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パシフィコ横浜 イベント情報 ［広報誌］コンベンションニュース

［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/

細胞を見つめて
未来をひらく

2012春～夏 ピックアップイベント
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2012
G空間EXPO 2012 ほかPick up

イベントカレンダー 4月～7月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

国際幹細胞学会第10回年次大会 
－ISSCR 2012－

最先端の研究成果に、世界が注目！特集
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研究は最先端でも……
米国に差をつけられている日本の研究費

●若手研究者に向け特別イベント開催

会期中は若手研究者の今後の研究やキャリアアップに役立つ、ユニークな機
会が設けられるのも本大会の特長です。第一線で活躍する研究者とカジュア
ルな雰囲気で話し合える昼食会や、若手同士のネットワーク構築のためのク
ラブイベントなどが横浜市内で開催される予定です。

●未来のノーベル賞候補者へ特別授業

横浜市では本大会を記念して、iPS細胞研究や再生医療の最先端で活躍中
の研究者を講師にお迎えし、2月から4月まで3回にわたり、鶴見区にある市
立横浜サイエンスフロンティア高等学校にて高校生向けに特別授業を行い
ます。

●iPS細胞とは

iPSとは「人工多能性幹細胞」＝induced pluripotent stem cellの頭文
字。iだけ小文字になったのは、携帯音楽プレーヤーのiPodなどからヒントを
得たそうです。

米国立衛生研究所（NIH）の2009年10月からの1年間で幹細胞
研究関連予算は、約23.59億ドル（約1,840億円）に上ります。一
方、日本はiPS細胞研究には多額の公的資金が投入されていま
すが、2009年度のiPS細胞関連予算は、文部科学省、厚生労働
省、経済産業省から約110億円が計上されたものの、アメリカには
大きく水をあけられています。
世界各国で研究競争が繰り広げられている幹細胞研究。国際貢
献だけではなく、日本で最先端医療を行うため、海外企業の特許
独占を防ぐためにも、日本の競争力強化が必要とされています。
（＊１ドル＝78円、2012年2月現在）

iPS細胞の生みの親である山中伸弥
教授。世界をリードする研究で、各国か
ら注目されています

国際幹細胞学会 第10回年次大会 －ISSCR 2012－

開催： 2012年6月13日（水）～6月16日（土）
主催：  国際幹細胞学会（ISSCR）
詳細は、下記HP（英文）参照

 ISSCR（International Society for Stem Cell Research）
 http://www.isscr.org/Annual_Meeting_Home.htm

展示ホール 参加対象

International Society for Stem Cell Research 2012

アジア初！ 世界約50ヵ国から約5,000人が集合
世界最先端の研究が、横浜から発信される4日間

細胞を見つめて未来をひらく
国際幹細胞学会 第10回年次大会 －ISSCR 2012－

ワンポイント

人間の体は、約60兆個もの細胞が集まってできています。その
中で、傷ついたり古くなってしまった細胞を入れ替えたり、また病
気やケガで失われた細胞を新しく補充したりする役割を担って
いるのが、幹細胞です。
現在、幹細胞研究を実現した治療法としては、血液の造血幹
細胞による細胞再生を利用した白血病の治療や、火傷の部位
などに人工的に培養した皮膚を移植する治療などが行われて
います。今後研究が進めば、難病の治療が可能になると言われ
ています。
2008年の米国大統領選挙の争点のひとつにも挙がった幹細胞
研究ですが、その中で京都大学の山中伸弥教授（現ISSCR理
事／次期会長）のグループが発見したiPS細胞（人工多能性幹
細胞）を使った研究は世界の注目を集めています。
本大会では、世界約50ヵ国から幹細胞研究者、約5,000人が横
浜に集合します。横浜から世界へ、人類の未来へ向けて最新
の研究結果が発信される4日間です。 生命の謎に迫り、

医療革命をもたらすと
いわれるiPS細胞
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学んで、遊んで、体験しよう！
日本最大級のマタニティイベント

横浜での開催は初めて！ B級グルメも
横浜の食も楽しめるフェスティバル

Maternity ＆ Baby Festa 2012

Shokuiku Zenkokutaikai

マタニティ ＆ ベビーフェスタ 2012

食育 ＆ 復興支援フェスティバル横浜
（第7回 食育推進全国大会）

食育 ＆ 復興支援フェスティバル横浜
（第7回 食育推進全国大会）

開催： 2012年6月16日（土）～6月17日（日）
 16日 10:30～17:00　17日 10:00～16:30
料金： 無料（入場料）

展示ホール 参加対象

 横浜市健康福祉局保健事業課　  045-671-4042
 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shokuiku/zenkokutaikai.html

