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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/

恐竜の生きた時代が
ヨコハマにやってくる

2012夏～秋 ピックアップイベント
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）
第5回 日本高校ダンス部選手権 全国大会 ほかPick up

イベントカレンダー 2012年7月～10月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

ヨコハマ恐竜展2012 
～福井県恐竜博物館コレクション～

太古のロマン「恐竜」が大集合！特集

ヨコハマ恐竜展2012
割引クーポン付！
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福井県外で行われるコレクション展としては、
過去最大級の規模となる集大成のイベントです。

全日本恐竜検定2012 in 横浜

福井県では、1989年から恐竜化石が数多く眠っている地層を断続的に
発掘し、恐竜化石の採取と研究に努め、大きな成果を収めてきました。こ
れまで発掘した恐竜化石の保有数は群を抜いて国内最多を誇り、恐竜
を福井県のトップブランドとして国内外に広くPRしています。
その集大成ともいえる今回の恐竜展は、当館の県外でのコレクション展と
しては過去最大級の規模です。福井県で発掘された恐竜のフクイサウル
スやフクイラプトルをはじめ、誕生から絶滅までの1億6千万年間に現れた恐竜を、30体の全
身骨格を含めた当館所蔵の標本で紹介します。特に大型肉食恐竜、角や鎧で身を固めた
恐竜など、さまざまな進化を遂げたその姿に注目していただきたいと思います。また多種にわ
たる恐竜のうち、小型肉食恐竜の或る種類は、地球環境の変化と深く関わりながら絶滅の
危機を乗り越え、姿を変えて今も鳥として生き続けていることも恐竜の進化のおもしろさのひ
とつだと思います。
港のまち横浜に突如出現したわくわくドキドキの恐竜ワールドで、太古のロマンを存分に味
わってください。子ども達をはじめ、ご来場いただいたみなさまにとって、ひと夏の良き思い出と
なることを願うとともに、これを契機に本場福井県へもお越しいただければ幸いに存じます。

記念すべき第1回の恐竜検定試験に参加してみ
ませんか。受験者の方には、もれなく「ヨコハマ
恐竜展2012」の入場チケットをプレゼント！ 

“恐竜が大好き”という初心者の方、“我こそは”
という恐竜フリークの方、挑戦お待ちしています！

開催日：8月18日(土)
※概要はP9参照

2012.7.20〜8.27 ／ Exhibition Hall A

恐竜の生きた時代が ヨコハマにやってくる

福井県恐竜博物館
館長
竹内 利寿

恐 竜 博 物 館 館 長 からみなさまへ  

福井県恐竜博物館コレクション

子どもから大人まで、永遠のアイドルともいえる恐竜は、今から 
2億2千万年前の三畳紀とよばれる時代に地球に登場したとい
われています。そんな恐竜が生きた時代を感じられる恐竜展が、
この夏パシフィコ横浜で開催されます！
世界三大恐竜博物館のひとつである『福井県恐竜博物館』から
集まる珠玉のコレクションは、初公開を含め、県外では最大級の
規模！ さぁ、子どもも大人も、わくわくドキドキのイベントへ。この夏
はパシフィコ横浜で、太古のロマンに想いを馳せてみませんか。

間近で感じる全長10mの迫力！ 本邦初公開のコレクションも！

福井県勝山市で発掘され、国内で最初に全身骨格が復元された
新種の恐竜・フクイサウルスやフクイラプトルのほか、見上げる
ほど巨大な多数の恐竜標本が展示公開されます。全長10mに
も及ぶ大迫力の恐竜骨格標本ほか、厳選されたコレクションが
横浜に勢ぞろいします。

誕生から絶滅まで、恐竜の歴史を知ろう！

同博物館監修のもと、日本に生息していた恐竜の誕生から絶滅
にいたるまで、その歴史が体系的に再現されます。身体のつく
りや特徴などの起源から導き出された生活の様子や進化の過
程、国内の分布状況などもあわせて公開。恐竜に関する知識を
楽しく学ぶことができます。

見
ど
こ
ろ

注目のフクイラプトルほか人気の恐竜が大集合！
太古のロマンが横浜の夏を熱くする39日間！
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ヨコハマ恐竜展2012 
～福井県恐竜博物館コレクション～

