパンフィッシングフェスティバル（国際フィッシングショー2012）

世界から賞賛される、日本の釣り
関連製品の品質。業界が活性化
することで、日本に元気を届けます

The 16th Technology Against Earthquake Expo／The 3rd Vibration Technology Exhibition

Japan Fishing Festival 2012

開　催：2012 年3月23日（金）～3月25日（日）
　　　  　　　　　 23日（金）10：00～18：00
　　　  　　　　　 24日（土）　9：00～18：00
　　　  　　　　　 25日（日）　9：00～17：00
料　金：前売1,000円、当日1,200円

ジャパンフィッシングフェスティバル
（国際フィッシングショー2012）

ジャパンフィッシングフェスティバル（国際フィッシングショー2012）運営事務局      
03-5857-8500　　http://www.fishing-show.com/

参加対象展示ホール

開　催：2012年2月2日（木）～2月3日（金）
　　　  10：00～17：00
料　金：無料（要招待状持参）

第16回「震災対策技術展」／第3回「振動技術展」

震災対策技術展／振動技術展事務局　　　　　   
03-5775-2855　　http://www.exhibitiontech.com/etec/

展示ホール アネックスホール 参加対象
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生態学的（エコロジカル）な視点から
臨床微生物検査の未来を話し合う

1/21（土）~1/22（日）

第23回日本臨床微生物学会総会

「モノづくり」の魅力を幅広い世代に伝える
日本工学院の卒業作品発表展

2/3（金）~2/5（日）

日本工学院の蒲田・八王子キャンパスの両校が、卒業制作の数 を々
一堂に展示。さまざまな形の「モノづくり」の魅力を幅広い世代へ伝え
ていくために、“若きつくりびと”たちから生み出される自由なイマジネー
ションとは？　彼らの感性を通
して、未来の「モノづくり」への
可能性を感じてください。また、
ほかにもスペシャルゲストによる
講演など、多彩なイベントが盛り
だくさんです。

若きつくりびと　日本工学院 卒業展　2012 

デビュー10周年のフィナーレを飾るツアー
CHEMISTRYの多彩な音楽性を堪能して

2/11（土）  

CHEMISTRY TOUR 2012 -Trinity-

Pickup Events

2 0 1 1年にはソロツアーを行い、即日完売するほどの勢いを見せ
ているC H E M I S T R Y。進化が止まらない彼らにとって、今回の
ツアーはデビューから10年間の進化の集大成といえます。ツアー
タイトル「 T r i n i t y 」には三
位 一 体 の 意 味が 含まれ 、
CHEMISTRY・川畑要・堂
珍嘉邦の3つの個性を感じられ
るライブとなるはずです。彼らが
織りなすハーモニーを、ぜひパシ
フィコ横浜で体感してください。

20年余にわたり、臨床微生物学と感染症
の診断、病院感染の防止などに貢献して
きた学会による総会です。23回目となる
今回のテーマは、「微生物検査における
生態学（エコロジー）」。医療施設のリスク
管理をはじめ、何を目標に、どのような臨床
材料でどんな検査を行うのかなど、多くの課
題に対して研究者や技師たちがエコロジカ
ル（生態学的）な理解を深めつつ、臨床微
生物検査の最適な方法を話し合います。

おかげさまで、開業20周年

パシフィコ横浜は、日本初の大型複合コンベンション施設として開業。以来、
MICE都市横浜の中核施設として、また国内最大の複合MICE施設とし
て、数多くの国際会議、展示会、イベントなどにご利用いただいております。 　　第23回日本臨床微生物学会総会運営事務局（株式会社コングレ内）

　　http://www.congre.co.jp/jscm2012/　　03-5216-5318　

　　学校法人片柳学園　　　　　  　　
      0120-123-351　　　　       　　

　　H.I.P.　　　　　　　　　　　03-3475-9999 　　
　　http://www.hipjpn.co.jp/
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…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

全国から、厳選された360作品が集結
日本一のフラワーデザインコンテスト！

2/24（金）~2/26（日）

日本フラワーデザイン大賞2012

クラシックカー専門誌による祭典
イベント限定の記念ミニカーも登場！

2/25（土）~2/26（日）

クラシックカー専門誌「Nostalgic Hero（ノスタルジックヒーロー）」と、
1980年代クルマ情報誌「ハチマルヒーロー」がプロデュースする旧車の
祭典。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かかわる
ショップが日本全国から出展し、
クラシックカーやパーツの展示・
販売を行います。両誌のバックナ
ンバー全155冊の展示のほか、
雑誌にゆかりのある著名人のトー
クショーも開催。イベントを記念し
た限定ミニカーも販売されます。