食育への関心を高めるために、毎年6月の食育月間に、開催地
を替えて行われるイベントです。今回は、被災地復興応援とし
て、東北のB級グルメや特産品を販売します。そのほか、会場内
ブースでの試食・販売・展示や、横浜のシェフが実演する料理講
座など、食べる楽しさやよろこびを体感できる企画が目白押しで
す。楽しみながら、地産地消、食の安全、学校給食など、さまざ
まな角度から食の大切さを考えます。

妊娠から産後にかけて、ママとパパ、そして赤ちゃんに役立つ実用的な情報がいっぱい！ 
ファミリーで楽しく“学べる”“遊べる”体験型イベントです

今回は、横浜ガストロノミ協議会の方々が講師を務める料理講座のほか、
八戸せんべい汁、うにの貝焼きなどの販売を予定しています

マタニティヨガ、ベビーマッサージなどの体験プログラムをはじ
め、60社以上の企業ブースによる最新のマタニティアイテムや、
サービスなどを体験できます。妊娠・出産・子育てに関する実践
的な知識を“学んで、遊んで、体験できる”日本最大級の体験型・
情報発信イベントです。赤ちゃんブースや授乳室も完備されて、
ゆっくりと楽しめるのもポイント。ベビーグッズのサンプル配布や、
お腹の赤ちゃんと対面できる人気の4D超音波コーナー、著名な
医師による講演や各種新製品の紹介、抽選会など、バラエティ
に富んだ充実の内容です。

マタニティ ＆ ベビーフェスタ 2012

開催： 2012年4月7日（土）～4月8日（日）
 10:00～17:30
料金：  無料

 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 

 03-3725-0071　  http://www.j-m-f-a.jp/mbf/

参加対象アネックスホール展示ホール
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Face to Faceブロードバンド、医療革命、環境・エネルギー問題な
ど、これからの生活を革新していく『高分子』。この日本から生まれた
技術を世界に発信する場として、60周年記念の講演会と展示会
を開催します。いずれも一般の
方々に技術・材料をわかりやす
く紹介し、将来の人材育成に
つなげることが目的です。

Pickup Events
泌尿器科学の発展を振り返り
次なる100年への展望を語る

自動車の総合技術を身近に体験
安全技術の試乗・体験コーナーも

記念すべき、学会設立60周年
世界に誇るポリマー技術を紹介

医療におけるイノベーション
大きな注目が集まる『再生医療』

デコラティブ・ペインティングを
実際に体験して、楽しさ発見！

G空間社会に関わる、多彩な分野の
技術・製品・サービスが一堂に集結！

4/21（土）~4/24（火） 5/23（水）~5/25（金）

5/28（月）~5/30（水）※講演会は5/28（月） 6/12（火）~6/14（木）

6/14（木）~6/16（土） 6/21（木）~6/23（土）

第100回 日本泌尿器科学会総会 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2012

高分子学会60周年記念講演会・展示会 第11回 日本再生医療学会総会

第22回 JDPA東京コンベンション G空間EXPO 2012

 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）
 03-5216-5318　  http://www.congre.co.jp/jua2012/

 公益社団法人自動車技術会　  03-3262-8214
 http://expo.jsae.or.jp/

 社団法人高分子学会　  03-5540-3771
 http://www.spsj.or.jp/

 第11回日本再生医療学会総会 事務局　  06-6879-3154
 http://www2.convention.co.jp/11jsrm/

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

 G空間EXPO実行委員会事務局　  03-5684-3356 　
 http://www.g-expo.jp/

「新百年への扉―新たなJUA」をテーマに学
会の歴史を振り返りつつ、今後の展望を話し
合う記念すべき100回総会です。記念式典
のほか、京都大学の山中伸弥教授による記
念講演などを予定しています。日本の医療や
介護において今後どのような役割を果たすべ
きか、泌尿器科学会のあり方を討議します。

エンジンをはじめ電動化技術や軽量化技術など、低炭素社会に向
けた先進技術を“見て、ふれて、体験できる”自動車総合技術展で
す。自動車業界の第一線で活躍す
る技術者と研究者が一堂に会し、
21世紀の自動車や自動車業界の
取組みについて意見を交換しま
す。安全技術の試乗・体験コー
ナーもあります。

現在、医学界のみならず、社会全体からも
大きな関心が寄せられている『再生医療』。
生物学や理工学の領域からアプローチす
る、同分野の発展に貢献する学会の総会
です。ISSCR（国際幹細胞学会）との同時
開催により、海外からの研究者によるプロ
グラムも行われます。