開催： 2012年7月20日（金）～8月27日（月）展示ホールA
 10:00～18:00（会期中無休）

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

参加対象展示ホール

特別協力 ： 恐竜王国ふくい全国展開実行委員会　横浜高速鉄道（株）
協　　力 ： （株）ココロ
問い合わせ ： ヨコハマ恐竜展2012事務局（横浜アーチスト内）
T E L ： 045-664-6610　
U R L ： http://www.yokohama2012kyouryu.com/

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

入場料 

パシフィコ横浜展示ホール2F「ビジネス&サービスセンター」
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　※前売券販売は7月19日（木）まで

『PACIFICO』Vol.57

当クーポンの切り取り持参で
「ヨコハマ恐竜展2012」
当日券100円割引

（最大5名まで）
※コピー不可
※当日券のみ有効。前売り券、招待券

には適用されません
※他の割引券との併用はできません
※クーポンは切り取って持参ください

自然豊かな福井の名産品がずらり！
化石の発掘体験や、そば打ちの実演販売コーナーも！
かつやまフェア2012 （7月20日〜7月29日）
勝山産米の試食販売や福井名物の菓子販売、「勝山おろしそば」のそば打ち
の実演販売コーナーや、「福井県産コシヒカリのおにぎり」「勝山駅限定販売の
恐竜弁当」など、福井県でしか味わえない名産品が集まります。また「化石の
発掘体験教室」、オリジナルの手織りコースターをつくる「織物体験教室」など
の楽しい企画も用意しています。
福井県観光物産展 （7月30日〜8月27日）
地元のお菓子や漆器などの名産品が並びます。また越前市の絶品グルメ「ボル
ガライス」や「越前おろしそば」の販売、「恐竜ストラップづくり」も予定しています。

かつやまフェア2012 ＆ 福井県観光物産展

会期中、展示ホールの各レストランや
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの

レストランに、限定「恐竜メニュー」が登場します。
お楽しみに！

大迫力の
恐竜ロボットと

遊ぼう
最新テクノロジーを搭載した、本物そっくりのティ
ラノサウルスやトリケラトプスなど、大迫力の恐竜
ロボットが登場！ 人間の動きに反応して鼻息や鳴
き声で威嚇するティラノサウルスや、センサース
ティックを近づけることで笑顔のようなユーモラ
スな表情を見せるヴェロキラプトルなど、日本が
世界に誇るロボット技術を駆使した恐竜は圧巻で
す。本当に生きているようなリアルな動きを目の
当たりにすると、まるで2億2千万年前にタイムス
リップしたよう！ 恐竜たちの迫力を、ぜひ会場で
体験してください。

動く恐竜コーナー！
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楽しみながら車の仕組みを体験！
わくわくがいっぱいの科学イベント

広がりを見せる高齢化社会をうけ
褥
じょく

瘡
そう

ケアなどの創傷治療を考える

Kids Engineer 2012

4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies

キッズエンジニア2012

第4回 世界創傷治癒学会連合会議

医師や看護師、栄養士など、臨床従事者に基礎研究者が加わ
り、さまざまな病態を示す創傷に対して、最適な治療法を討議す
る国際会議です。世界では紛争や戦争における創傷治療やケ
アが不可欠となり、日本では近づく本格的な高齢化社会に向け
て床ずれなどの褥

じょく

瘡
そう

ケアや糖尿病、末梢血管閉塞による下肢
の潰瘍や壊死に対する創傷治療などの問題が急増しています。
同会議ではこれから先、さらに必要性を増す医療や看護・ケアの
重要性の確認と情報交換を行い、創傷治療の発展を目指した

「より良い生活を送るためのより良いケア」を考えていきます。

小学生の子どもたちがエンジニア気分を味わえるプログラムが満載。
楽しみながら車に関するさまざまな科学に触れることができます

「Better Care, Better Life（ベターケア，ベターライフ）」をテーマに、創傷治療に
対する看護とケアを中心とした最新情報の交換や治療法を紹介します

子どもたちに自動車を中心としたさまざまな分野の科学技術や、
ものづくりに興味を持ってもらう体験型の学習イベントです。会場
には、夏休みの自由研究のヒントにもなる“わくわく”がいっぱい！ 
エンジニアが車の仕組みをわかりやすく解説するプログラムや、
自分たちで部品を選び、本物の工具でペダル式のカートをつくっ
てレーシングドライバーやメカニックの雰囲気を味わえるプログラ
ムなど、19の教室プログラムを開催。また、車に関するさまざまな
分野の展示プログラムもあり、未来の技術者の卵たちを応援し
ます。