第4回 ノスタルジック2デイズ

獣医学研究と
獣医臨床現場をつなぐ

2/17（金）~2/19（日）

日本獣医内科学アカデミー／日本獣医臨床病理学会 2012年大会

テーマは「やっぱり海が好き」
水上レジャーの素晴らしさを体験

3/1（木）~3/4（日）

ジャパンインターナショナルボートショー2012

「やっぱり海が好き」をテーマに、海の素晴らしさを再認識できる総合マ
リンレジャーショー。マリンレジャーの基礎知識を身につけられるプログラ
ムのほか、海で安全に楽しむためのノウハウも紹介。また、ボートなどのマ
リンアクティビティーを身近に感
じられる臨港パーク前での水上
バイク実演も行います。海にゆか
りのある著名人をゲストに招いた
トークショーも開催。実際に船を
見て、乗って、楽しみながら水辺
と海のレジャーを学べます。

医学における傾向と同様に、近
年では科学的根拠に基づいた獣
医療が浸透してきています。獣医
臨床現場における、より的確な
検査法やより良い治療法の背景
には、数多くの臨床研究によって
明らかにされてきた様 な々知見が
あります。JCVIM/JSVCP年次大会では、今年も優れた臨床研究や
症例発表、そして国内外の大学教員や専門医を含む多彩な講師陣によ
る教育講演を提供することにより、最新の情報を臨床現場へつなぎます。

フラワーデザイン作品の日本一を決定する、
国内最大規模のコンテストです。全国から
年齢や性別、国籍、プロ、アマ、流派を越え
て、「花が好き」をキーワードにフラワーデザイ
ナーが集結！　応募総数705点のうち、一次
審査を通過した360点の作品が9部門に分
かれて華やかに競います。またフラワーデモ
ンストレーションや先着順で参加できる体験
レッスン、「第6回NFD全国高校生フラワー
デザインコンテスト」なども同時開催されます。

　　 日本獣医内科学アカデミー／日本獣医臨床病理学会 2012年大会事務局

　　  http://www.jcvim-jsvcp.org/　　 03-3219-3543　  

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

　　株式会社芸文社　　　　　　  03-5992-2052　　
　　http://nos2days.com

　　 ボートショーデスク　　 　　　　  03-3567-6400　　　　　　
　　 http://www.marine-jbia.or.jp/

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社HPなどでご確認ください。
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Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

3（火）

関野あやこ　スペシャルイベント 2012
IMAGINE A NEW EARTH　
想像してごらん　とてつもなくワクワクする未来を

アンフィニグローバル　
http://www.infini-global.org/ 有料

8（日）

マクロスフロンティア ハッピー娘（ニャン）イヤー
フェスティバル in パシフィコ横浜「娘（ニャン）フェス」
～こんなステージ、もうないんだからね。～

ディスクガレージ
TEL:050-5533-0888
http://www.diskgarage.com/

全席指定
5,250円

13（金）～15（日） WINTER SPORTS FESTA SEASON 11冬スポ
冬スポ事務局　株式会社ディー．オー．ディー.(DOD) 
TEL:0120-64-1166
http://www.wintersportsfesta.jp

無料

無料15（日） ITRI日本センター第七支部　決起大会 ITRI日本センター第七支部
TEL:03-3437-0802

10,000円15（日） 第12回スポーツフォーラム21
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

18（水）～20（金） 第36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/

有料
（展示会無料）

無料28（土） 楽天証券主催　新春講演会
楽天証券株式会社
TEL:0120-188-547
https://www.rakuten-sec.co.jp/

月
1

無料13（金）～15（日） 第5回ひな人形・五月人形 大ご奉仕会
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（会期前後）
TEL:045-228-6689（会期中）
http://www.ningyousaiji .com/

8,000円21（土）～22（日） 第23回日本臨床微生物学会総会
第23回日本臨床微生物学会総会 
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jscm2012/

Pickup!
P.4

無料26（木）～27（金） 電機連合　第98回中央委員会
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
http://www.jeiu.or.jp/

9（月・祝） gaonTV公開収録＆John-Hoon Live&Talk キョードー横浜
TEL:045-671-9911 9,800円

28（土） 臨港パーク・フリーマーケット
リサイクル運動市民の会 
TEL:03-3226-6800
http://www.recycler.org/

無料
（出店参加有料） 屋外
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9（木） JUDAS PRIEST EPITAPH JAPAN TOUR 2012
クリエイティブマンプロダクション
TEL:03-3462-6969
http://www.creativeman.co.jp/

9,500円

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

1（水）～3（金） テクニカルショウヨコハマ2012（第33回工業技術見本市）
公益財団法人 神奈川産業振興センター
総務・企画部 事業課
TEL:045-633-5170
http://www.tech-yokohama.jp/tech2012/

無料

2（木） かながわビジネスオーディション2012
かながわビジネスオーディション実行委員会事務局
TEL:045-633-5203
http://b-audition.kipc.or.jp/ba2012

無料
（交流会参加者

一般3,000円
学生1,000円）

2（木）～3（金） 第16回｢震災対策技術展｣／第3回｢振動技術展｣
震災対策技術展／振動技術展事務局
TEL:03-5775-2855
http://www.exhibitiontech.com/etec/