「春・夏・秋・冬 それぞれの季節に心をよせて」をテーマに4つの季節
ブースが来場者を迎え、全国から集まった会員の力作が展示されま
す。また作品や材料、用具・本、限定グッズなどの販売ブース、ご来
場された方の全員が参加できる
体験セミナーなど、楽しい企画が
いっぱいです。それぞれに彩られ
た作品に囲まれ、心癒されるひと
ときをお過ごしください。

G空間情報とは、位置と時間の情報“いつ・どこ情報”です。今回は
「新マーケットの開拓、新技術・新
サービス」「宇宙技術の利用」「安全
安心への貢献」の3つのテーマで、ヒ
ト・モノの交流、既存技術やサービス
の発展、新産業を創出する提案や
創意工夫を発掘し、より高度なG空
間社会に向けた展示が行われます。

5/28 6/12



開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場
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Convention Calendar
3/31（土）～4/1（日） ルピシア グランマルシェ 2012 ～お茶と花～

株式会社ルピシア
TEL:0120-93-7799
http://www.lupicia.com/

無料

1（日） 平成24年度 国士舘大学 入学式
国士舘大学
TEL:03-5481-3202
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

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/index2.php/

無料

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

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

7（土）～8（日） マタニティ ＆ ベビーフェスタ 2012 Pickup!
P.3

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

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

13,000円

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
TEL:03-3518-6111
http://www.j-rc.org/jrc/

ー

18（水）～19（木） 第19回 国際ホトマスクシンポジウム
Photomask Japan 事務局
TEL:03-3219-3541
http://www.photomask-japan.org/

SPIE会員50,000円
非会員55,000円
（展示会のみ
参加は無料）

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）

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

月
4
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
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

21（土）～24（火） 第100回 日本泌尿器科学会総会 Pickup!
P.4

 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

25（水） 第78回 関東市議会議長会 定期総会 関東市議会議長会事務局
TEL:0466-24-8383 ー

25（水）～27（金）

OPTICS & PHOTONICS 
International Exhibition 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 2012
レーザー・光関連国際会議

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

有料

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

28（土）～29（日） 2012春 ミキハウスランド IN 横浜
ミキハウスランド運営事務局
TEL:072-941-2965
http://www.mikihouse.co.jp/jp/shop/event/land/

無料

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

30（月・祝） 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
（出店参加は有料）

屋外

3（木・祝）～6（日） Pet博2012 in 横浜
ペット博運営事務局
TEL:06-6352-7942
http://www.pethaku.com/

800円～1,200円

5（土） FANCL フィットネスヨコハマ 2012 ※詳細はお問い
合わせください

公益財団法人横浜市体育協会
TEL:045-640-0018 ー

6（日） MAMORU MIYANO SPECIAL LIVE 2012
株式会社オデッセー
TEL:03-5444-6966
http://miyanomamoru.com/

全席指定
6,300円

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

月
4

月
5

■洋間・座敷・個室あり
■60名様まで各種ご宴会承ります
■ご予算に合わせてご相談ください
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※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。

10（木）～13（日） 第32回 日本脳神経外科コングレス総会
 第32回日本脳神経外科コングレス総会連絡事務局

（株式会社コンベックス内）
TEL:03-3583-6676
http://jcns2012.umin.jp/

有料

12（土）～13（日）
ポケモンカードゲーム バトルカーニバル2012 
スプリング

ポケモンカードゲーム サポートデスク
TEL:0120-330-362
http://www.pokemon-card.com/

無料

13（日） ママコレクション 2012 ママコレクション実行委員会
TEL:03-3462-8400 ー

14（月）～16（水） 第49回 日本小児外科学会学術集会
第49回日本小児外科学会学術集会 運営事務局
TEL:03-3589-4422
http://jsps2012.umin.jp/

15,000円

17（木）～19（土） 第55回 日本糖尿病学会年次学術集会
5/19

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/

有料

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

2,000円

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

有料（一部無料
フォーラムあり）

23（水）～25（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2012 Pickup!
P.4

公益社団法人自動車技術会 
TEL:03-3262-8214
http://expo.jsae.or.jp/

無料

26（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
（出店参加は有料）

屋外

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

12,000円

28（月）～30（水）
   ※講演会は5/28（月）

高分子学会60周年記念講演会・展示会
5/28

Pickup!
P.4

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

無料

29（火）～31（木） 第61回 高分子学会年次大会
社団法人高分子学会
TEL:03-5540-3771
http://www.spsj.or.jp/

有料

29（火）～30（水） 平成24年アットホームスタディ宅建「登録講習」 アットホーム株式会社
TEL:03-3580-7051 ー

月
5
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
1（金）～3（日） 第55回 日本腎臓学会学術総会