キッズエンジニア2012

開催： 2012年8月3日（金）～8月4日（土）
 9:30～17:00
料金：  無料

 キッズエンジニア2012運営事務局
 045-441-0455　　  http://www.jsae.or.jp/kidseng/

参加対象展示ホール

第4回 世界創傷治癒学会連合会議

開催： 2012年9月2日（日）～9月6日（木）
料金：  有料

 株式会社コングレ
 03-5216-5318　  http://wuwhs2012.com/jp/

展示ホール 参加対象



Pickup Events
待望のNEW ALBUMを伴って
松田聖子、全国ツアー in 横浜

SEIKO MATSUDA CONCERT TOUR 2012 VeryVery

 KMミュージック
 045-201-9999　

7/5（木）

この夏、6/6に待望のニューアルバム『Very 
Very』が発売された松田聖子。映画 『わが母
の記』 のイメージソングとしても記憶に新しい

「涙のしずく」をはじめ、数々のナンバーが収録さ
れています。このアルバムのリリースに伴い、全
国ツアー『SEIKO MATSUDA CONCERT 
TOUR 2012 Very Very』が開催されます。
国内外に留まることなく挑戦してゆく彼女ならで
はの魅力を、ぜひ堪能してください。

乳がんの正しい知識を伝える
医師や体験者による公開講座

8/4（土）

公開第11回 かながわ乳がん市民フォーラム

 市民フォーラム事務局
 0120-336-067　  http://www.kbcts.gr.jp

一般の方を対象とした乳がんに関する市民フォーラムです。今回の
テーマは「それって誤解？─もっと正しく乳がんを知る第一歩」。日本
医科大学武蔵小杉病院の
勝俣範之教授による最新
治療のお話や、患者さんの
体験談、同教授らによるパ
ネルディスカッションを通し
て、乳がんへの誤解を解き、
正しい理解を呼び掛けます。

持続可能な社会、レ
対 応 力 の あ る

ジリエントな未来へ
〜 リオ＋２０からの新たな視点 〜

7/24（火）~7/25（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）

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

2012年は、持続可能な社会の実現における転換点ともいうべき年
になるといわれています。6月にはブラジルで「国連持続可能な開発
会議（リオ＋20）」が開催されました。一方、日本では、東日本大震災
後の社会のありかたについての議論が
正念場を迎えています。このような中で、
本フォーラムでは世界各国より第一線の
専門家が一堂に会し、気候変動やグリー
ン経済などのさまざまな関連課題につい
て公開で議論を行います。

マタニティ、キッズ用品、レジャーほか
家族生活を応援する情報満載の3日間！

8/3（金）~8/5（日）

ファミリーライフフェア2012

 ファミリーライフフェア事務局（ケルンメッセ株式会社内）
 03-5793-7770　  http://www.familylife-fair.jp

ライフスタイルを豊かにする、さまざまなシーンを提案するイベントで
す。「ベビーキッズ用品」「教育・習い事」「レジャー・旅行・スポーツ」

「乗り物、住まい、保険」など、生活に密着した多彩なジャンルの最
新製品やサービスを見て・ふ
れて・体験することができま
す。子供に人気のキャラク
ターショーも開催され、夏休み
の家族でのお出かけにぴった
りです。

5PACIFICO 57号2012年7月1日発行



6 PACIFICO 57号 2012年7月1日発行

半導体や電子機器、LEDや電池など、あらゆる用途で活躍する電
子材料と、それらにかかわる最新技術を知ることのできる国際会議
です。材料研究の最先端で活躍する著名な科学者が世界中から

集まり、その研究結果を披露。現
在、地球レベルで課題となってい
る環境・エネルギー問題を解決する
ための意見や情報を交換します。

Pickup Events
ナンバーワンの称号をかけて踊る
高校ダンス部選手権の全国大会

8/20（月）

第5回 日本高校ダンス部選手権 全国大会

 一般社団法人ストリートダンス協会
 06-6110-2222　  http://dancestadium.com/

全国の高校ダンス部ナンバーワンを決める、日本で唯一の選手権
大会です。ダンステクニックだけでなく衣装や振付、音楽など、すべ
てが審査項目であり、個性
あるハイレベルなステージ
が繰り広げられます。「情
熱・努力・友情・チームワー
ク」のもと、各地区の予選
を勝ち抜いた50チームが
全国の頂点を目指します。