無料
（要招待状持参）

3（金）～5（日） 若きつくりびと　日本工学院 卒業展　2012 学校法人片柳学園
TEL:0120-123-351 無料

4（土） キャリアフォーラム　横浜会場（2013年卒対象）
キャリアフォーラム事務局　株式会社ディスコ
TEL:03-5804-5539
http://job.nikkei.co.jp/2013/

無料

　5,000円
～6,000円4（土） 第24回日本高精度放射線外部照射研究会

北里大学医学部 放射線科学　放射線腫瘍学
（事務局代行：北里ライフサービス株式会社）
TEL:042-778-8703
http://www.med.kitasato-u.ac.jp/

5（日） FCI神奈川インターナショナルドッグショー 社団法人ジャパンケネルクラブ神奈川ブロック協議会
TEL:046-227-6551 500円

7（火）～12（日） 第17回 NECブリッジフェスティバル
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/

5（日） 恩師小谷喜美先生四十二回忌法要 ITRI日本センター
TEL:03-6402-2567 無料

無料

8（水） EVANESCENCE JAPAN TOUR 2012
クリエイティブマンプロダクション
TEL:03-3462-6969
http://www.creativeman.co.jp/

6,800円

月
2

Pickup!
P.3

Pickup!
P.4

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社HPなどでご確認ください。
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9（木）～12（日） CP+（シーピープラス）2012
CP+事務局
TEL:03-6741-4015
http://www.cpplus.jp/

1,000円
（Web事前
登録無料）

Pickup!
P.2

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

18（土）～19（日） JAPAN 乙女･Festival 2
イベント事務局
TEL:045-561-6896
http://www.otomefes.com/

SS席8,800円
S席6,800円
A席4,800円

14（火）～16（木）
SBJ18（第18回スノーボードジャパン2012)
＆ 2012 SKI EXPO Japan

日本スノーボード産業振興会／日本スキー産業振興協会
TEL:03-5823-3923 / TEL:03-3219-2532
http://www.sbj.org/　http://ski-jsp.jp/

無料

19（日） 第7回高校生ロボットアメリカンフットボール全国大会
富士ソフト株式会社　全日本ロボット相撲大会事務局
TEL:03-5209-6001
http://www.fsi.co.jp/foot/

無料

22（水） 第9回　JA横浜　女性部大会・家の光大会
横浜農業協同組合　きた総合センター
TEL:045-942-2312
http://www.jakanagawa.gr.jp/yokohama/

無料

25（土） 第3回日本ニューロリハビリテーション学会学術集会
株式会社オフィステイクワン
TEL:052-930-6145
http://www.cs-oto.com/jsnrnr2012/

有料

月
2

11（土） CHEMISTRY TOUR 2012 -Trinity-
H.I.P.
TEL:03-3475-9999
http://www.hipjpn.co.jp/

前売6,800円
当日7,300円

Pickup!
P.4

24（金）～26（日） 日本フラワーデザイン大賞2012
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
TEL:03-5420-8741
http://www.nfd.or.jp/jfda/

前売800円
当日1,000円

Pickup!
P.5

14（火）～16（木） インタースタイル（ボードカルチャー＆ファッション展示会）
株式会社インタースタイル
TEL:03-5840-8044
http://www.interstyle.jp/

無料

17（金）～19（日）
日本獣医内科学アカデミー／
日本獣医臨床病理学会　2012年大会

日本獣医内科学アカデミー／
日本獣医臨床病理学会 2012年大会事務局
TEL:03-3219-3543　
http://www.jcvim-jsvcp.org/

6,000円
～26,000円

Pickup!
P.5
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26（日） 2011かながわ薬剤師学術大会
社団法人神奈川県薬剤師会
TEL:045-761-3241
http://www.kpa.or.jp

会員
（事前登録3,000円
当日登録4,000円）
非会員5,000円
薬学生1,000円

25（土）～26（日） 第4回 ノスタルジック2デイズ
株式会社芸文社 
TEL:03-5992-2052 
http://nos2days.com/

2,000円
（小学生以下無料）

Pickup!
P.5

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

全ての料理が小皿で食べやすい !!　ランチ、点心飲茶、宴会コース、
飲み放題（お酒80種類以上ご用意）、お電話でお席ご用意します。

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

10（土） ナース専科　就職ナビ合同就職説明会2013
ナース専科就職ナビ運営部
TEL:03-5295-7397
http://recruit.nurse-senka.com/

無料

無料19（月）
進学LIVE2012 全国著名国･公･私立大学･
短期大学･専門学校 進学相談会

ヒューマンステージ株式会社
TEL:03-5695-5871

1（木）～4（日） ジャパンインターナショナルボートショー2012
ボートショーデスク
TEL:03-3567-6400
http://www.marine-jbia.or.jp/