社団法人日本腎臓学会
TEL:03-5842-4131
http://jsn55.umin.jp/

医師15,000円
（会員・非会員）
コメディカル8,000円

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

無料

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

5,000円
～30,000円

9（土）
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

神奈川新聞社　
TEL:045-227-0743 無料

10（日）
平成24年度 神奈川県立高等学校PTA連合会･
定期総会

神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL:045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

有料
（事前振込）

10（日） 第20回 よこはまスポーツ整形外科フォーラム
 
 

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/

2,000円
～5,000円

12（火）～14（木） 第11回 日本再生医療学会総会
6/12

Pickup!
P.4

 
 

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/

一般11,000円
学生6,000円

（非会員／一般20,000円、
学生7,000円）

13（水）～16（土）
国際幹細胞学会 第10回年次大会
－ISSCR 2012－

Pickup!
P.2

ISSCR
http://www.isscr.org/Annual_Meeting_Home.htm

詳細はHP（英文）
参照

14（木）～16（土） 第22回 JDPA東京コンベンション Pickup!
P.4

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/

無料

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

ー

16（土）～17（日）
食育 ＆ 復興支援フェスティバル横浜

（第7回 食育推進全国大会）
Pickup!

P.3

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/
zenkokutaikai.html

無料

17（日） ゆるゆりライブイベント2 「七森中♪うたがっせん」
ディスクガレージ
TEL:050-5533-0888
http://yuruyuri.com/

指定席7,000円
（未就学児入場

不可）

17（日）
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

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/

無料

月
6

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。
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※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（木） Acid Black Cherry TOUR 「2012」
ディスクガレージ
TEL:050-5533-0888
http://www.diskgarage.com/

7,350円

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

無料

21（木）～23（土） G空間EXPO 2012 Pickup!
P.4

G空間EXPO実行委員会事務局
TEL:03-5684-3356 　
http://www.g-expo.jp/

無料

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

有料

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

28（木）～30（土） 日本睡眠学会 第37回定期学術集会
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/

ー

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

ー

1（日）
平成24年度 神奈川県立高等学校PTA連合会･
研修大会

神奈川県立高等学校PTA連合会　
TEL:045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

有料
（事前振込）

3（火） 第11回 かながわ高齢者福祉研究大会
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
TEL:045-311-1424
http://www.kanagawafukushitaikai.jp/

5,000円
（学生のみ無料）

5（木）～6（金） ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2012
 
 

ワイヤレス・テクノロジー・パーク運営事務局
（日本イージェイケイ株式会社内）
TEL:03-6459-0444
http://www.wt-park.com/

ー

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

医師15,000円　
医師以外10,000円

7（土） 第10回 横浜市介護老人保健施設研究大会
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/

無料

9（月）～10（火） 電機連合 第60回定期大会
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/

ー

月
6

月
7
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開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
9（月）～10（火） 計装技術講習会

一般社団法人日本計装工業会
TEL:03-3580-8921
http://www.keiso.or.jp/

17,000円

13（金） マイナビ進学フェスタ 株式会社マイナビ 教育広報事業本部 事業推進部
TEL:03-6267-4416 無料

13（金）～15（日） 第15回 国際ベーチェット病会議
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
TEL:03-5434-8759
http://15icbd.jtbcom.co.jp/

3,000円
～60,000円

14（土） 第39回 関東農村医学会学術集会
第39回関東農村医学会学術集会 事務局
TEL:0463-94-2111
http://www.iseharahp.com/39th-kanto/

ー

14（土）～16（月・祝） フォーサム 2012 横浜
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
TEL:03-5434-8759
http://fs2012.jtbcom.co.jp/

3,000円
～27,000円

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

16（月・祝） 第13回 2012神奈川全私学（中・高）展
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

20（金）～8/27（月）
ヨコハマ恐竜展2012 
～福井県恐竜博物館コレクション～

ヨコハマ恐竜展2012事務局（横浜アーチスト内）
TEL:045-664-6610
http://www.yokohama2012kyouryu.com/

P11参照

21（土）～22（日） サマーコンファレンス 2012
 
 

公益社団法人日本青年会議所  
サマーコンファレンス運営委員会
TEL:03-3234-5601
http://www12.jaycee.or.jp/2012/summer/

無料
屋外

24（火）～25（水）
第4回 持続可能なアジア太平洋に
関する国際フォーラム(ISAP2012)