先端電子材料の研究開発成果が集結
地球環境のエネルギー問題を考える

9/23（日）~9/28（金）

IUMRS-ICEM2012／第22回 日本MRS学術シンポジウム

 Secretariat of IUMRS-ICEM2012
 03-3503-4681　  http://iumrs-icem2012.org/

コンピュータエンターテインメントの
未来が見える開発者向け一大イベント

8/20（月）~8/22（水）

CEDEC 2012（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2012）

 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会　
 03-3591-9151　  http://cedec.cesa.or.jp

ゲーム大国、日本。その中枢を担うコンピュータエンターテインメント
産業のさらなる発展を目指して年に一度、業界の開発者たちを対象
に最新技術が集結し、披露されるイベントです。同イベントでは200
以上のセッションが開かれ、開発者たちによる情報交換が行われま
す。ここでのセッションがもとで、新しいコンテンツが生まれることも。
横浜で、コンピュータエンターテインメントの現在と未来を見ることが
できます。

もっとキレイに！ もっと健康に！
健康と美のトレンドが集う注目の祭典

9/15（土）~9/16（日）

ハックドラッグ 健康と美の祭典 2012 in かながわ

 tvk（テレビ神奈川）事業部
 045-651-1873　

毎日の生活に役立つ、健康と美容に関する幅広い情報を発信しま
す。専門スタッフによる健康や美容の体験・相談コーナーの設置、
注目の新商品を体験したり、サ
ンプル品の配布も。特設ステー
ジでは健康に関するトークショー
や、子どもたちに人気のキャラク
ターショーなども！ ご家族で楽し
める盛りだくさんの2日間です。



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
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）
SEIKO MATSUDA CONCERT 
TOUR 2012 VeryVery

Pickup!
P.5

KMミュージック
TEL:045-201-9999

SS席22,000円
S席8,900円

（未就学児入場
不可）

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

7（土）～8（日）
TYPE-MOON Fes.
-10th ANNIVERSARY EVENT-

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

7,980円
（未就学児入場

不可）

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

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
http://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/festa/

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）～15（日） w-inds.Live Tour 2012 KMミュージック
TEL:045-201-9999

全席指定
6,800円

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

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
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）
財団法人 日本医療保険事務協会 
第36回 診療報酬請求事務能力認定試験

財団法人 日本医療保険事務協会
TEL:03-3252-3811
http://www.shaho.co.jp/iryojimu/

7,500円

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

18（水）
平成24年度 高校生就職フェア Part1

（横浜・横須賀地区高卒者合同企業説明会）
横浜公共職業安定所
TEL:045-211-7759 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～

Pickup!
P.2

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/

P2～P3参照

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:045-222-4001
http://www.summerconference.jp/

無料
屋外

22（日） 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

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）

Pickup!
P.5

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

無料

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
一般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

26（木）～28（土）
社団法人キリスト教保育連盟 
第83回夏期講習会

社団法人キリスト教保育連盟
TEL:03-3204-3286 有料

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） 全国国公立・有名私大相談会2012 in 横浜
大学通信 相談会運営事務局
TEL:03-3515-3541
http://www.52school.com/entry/

無料

29（日）
Fm yokohama 84.7 「CFネッツグループpresents 
ここが知りたい不動産」スペシャル in パシフィコ横浜

株式会社シー・エフ・ネッツ
TEL:045-832-7440
http://www.cfnets.co.jp/seminar/
kongo/20120729FMYokohama.html

無料

月
7



■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。

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
http://www.apspr.jp/apps2012/

一般10,000円
学生5,000円

29（日）～31（火） 全国労働組合総連合 第26回定期大会
全国労働組合総連合
TEL:03-5842-5611
http://www.zenroren.gr.jp/jp/

ー

2（木）～3（金）
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

社団法人神奈川県私立幼稚園連合会
TEL:045-440-3210
http://www.shinshiyou.com/

10,000円

3（金）～4（土） キッズエンジニア2012 Pickup!
P.4

キッズエンジニア2012運営事務局
TEL:045-441-0455
http://www.jsae.or.jp/kidseng/

無料

3（金）～5（日） ファミリーライフフェア2012 Pickup!
P.5

 ファミリーライフフェア事務局
（ケルンメッセ株式会社内）
TEL:03-5793-7770
http://www.familylife-fair.jp

無料
（登録制）

3（金）～5（日） 第6回 相模原臨床アレルギーセミナー
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/