1,000円
（中学生以下無料）

Pickup!
P.5

2（金）～3（土） 第35回日本脳神経CI学会総会
第35回日本脳神経CI学会総会　連絡事務局
TEL:03-3583-6676
http://cnsci35.umin.jp/

ー

10（土）～11（日） ネオロマンス・フェスタ　遙か祭2012(仮)
イベント事務局
TEL:045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/neoromance/

　4,800円
～8,800円

無料17（土） 平成23年度日本工学院専門学校　卒業証書授与式
学校法人片柳学園 日本工学院専門学校　
TEL:03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/

無料20（火・祝） 平成23年度　国士舘大学　卒業式
国士舘大学
TEL:03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

月
2

11（日） 第10回人工呼吸器セミナー
一般社団法人神奈川県臨床工学技士会
TEL:03-5577-4014
http://www.kanarinko.com/

8,000円

23（金）～25（日）
ジャパンフィッシングフェスティバル
(国際フィッシングショー2012)

ジャパンフィッシングフェスティバル 
（国際フィッシングショー2012）運営事務局
TEL:03-5857-8500
http://www.fishing-show.com/

前売1,000円
当日1,200円

Pickup!
P.3

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社HPなどでご確認ください。

月
3

9,800円（会員）18（日） イ・ジュンギファンミーティング2012　Coming Back！ 株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）
TEL:03-5458-9999（コールセンター）
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野外

野外

野外

野外

野外

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

28（水） 第2回エステティックグランプリ
一般社団法人エステティックグランプリ
TEL:042-645-8220
http://www.esgra.jp/

前売3,000円
当日5,000円

31（土） こどもフィット＆ダンスフェスティバル第15回新春の会
一般社団法人日本こどもフィットネス協会
TEL:03-5483-6224　
http://kids-fitness.or.jp/

6,300円

4（水） 平成24年度　神奈川工科大学入学式
学校法人幾徳学園　神奈川工科大学
TEL:046-291-3250
http://www.kait. jp/

無料

月
4

月
3

31（土）～4/1（日） ルピシア　グランマルシェ　
株式会社ルピシア
TEL:0120-93-7799 　
http://www.lupicia.com

無料

25（日） 2011年度　神奈川大学卒業式
学校法人神奈川大学　横浜キャンパス
TEL:045-481-5661
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

無料

1（日） 平成24年度　国士舘大学　入学式
国士舘大学
TEL:03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

無料

2（月） 2012年度　関東学院大学入学式
関東学院大学
TEL:045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

無料

3（火） 2012年度　神奈川大学入学式
学校法人神奈川大学　横浜キャンパス
TEL:045-481-5661
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

無料

6（金） 平成24年度　北里大学入学式
学校法人北里研究所
TEL:03-3444-6161
http://www.kitasato-u.ac.jp/

ー

5（木） 平成24年度　学校法人岩崎学園　合同入学式･進級式
学校法人岩崎学園
TEL:045-311-5562
http://www.iwasaki.ac.jp/

無料

24（土） 2011年度　関東学院大学卒業式・学位授与式
関東学院大学
TEL:045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

無料
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野外

野外

野外

野外

野外

野外29（日） 第7回 2012神奈川私立中学相談会
一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会
TEL:045-321-1901
http://www.phsk.or.jp/

無料

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

月
4

12（木）～15（日） JRC2012
一般社団法人日本ラジオロジー協会（JRC) 
TEL:03-3518-6111
http://www.j-rc.org/

13,000円

19（木）～20（金） 第55回日本手外科学会学術集会
第55回日本手外科学会学術集会事務局

（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jssh2012/

ー

7（土）～8（日） マタニティ＆ベビーフェスタ2012
一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
マタニティ＆ベビーフェスタ事務局 
TEL:03-3725-0071
http://www.j-m-f-a.jp/mbf/

無料

26（木） 進路フェスタ 2012 in 横浜
事務局・運営　株式会社さんぽう
TEL:03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

25（水）～27（金）
OPTICS & PHOTONICS International 2012
レーザー・光関連展示会

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

有料

25（水）～27（金）
OPTICS & PHOTONICS International Congress
レーザー・光関連国際会議

OPIC事務局
TEL:03-3269-3550
http://opicon.jp/

有料

ー13（金）～15（日） 2012国際医用画像総合展
一般社団法人日本ラジオロジー協会（JRC) 
TEL:03-3518-6111
http://www.j-rc.org/jrc/

18（水）～19（木） MEDTEC Japan 2012
MEDTEC Japan ヘルプデスク
TEL:03-4360-5763
http://medtecjapan.com/

2,000円
（事前登録者無料）

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社HPなどでご確認ください。

21（土）～24（火） 第100回日本泌尿器科学会総会
第100回日本泌尿器科学会総会 運営準備室

（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318　
http://www.congre.co.jp/jua2012/

会員
20,000円
非会員

40,000円他
（事前割引あり）

20（金）～22（日） 第21回横浜骨董ワールド
横浜骨董ワールド事務局
TEL:03-5932-6705
http://www.kottouworld.com

1,000円
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3（木・祝）～6（日）
ペット博運営事務局　TEL:06-6352-7942
http://www.pethaku.comPet博2012