財団法人 地球環境戦略研究機関
TEL:046-855-3720
http://www.iges.or.jp/

ー

25（水）
全国公文進度上位者のつどい2012 
in YOKOHAMA

日本公文教育研究会 横浜事務局
TEL:045-450-2170 無料

25（水） 第7回 光通信工事技能競技会
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/

無料

27（金）～28（土） ヨコハマ・ヒューマン ＆ テクノランド 2012
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/

無料

29（日）～30（月） アジア太平洋プリオンシンポジウム（APPS 2012）
 APPS 2012事務局

TEL:029-838-7840 / 7738
一般10,000円
学生5,000円

月
7
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海風を感じる公園で、お気に入りアイテムを探そう！

臨港パーク・フリーマーケット

パシフィコ横浜の海側に広がる臨港パークでは、毎月フリーマーケットを開
催しています！ 横浜ベイブリッジを一望できる絶好のロケーションで、爽やか
な海風を感じながらフリーマーケットを楽しんでみませんか。アクセサリーなど
の手づくり作品が並ぶ店やユニークな雑貨を集めた店など、バラエティに
富んだ店が数多く並びます。お腹が空いたら会場のキッチンカーで美味し
いものを買って、海を眺めながらひと休み。開放感いっぱいの臨港パーク
へ、ピクニック気分でぜひお出かけください。

▶4/30（月・祝）、5/26（土）に開催！
※開催日は随時、パシフィコ横浜ホームページのイベントカレンダーにてお知らせしています。

この夏、横浜に恐竜がやってくる！

ヨコハマ恐竜展2012
～福井県恐竜博物館コレクション～

前売り券
好評発売中！

発掘体験も
できる！

恐竜オリジナルグッズもあるよ！

福井県で発掘された、迫力満点
のフクイサウルスやフクイラプ
トルの全身骨格は必見！
そのほか、世界に誇る日本一の
恐竜ロボット技術を利用した、
リアルな動きで迫るティラノサ
ウルスやトリケラトプスなども
大集合。大人も子どもも楽しめ
る、この夏注目のイベントです！

主催 ： ヨコハマ恐竜展2012実行委員会（神奈川新聞社／パシフィコ横浜／横浜アーチスト）
特別監修 ： 福井県恐竜博物館
後援 ：  神奈川県 横浜市 神奈川県教育委員会 横浜市教育委員会 

 社団法人神奈川県観光協会 公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー  
 一般社団法人横浜みなとみらい21 NHK横浜放送局 tvk（テレビ神奈川） ほか

特別協力 ： 恐竜王国ふくい全国展開実行委員会
協力 ： （株）ココロ
お問い合わせ先 ： ヨコハマ恐竜展2012事務局（横浜アーチスト内）
TEL ： 045-664-6610　URL ： http://www.yokohama2012kyouryu.com/

会期 ： 7月20日（金）～8月27日（月）
時間 ： 10：00～18：00（入場は17：30まで）
会場 ： パシフィコ横浜　展示ホールA
入場料 

ローソンチケット（Lコード32220）、チケットぴあ（Pコード987-635）
e+（イープラス）、 tvkチケットカウンター にて 前売り券好評発売中!!

おとな こども（中学生以下）
当日 前売り 当日 前売り

平日 1,600円 1,400円 800円 700円

土日 1,800円 1,600円 900円 800円

※税込み、3歳以下無料

海風が心地よい、絶好のロケーション出店参加するのも楽しい！

大迫力！
動く恐

竜コー
ナー

※写真はイメージです



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

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 ア
ク
セ
ス

パシフィコ横浜施設内テナント情報

今号の表紙『PACIFICO』Vol.56

車でお越しのお客様電車でお越しのお客様

飛行機をご利用のお客様
（羽田空港より直通バスあり）

▶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

▶首都高速横羽線
　みなとみらいランプより約3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

タボンと愛犬コロネは初夏の陽気と爽やかな風を感
じながら、横浜港でクルージングを楽しんでいます。
船の後ろにできる白い波しぶきの向こうには、青い空
と海に映えるみなとみらいが見えます。パシフィコ横
浜の足もとにある日本初の海に浮かぶ海上旅客ター
ミナル『ぷかりさん橋』は、みなとみらいの海の玄関口
として利用され、水上バスやクルーズ船、ヨットやボー
トなどが発着しています。天気のよい日には海の上か
ら眺めを楽しむのもおすすめです。

みなとみらいの海の玄関口
『ぷかりさん橋』から横浜港へ……

2012年4月1日発行（季刊・年4回） 表紙・P2 イラスト ： ジュジュ タケシ（lualuz）