40,000円

4（土）
公開第11回 かながわ乳がん
市民フォーラム

Pickup!
P.5

市民フォーラム事務局
TEL:0120-336-067
http://www.kbcts.gr.jp

無料

7（火） ジャストカット 2012
株式会社きくや美粧堂
TEL:03-3496-6755
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp

2,100円

11（土）～12（日）
日本病院薬剤師会関東ブロック 
第42回学術大会

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

7,500円
～9,000円

17（金）～18（土） 第5回 みなとみらい大盆踊り
みなとみらい大盆踊り実行委員会 事務局
パシフィコ横浜 総合案内
TEL:045-221-2155
http://www.pacifico.co.jp/

無料 屋外

18（土） 全日本恐竜検定2012 in 横浜 福井新聞社事業局
TEL:0776-57-5180

5,000円
（小・中学生

4,000円）

18（土）～19（日） ちゃおサマーフェスティバル2012 ちゃおサマーフェスティバル事務局
TEL:03-3289-2640 無料

19（日）
うたの☆プリンスさまっ♪
マジ LOVE LIVE 1000％ 2nd STAGE

ムービックプロモートサービス
TEL:03-3530-1461
http://utapri.tv/special/majilovelive1000-2nd/

全席指定
6,800円

20（月）
第5回 日本高校ダンス部選手権 
全国大会

Pickup!
P.6

一般社団法人ストリートダンス協会
TEL:06-6110-2222
http://dancestadium.com/

1,000円
～2,900円

月
7

月
8
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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（月）～22（水）

CEDEC 2012（コンピュータエンターテイン
メントデベロッパーズカンファレンス2012）

Pickup!
P.6

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.jp

有料

24（金） Seventeen 夏の学園祭2012 株式会社集英社
http://www.s-woman.net/st/ ー

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

26（日） JAPAN DANCE DELIGHT VOL.19 FINAL
株式会社アドヒップ
TEL:06-6543-8282
http://www.dancedelight.net/2009/
TEL:045-201-9999（KMミュージック）

全席指定
5,500円

26（日） 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

28（火） アジア・スチール・フォーラム2012 株式会社鉄鋼新聞社
TEL:03-5259-5203 ー

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

5,000円
～12,000円

2（日）～6（木） 第4回 世界創傷治癒学会連合会議 Pickup!
P.4

 株式会社コングレ
TEL:03-5216-5318
http://wuwhs2012.com/jp/

有料

5（水）～6（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

7（金） 第19回 改善実践リーダー集会
株式会社ペック
TEL:058-397-2531
http://www.pec.bz/tranner/

有料

7（金）～8（土） 第30回 国際血液浄化学会総会
株式会社メディカル東友 コンベンション事業部
TEL:046-220-1705
http://www.mtoyou.jp/isbp2012/

詳細は
HP参照

8（土）
日本超音波医学会 超音波診断講習会

（乳腺・甲状腺）
社団法人日本超音波医学会
TEL:03-6380-3711
http://www.jsum.or.jp/

10,000円
～15,000円

8（土）～9（日） 第18回 日本HDF研究会学術集会
 日本コンベンションサービス株式会社 関西支社

TEL:06-6221-5933
http://hdf2012.jp/

有料

9（日） 第30回 神整商･神整振フェスティバル 神奈川県自動車整備商工組合
TEL:045-933-7901 無料

月
8

月
9



明るくナチュラルな雰囲気の店内は、ご休憩や打ち合わせに最適です。
有機栽培コーヒーのほか、バラエティー豊かなお食事もお楽しみいただけます。

◦場所 ： 展示ホール2F
◦営業時間 ： 9：00～17：30 
　（イベントの状況により変更あり）
◦定休日 ： 不定休
◦みなとみらい共通飲食券取扱店

パシフィコ横浜展示ホールに『ハーベジカフェ』がオープン！

◦ベーグルサンドセット
◦ フランス・ブリドールの 

バターたっぷりクロワッサン
◦ チーズたっぷり 

本日のカフェ・ドリアプレート　など
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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。