6（日）～9（水）
VTC2012‐Spring in Yokohama組織委員会
http://www.vtc2012spring.org/VTC2012‐Spring

10（木）～13（日）
第32回日本脳神経外科コングレス総会 連絡事務局
TEL:03-3583-6676　http://jcns2012.umin.jp第32回日本脳神経外科コングレス総会

14（月）～16（水）
株式会社コンベックス　TEL:03-3589-4422
http://jsps2012.umin.jp第49回日本小児外科学会学術集会

17（木）～19（土）
第55回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室 
TEL:03-3508-1214　http://www2.convention.co.jp/55jds/第55回日本糖尿病学会年次学術集会

20（日）
学習療法研究会事務局　TEL:03-3234-4673
http://www.gakushu-ryoho.jp/学習療法シンポジウム 2012 in 横浜

23（水）～25（金）
公益社団法人自動車技術会　TEL:03-3262-8214
http://www.jsae.or.jp/2012haru/公益社団法人自動車技術会　2012年春季大会

23（水）～25（金）
公益社団法人自動車技術会　TEL:03-3262-8214
http://expo.jsae.or.jp/自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2012

27（日）
一般社団法人日本大腸肛門病学会 TEL:03-6424-7460 
http://www.coloproctology.gr.jp日本大腸肛門病学会　第21回教育セミナー

28（月）～31（木）
社団法人高分子学会 TEL:03-5540-3771 
http://www.spsj.or. jp/第61回高分子学会年次大会／高分子学会60周年記念講演会・展示会

1（金）～3（日）
社団法人日本腎臓学会 TEL:03-5842-4131
http://jsn55.umin.jp/第55回日本腎臓学会学術総会

6（水）～8（金）
画像センシング技術研究会 事務局 TEL:03-3367-0571 
http://www.ssii . jp/第18回 画像センシングシンポジウム（SSII2012）

6（水）～8（金）
アドコム・メディア株式会社　TEL:03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp画像センシング展 2012

9（土）
神奈川新聞社　
TEL:045-227-0743公私協調事業　神奈川の高校展2012　スタートアップイベント 全公立展

10（日）
神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL:045-432-5889　http://www.kanagawa-koupren.org/平成24年度神奈川県立高等学校PTA連合会･定期総会･会長研修会

10（日）
よこはまスポーツ整形外科フォーラム（診療部 三橋） 
TEL:0466-25-3111　http://ysof.umin.jp/第20回よこはまスポーツ整形外科フォーラム

12（火）～14（木）
第11回日本再生医療学会総会　事務局　TEL:06-6879-3154 
http://www2.convention.co.jp/11jsrm/第11回日本再生医療学会総会

12（火）～16（土）
ISSCR Headquarters
http://www.isscr.org/Annual_Meeting_Home.htm第10回 ISSCR（国際幹細胞研究会）年次総会

14（木）～16（土）
日本デコラティブペインティング協会
TEL:03-5649-2321第22回JDPA東京コンベンション

16（土）
日本手術看護学会　関東甲信越地区 
TEL:03-3818-3830　http://kan.jona.gr.jp/第23回 日本手術看護学会 関東甲信越地区

17（日）
文部科学省iPS細胞等研究ネットワーク合同シンポジウム実行委員会
http://www.ips-network.mext.go.jp/文部科学省iPS細胞等研究ネットワーク　第4回合同シンポジウム

21（木）
株式会社東レリサーチセンター　TEL:03-3245-5666 
http://www.toray-research.co.jpTRC  ポスターセッション　2012

21（木）～23（土）
G空間EXPO実行委員会事務局　TEL:03-5684-3356 　 
http://www.g-expo.jp/G空間EXPO2012

22（金）～24（日）
株式会社メディプロデュース　TEL:03-5775-2075 
http://www.mediproduce.jp/12jaam第12回日本抗加齢医学会総会

28（木）～29（金）
綜合ユニコム株式会社　
TEL:03-3563-0420フューネラルビジネスフェア2012

28（木）～30（土）
株式会社コンベンションリンケージ　TEL:03-3263-8688
http://www.c-linkage.co.jp/jssr37/日本睡眠学会第37回定期学術集会

30（土）～7/1（日）
株式会社学会サービス TEL:03-3496-6950
http://www.gakkai.co.jp/jshm23/第23回 日本在宅医療学会学術集会

1（日）
神奈川県立高等学校PTA連合会　TEL:045-432-5889 
http://www.kanagawa-koupren.org/平成24年度神奈川県立高等学校PTA連合会･研修大会

5（木）～7（土）
特定非営利活動法人日本不整脈学会　
TEL:03-3828-1230第27回　日本不整脈学会学術大会

7（土）
医療法人社団裕正会　介護老人保健施設　ウェルケア新吉田　
TEL:045-590-3855 http://www.rouken-yokohama.com/第10回横浜市介護老人保健施設研究大会

9（月）～10（火）
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　http://www.jeiu.or.jp/電機連合　第60回定期大会

9（月）～10（火）
社団法人日本計装工業会　TEL:03-3580-8921
http://www.keiso.or.jp/計装技術講習会

14（土）～16（月・祝）
株式会社JTBコミュニケーションズ　コンベンション事業局
http://fs2012.jtbcom.co.jpフォーサム2012横浜

15（日）
拓殖大学学生主事室　
TEL:03-3947-7178拓殖大学 神奈川県学生生活懇談会

16（月・祝）
一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会　TEL:045-321-1901
http://www.phsk.or.jp/第13回 2012神奈川全私学（中・高）展

20（金）～8/27（月）
ヨコハマ恐竜展2012事務局（横浜アーチスト内）　
TEL:045-664-6610ヨコハマ恐竜展2012　～福井県恐竜博物館コレクション～

25（水）
日本公文教育研究会　横浜事務局　
TEL:045-450-2170全国公文進度上位者のつどい2012　in　YOKOHAMA

25（水）
社団法人情報通信エンジニアリング協会　TEL:03-3464-3211 
http://www.itea.or.jp/第7回 光通信工事技能競技会

27（金）～28（土）
横浜市総合リハビリテーションセンター　TEL:045-473-0666
http://yotec.jp/ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2012

16（土）～17（日）
横浜市健康福祉局保健事業課　TEL:045-671-4042　
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shokuiku/被災地と首都圏をつなぐ「食」のフェスティバル（第7回 食育推進全国大会）

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先

月
5

月
6

月
7
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2（木）～3（金）
社団法人神奈川県私立幼稚園連合会　TEL:045-440-3210 
http://www.shinshiyou.com/第27回全日本私立幼稚園連合会関東地区教員研修神奈川大会

3（金）～5（日）
独立行政法人国立病院機構相模原病院 臨床研究センター
http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi/第6回 相模原臨床アレルギーセミナー

4（土）
アストラゼネカ株式会社　横浜支店　TEL:045-227-5808　
http://www.kbcts.gr.jp/公開第11回かながわ乳がん市民フォーラム

11（土）～12（日）
株式会社メディセオ　営業戦略部　学会支援グループ　
TEL:03-3517-5519日本病院薬剤師会関東ブロック第42回学術大会

20（月）～22（水）
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会　
TEL:03-3591-9151　http://cedec.cesa.or.jpCEDEC 2012

24（金）～26（日）
第22回日本外来小児科学会　事務局
http://sagpj22.net/top.html第22回日本外来小児科学会 年次集会

1（土）～2（日）
株式会社コングレ　TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jspu2012/第14回日本褥瘡学会学術集会

2（日）～6（木）
株式会社コングレ　TEL:03-5216-5318
http://wuwhs2012.com/第4回世界創傷治癒学会連合会議

13（木）～16（日）
エポスカスタマーセンター　
TEL:03-3383-0101第12回秋のマルイビッグバザール in パシフィコ横浜

14（金）～15（土）
第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会　事務局
TEL:03-3230-3599　http://www.issjp.com/jossm2012/第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会

21（金）～23（日）
ヨガフェスタ事務局　TEL:03-5771-2328
http://www.yogafest.jpヨガフェスタ横浜2012

23（日）～28（金）
Secretariat of IUMRS-ICEM2012 TEL:03-3503-4681
http://iumrs-icem2012.org/IUMRS-ICEM2012/第22回日本MRS学術シンポジウム

25（火）～27（木）
株式会社ICSコンベンションデザイン　
TEL:03-3219-3643InterOpto 2012/BioOpto Japan 2012/LEDジャパン 2012/LaserTech 2012

4（木）～6（土）
JGW日本福音書房　TEL:03-3373-7202
http://www.itero2011.org/venue/ITERO International Training for Elders and Responsible Ones

10（水）～12（金）
BioJapan事務局　TEL03-3219-3565
http://www.ics-expo.jp/biojapan/BioJapan 2012　-World Business Forum-

11（木）～13（土）
日本臨床検査自動化振興会
http://www.jscla.com/日本臨床検査自動化学会第44回大会及び展示会

14（日）～18（木）
Secretariat of PM2012　
TEL:03-3219-35412012年粉末冶金国際会議

19（金）～21（日）
運営事務局：日本コンベンションサービス株式会社（JCS) 東北支社　
TEL:022-722-1311　E-mail: jsoms2012@convention.co.jp第57回社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会

25（木）～27（土）
株式会社コングレ　TEL:06-6229-2555
http://www.congre.co.jp/jsco2012/第50回日本癌治療学会学術集会

31（水）～11/2（金）
FPD International事務局　TEL:03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/FPD International 2012

29（月）～11/2（金）
日経BP社　TEL:03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/Smart City Week 2012