13（木）～16（日）
第12回 秋のマルイビッグバザール 
in パシフィコ横浜

エポスカスタマーセンター
TEL:03-3383-0101 無料

14（金）～15（土） 第38回 日本整形外科スポーツ医学会学術集会
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/

8,000円
～14,000円

15（土）～16（日）
ハックドラッグ 健康と美の祭典 2012 
in かながわ

Pickup!
P.6

tvk（テレビ神奈川）事業部
TEL:045-651-1873 無料

17（月・祝）
IT'S SHOWTIME in Yokohama

（キックボクシング）
株式会社STJ
Tel:03-3397-0752
http://itsshowtime.jp/

ー

21（金）～22（土） 第54回 全日本病院学会 in 神奈川県
9/22

株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL:03-3219-3541

10,000円
～35,000円

21（金）～23（日） ヨガフェスタ横浜2012
 
 

ヨガフェスタ事務局　
TEL:03-5771-2328
http://www.yogafest.jp

1レッスン
3,000円～

1Fショーケース
会場は無料 屋外

22（土） 大学進学フェスタ2012 in Yokohama CG高等館東進衛星予備校/神奈川新聞社
TEL:045-840-1714 無料

22（土）～23（日） 2012秋 ミキハウスランド イン 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

23（日）～28（金）
IUMRS-ICEM2012／
第22回 日本MRS学術シンポジウム

Pickup!
P.6

Secretariat of IUMRS-ICEM2012
TEL:03-3503-4681
http://iumrs-icem2012.org/

60,000円

25（火）～27（木）
InterOpto 2012／BioOpto Japan 2012／
LaserTech 2012／LEDジャパン 2012

株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL:03-3219-3643
http://www.optojapan.jp/interopto/  http://www.optojapan.jp/bio/
http://www.optojapan.jp/lasertech/  http://www.led-japan.com/

2,000円
（事前登録者

無料）

29（土） 一般社団法人保険代理店協議会横浜セミナー
 
 

一般社団法人保険代理店協議会
TEL:03-5464-2438 ー

30（日） 2012 私立高校入試相談会
株式会社臨海セミナー
TEL:045-451-5148
http://www.rinkaiseminar.co.jp/

無料

4（木）～6（土）
ITERO International Training for Elders and 
Responsible Ones

JGW日本福音書房
TEL:03-3373-7202
http://www.jgw.or.jp/itero2012info.html

有料

6（土）～8（月・祝） 東京住まい博2012 in パシフィコ横浜
住友林業株式会社
TEL:0120-21-7555
http://sfc.jp/ie/cam/expo/

無料

月
9

月
10
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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
8（月・祝）

私学・私塾フェア2012 神奈川・東京私立中高
進学相談会

社団法人かながわ民間教育協会東京連絡事務所
TEL:03-5403-7751
http:/www.kmkk.jp

ー

10（水）～12（金） BioJapan 2012
BioJapan事務局
TEL:03-3219-3565
http://www.ics-expo.jp/biojapan/

5,000円
（事前登録者

無料）

11（木）～13（土）
日本臨床検査自動化学会 第44回大会及び
展示会（Japanese Clinical Lab EXPO 2012）

日本臨床検査自動化振興会
TEL:03-5689-5910
http://homepage3.nifty.com/jacla/

無料

14（日） たまひよ ファミリーパーク2012
株式会社ベネッセコーポレーション
たまひよホットライン
TEL:0120-68-0145

無料

14（日）～18（木） 2012年粉末冶金国際会議
 
 

Secretariat of PM2012
TEL:03-3219-3541
http://www.pm2012.jp/

160,000円
～192,000円
（一般）

19（金）～21（日）
第57回 社団法人日本口腔外科学会総会・
学術大会

 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
http://www2.convention.co.jp/jsoms2012/