5（月）～10（土）
国際熱帯木材機関（ITTO）　TEL:045-223-1110
http://www.itto.int第48回国際熱帯木材理事会

8（木）～10（土）
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 
http://www.viq.com/第20回インターナショナル・キルトウィーク横浜 2012

10（土）～11（日）
株式会社JTBコミュニケーションズ　
TEL:06-6348-1391第53回　日本視能矯正学会

14（水）～16（金）
Embedded Technology 事務局　TEL:03-3219-3648 
http://www.jasa.or.jp/et/Embedded Technology 2012/組込み総合技術展

15（木）
特定非営利活動法人居酒屋甲子園　TEL:03-5456-9775 
http://www.izako.org/第7回居酒屋甲子園

17（土）
神奈川県立高等学校PTA連合会　TEL:045-432-5889 
http://www.kanagawa-koupren.org/第50回神奈川県立高等学校PTA連合会大会

20（火）～22（木）
図書館総合展運営委員会　TEL:03-3357-1462
http://www.j-c-c.co.jp第14回　図書館総合展

23（金・祝）～24（土）
日本手術看護学会 TEL:03-3813-0485
http://www.jona.gr.jp第26回日本手術看護学会年次大会

28（水）～30（金）
MWE2012/マイクロウェーブ展2012 事務局 TEL:047-309-3616 
http://www.apmc-mwe.org/2012 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2012)

30（金）～12/2（日）
株式会社コングレ　
TEL:03-5216-5318 

第54回日本小児血液・がん学会学術集会　第10回日本小児がん看護学会 
第17回財団法人がんの子供を守る会 公開シンポジウム

6（木）～8（土）
日本コンベンションサービス株式会社　TEL:03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/25jses第25回日本内視鏡外科学会総会

22（火）～25（金）
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会　
TEL:03-6212-5231ASP-DAC2013

6（水）～8（金）
公益財団法人 神奈川産業振興センター 総務・企画部事業課
TEL:045-633-5170　http://www.tech-yokohama.jpテクニカルショウヨコハマ2013(第34回工業技術見本市)

15（金）～17（日）
第77回 日本循環器学会学術集会 準備室
日本コンベンションサービス株式会社　TEL:03-3508-1214第77回 日本循環器学会学術集会

22（金）～24（日）
社団法人日本釣用品工業会　TEL:03-3555-0101
http://www.fishing-show.com/ジャパンフィッシングフェスティバル（国際フィッシングショー2013）

27（水）～30（土）
公益社団法人日本薬学会　TEL:03-3406-3321
http://www.pharm.or.jp/日本薬学会　第133年会

開催日 催事名 連絡先

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

月
8

21（金）～22（土）
トップツアー株式会社　
TEL:03-5766-0243第54回全日本病院学会in神奈川

月
9

月
10

月
11

12月

2月

1月
2013年

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社HPなどでご確認ください。

月
3
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PACIFICO News
横浜環境行動賞「ヨコハマ3

ス リ ム

R夢」を受賞！
横浜市より、「3R活動優良事業所」に認定されました。

施設内エコステーションには、8種類
の分別リサイクルボックスが並びます

花火大会の際には臨港パークに大型エ
コステーションを設け、3R活動の推進
を PR しました

＊3R活動：リデュース（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再利用）
＊ヨコハマ3

ス リ ム

R夢プラン：横浜市が策定する、3Rの推進、とりわけ最も環境にやさしいリデュー
スの取組みを進めてごみと資源の総排出量を削減し、環境負荷の更なる低減を図る取組み

大規模地震・津波を想定した
防災訓練を実施

かながわ観光大賞を受賞！
外国人観光客部門「MICE誘致と開催」

「3R活動優良事業所」とは、横浜市が資源回収や
紙ごみ減量化の推進、消費者に対するPRの推進
等、3R活動に顕著な功績があった事業所に対し
て認定するものです。
パシフィコ横浜では、施設内各エコステーション
に設置された8種類の分別リサイクルボックスか
ら集めた全てのごみを、施設内の集積所で再度分
別した後、計量・記録し、発生場所別と種類別の集
計ができるシステムを構築し、ごみの“見える化”
を実現。これにより廃棄物処理業務においては業
界初の取組みと
して、施設内で
出た廃棄物の完
全把握と100％
リサイクルを目
指し、環境負荷
の低減に努めて
います。

2011年11月7日、
社員ならびに協力会
社スタッフ100名
以上による防災訓練
を実施しました。
訓練では、地震発生
の合図とともに危
機管理対策本部を立ち上げ、同時に自衛消防隊はト
ランシーバーなどを手に施設各所へ向かいました。
今回は、参加者には事前に知らせずに来場者役や負
傷者役を配置したほか、各所に被害状況を記載した
ボードを設置。トランシーバーから、次々と避難誘導
や負傷者の救出、施設の被害状況などが伝えられ、訓
練は無事終了しました。訓練後には、参加者全員によ
る反省会を実施し、各隊にわかれて課題の抽出と報
告を行いました。
パシフィコ横浜では、年に数回このような訓練や研
修会を実施することで、お客さまの安心安全の確保
に努めています。