3,000円
～17,000円

20（土） フォーデイズ株式会社 第12回全国大会
フォーデイズ株式会社
TEL:03-5643-0651
http://fordays.jp/

有料

22（月） 2012 日本IE協会年次大会
 日本インダストリアル・エンジニアリング協会

（日本IE協会）
TEL:03-3400-8715
http://www.j-ie.com/

24,000円

25（木）～27（土） 第50回 日本癌治療学会学術集会
 株式会社コングレ

TEL:06-6229-2555
http://www.congre.co.jp/jsco2012/

有料

28（日） 文化放送 A＆G ALL STAR 2012 ちけっとぽーと
TEL:03-5561-9001 ー

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

2,000円
（事前登録者

無料）

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

2,000円
（事前登録者

無料）

31（水）～11/2（金）
モバイルテクノロジー2012

（モバイル機器開発・製造技術展）
 モバイルテクノロジー 2012事務局

TEL:03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/mobtec/

2,000円
（事前登録者

無料）

月
10

これであなたも恐竜博士!? どこにいるかな？ 会場で探してみよう!!
ヴェロキラプトル・モンゴリエンシス
Velociraptor mongoliensis 
分類：竜盤目　獣脚亜目　
　　 ドロマエオサウルス科　
時代：白亜紀後期　産地：モンゴル

映画「ジュラシックパーク」にも出て
きた有名な恐竜です。後ろ足に大き
なカギヅメを持つ小型の肉食恐竜
で、その前足には羽毛が生えていた
痕跡が見つかっています。また、ゴビ
砂漠からは、ヴェロキラプトルとプロトケラトプスが
争ったまま、砂に埋もれて化石になったもの（闘争化
石）も見つかっており、プロトケラトプスも襲っていた
ことがわかっています。

ティラノサウルス・レックス
Tyrannosaurus rex
分類：竜盤目　獣脚亜目 
　 　ティラノサウルス科
時代：白亜紀後期　産地：アメリカ合衆国

最大とされる肉食恐竜で、最も研究
が進んでいる恐竜の一つです。長い
後ろ足にくらべて、前足はとても短く
２本の指しかありません。また、メスは
オスよりも体が大きく、がっしりとしていたと考えられ
ています。20 歳くらいまで成長を続けると考えられ
ており、成長期には一日に2㎏も成長したようです。
近年、ティラノサウルスの化石からは、血管やコラー
ゲンと考えられる軟組織も発見されています。

アビミムス・ポルテントスス
Avimimus portentosus
分類：竜盤目　獣脚亜目　 
　　 オビラプトロサウルス類
時代：白亜紀後期　産地：モンゴル

1981年にロシアの古生物学者によっ
て名前がつけられました。顎には歯があり
ませんが、上顎の前方に歯のような小さな突起
をもつことや、大きな眼窩（目が入る穴）や脳を
持つという特徴があります。腕はやや短く、飛
ぶことはできなかったようですが、恐らく羽は生
えていただろうと考えられています。後ろ足は
腕の約３倍の長さがあり、すばやく走ることに適
した足の構造もあります。

ミニ恐竜図鑑
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心地よい夏のひととき、みなとみらいで納涼の夕べを過ごしませんか

恐
竜
に
ち
な
ん
だ

楽
し
い
縁
日
。

「
恐
竜
す
く
い
」も
！

横浜港に臨む絶好のロケーションで行われる、夏の風物詩「みなとみらい大盆踊り」が今年も開催されます。
今年はこの時期展示ホールにて開催中のビッグイベント『ヨコハマ恐竜展2012』から、イベントキャラクターの

『恐竜のラプトル君』がやってきます！ 会場には本格的なやぐらが組まれ、売店やビアガーデンのほか、恐竜に
ちなんだ楽しい縁日も。ライトアップされた横浜ベイブリッジを一望でき、心地よい海風を感じられる盆踊り
は、みなとみらいならでは。ぜひ足を運んで、夏のひとときを楽しんでください。

PACIFICO News
第5回 みなとみらい大盆踊り

2012年8月 17日（金） 17：30〜20：30 
18日（土） 16：00〜20：30

場所：臨港パーク南口広場
主催：みなとみらい大盆踊り実行委員会

ラプトル君
と

踊ろう！
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ビジネス＆サービスセンター　リニューアル！
コピーやパネル出力、名刺作成などに便利な「ビジネス＆サービスセンター」が展示ホール2F コン
コースにリニューアルオープンしました。豊富な経験とプロフェッショナルなサービスで、展示会や会
議などを迅速・快適にサポートします。

◦オンデマンド印刷サービス
◦コピー・製本
◦大判出力
◦パネル加工
◦スピード名刺
◦セルフPC
◦ＦＡＸ送受信（国内／海外）
◦パソコン利用・インターネット
◦ＯＡ機器・パソコンレンタル
◦翻訳
◦外貨両替（ＵＳドル・ユーロ）
◦みなとみらい21共通飲食券販売