この賞は、神奈川県
が「観光立県かなが
わ」の実現を図るた
め、同県への誘客や
地域活性化等に大き
く寄与し、他の観光
振興の取組みの励み
となった事業者等を表彰するため平成22年度に創
設したものです。11月14日には神奈川県庁にて表
彰式が行われ、黒岩知事より当社代表取締役社長小
堀に賞状と楯が手渡されました。
今回の受賞は、パシフィコ横浜が開業20年のノウハ
ウの蓄積を活用し、大型MICEの誘致、国際MICEの
誘致、地域と連係したワンストップサービスの提供
を実施していることが評価されたものです。
当社は、平成22年度に2010年日本APEC、CP+
（シーピープラス）などの大型MICEを開催し、行政
や地域との連携により国内外から県内への誘客を牽
引したほか、施設内外の多言語・ユニバーサルデザ
イン化や環境への配慮にも、積極的に取り組んでい
ます。
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パシフィコ横浜の玄関口クイーンモール橋から、ぷかりさん橋、海
を臨むデッキまでをイルミネーションで彩ります。ぷかりさん橋のイ
ルミネーションは、光が海面に反射し、この時期にふさわしいロマ
ンチックで幻想的な雰囲気を演出します。鮮やかに広がる光の
競演をどうぞお楽しみください。

パシフィコ横浜
ウィンターイルミネーション2011

■日程：（開催中）～2012年2月14日（火）
■場所：クイーンモール橋、ぷかりさん橋

夜景が水面にうつる、幻想的な冬の横浜



パシフィコ横浜施設内テナント情報

2012年1月1日発行（季刊・年4回）

新春の明るい日差しを浴びながら…
タボンと愛犬コロネは、桜木町からパシフィコ横浜へと
つづく、さくら通りを歩いてきました。
正面に見上げているのは会議センター。APECなど
の大型国際会議のほか、大小さまざまな会議やセミ
ナー、パーティなどが開催されています。開業当時、ユ
ニークで先進的といわれたその外観デザインは、20
年を経たいまも変わらぬ存在感でみなとみらいの象徴
となっています。
春になると、桜並木がとても美しいさくら通り。みなとみ
らいを訪れた際は、ぜひ歩いてほしいコースです。

今号の表紙『PACIFICO』Vol.55

みなとみらい
公共駐車場

みなとみらい
センタービル

会議センタ－ 臨港パーク
ベイブリッジカフェテリア ふれあいショップみなと

【軽食･喫茶】
TEL:045-223-2055

 スターボ  
【ミュージックラウンジ／2F】

マリンブルー
【ラウンジ&バー／2F】

 オーシャンテラス  
【ブッフェ・ダイニング／1F】

ザ パティセリー
【ペストリーショップ／1F】

ギフトギャラリー＆ドラッグストア 
【ギフト・薬／2F】

ピア21
【海鮮びすとろ／ぷかりさん橋2F】

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 
TEL:045-223-2222（代表）

なだ万 
【日本料理／4F】【中国料理／31F】

驊騮（かりゅう）　

展 示ホー ル

ダンゼロ
【レストラン／2F】
TEL:045-633-3563　

リストランテ・アッティモ
【イタリアンレストラン／2Ｆ】
TEL:045-640-1270　

濱屋玄衛門
【蕎麦・饂飩／2F】
TEL:045-664-3283

カフェ・ド・クリエ
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-223-2557

横濱ミルクホール
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-221-1239

デイリーヤマザキ
【コンビニエンスストア（ATM・宅配便）／1F】
TEL:045-662-4085

ビジネスセンター
【サービス／2F】　
TEL:045-222-1034　

【カフェテリア／6F】
TEL:045-223-2222（ホテル代表）

パシフィコティールーム
【喫茶／2F】TEL:045-223-2222（ホテル代表）

ビジネスセンター
【サービス／1F】
セルフサービス

ラ ヴェラ  
【イタリア料理／2F】

アジュール 
【フランス料理／2F】

PACIFICO Guide 電車でお越しのお客様
ア
ク
セ
ス

飛行機をご利用のお客様
（羽田空港より直通バスあり）

車でお越しのお客様
▶みなとみらい線
　みなとみらい駅から徒歩3分
   （クイーンズスクエア連絡口より
　赤いエスカレーターを乗り継ぎ2Fへ）

▶JR京浜東北線・横浜市営地下鉄
　桜木町駅から徒歩12分、
　バスまたはタクシー利用5分

▶羽田空港より車で約20分、
　バスで約40分、電車で約30分
▶成田空港より車・バスで約120分、
　電車で約100分

▶首都高速横羽線
　みなとみらいランプより約3分

表紙・P2 イラスト ： ジュジュ タケシ（lualuz）