9：00～18：00　不定休
TEL ： 045-222-1034　
FAX ： 045-222-1082

サービス内容 

PACIFICO News
「みなとみらい21共通飲食券」をご存知ですか？

OAサプライや横浜土産「ヨコハマ・グッズ横濱001」の販売もしています

飲食店が充実する人気のエリアにある132の加盟店で使えて便利！

◦価　　格：1シート 1,000円（250円券×4枚つづり）
　　　　　 ※販売はシート単位
◦有効期限：6ヵ月
◦加 盟 店：132店舗（2012年7月1日現在）

みなとみらい21地区、および隣接するポー
トサイド地区（横浜駅東口）にある、132の
加盟店で利用できる「みなとみらい21共
通飲食券」をご存知ですか？ パシフィコ
横浜でイベントを行う出展者の方や、会
議などで昼食の準備が必要な主催者の
方など、多くのみなさまにご利用いただい
ています。
たとえば、参加者やスタッフ用のお弁当代
わりに配布すれば、お好みのレストランを
選んでいただけます。また、急なお弁当
の追加があっても、飲食券を配布すること
で、お食事のご用意が可能です。

みなとみらいは、バラエティ豊かな飲食店
が充実しているエリア。コーヒーショップか
ら高級レストラン、著名なシェフの有名店ま
で、さまざまな加盟店でご利用いただける
「みなとみらい21共通飲食券」は、
パシフィコ横浜　展示ホール2F

「ビジネス＆サービスセンター」にて
ご購入いただけます。

イベントの参加者や来場者へのサービスだけでなく、観光ツアーや修学旅行、企業の福利厚生にもご利用
いただけます
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テレビドラマや雑誌、
広告の撮影にも人気
のスポット。美しい景
観が素晴らしい。

屋外イベント会場。広々とした空間に、空が大きく感じられます。青空の下で気持ちがいい！

遠足にやってきた子どもたちも大はしゃぎ。これから何して遊ぼうかな。

木陰のベンチでひとや

すみ。木々の緑に癒さ

れます。

アーチ橋からは美しい夜景が。
夏の花火や、初日の出のビュー
スポットとしても人気です。

パシフィコ横浜の海側に、こんな素敵な場所が……！
みなとみらい地区最大の公園「臨港パーク」は、海と緑に囲まれた憩いの場。
横浜港を望む抜群のロケーションに、緩やかな起伏のある芝生広場が広がっています。
爽やかな海風を感じられる広場からは、正面に横浜ベイブリッジを眺めることができます。

朝のジョギングを楽しむ人
や、お昼の休憩にお弁当
を広げる人、夕暮れのお
散歩に行き来する人な
ど、たくさんの人々が思
い思いの時間を過ごして
います。

園内にはオブ
ジェが。カメラ
を持って出かけ
るのも楽しい。

臨港パークを満喫！ 初夏から秋にかけては最適な季節！
広大な敷地に、大きな空、あふれる緑、目の前に広がる海の向こうには横浜ベイブリッジ
が見える絶景ポイント！ はじめて訪れる誰もが驚き、そして気に入ってしまう公園です。
都会のオアシスとして仕事の疲れを癒す人や、のんびりと休日を過ごす人、お子さま連
れでピクニックを楽しむ人など、過ごし方はさまざま。みなとみらいのビル群から程近い
意外ともいえる立地に、こんなにも開放的で気持ちのよい場所があります。ぜひ訪れて、
心地よい季節を楽しんでみてください。

公園の目の前に広が

る海。正面には、横

浜ベイブリッジがき

れいに見えます。

空と海と緑が広がる臨港パーク



みなとみらい
公共駐車場

カップヌードル
ミュージアム

帆船日本丸

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

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

ハーベジカフェ
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-662-9565

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.57

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、桜木町駅からほど近い
日本丸メモリアルパークへやって来ました。空に
向かって真っ直ぐに伸びるマストが美しい帆船
日本丸の向こうには、パシフィコ横浜が見えます。
かつて大海原を地球45.5周分も航海をしてき
た帆船日本丸は、いまは近代的なみなとみらい
のビルに囲まれ、静かに横浜の街の発展を見
守っています。

みなとみらいの青空が似合う
帆船日本丸

2012年7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）


