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［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.pacifi co.co.jp/m/

知識の旅へ
でかけよう

2012秋～冬 ピックアップイベント
たまひよ ファミリーパーク2012
Smart City Week 2012　ほかPick up

イベントカレンダー 10月～2013年1月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

第14回 図書館総合展
これからの図書館が見えてくる！特集
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教科書はタブレット端末1台に！？
いよいよ本格化する学校教育のデジタル化

●小説家、ジャーナリストなど、そうそうたる講師陣
これからの“知のインフラ拠点”としての図書館のあり方に賛同す
る、多くの著名な文化人がフォーラムに登場します。日本文学研究
の第一人者であるドナルド・キーン氏、ジャーナリストの津田大介
氏、国立国会図書館の新館長を務める大滝則忠氏など、そうそう
たる顔ぶれの講師陣が、これからの図書館のあり方を横浜から発
信します。

●防災に役立つ情報を共有する、新しい提案
東日本大震災を受けて、図書館や博物館などが大学と協力して記
録した写真や統計は、今後「情報アーカイブ」として共有され、被
災地の支援や防災・減災に役立てられようとしています。こうした
動きについて、広く社会的な関心を高めるためのシンポジウムを
同時開催します。

●最新刊から古文書まで、おすすめ本コーナー
出版社100社以上が参加する新書の紹介コーナーや、神奈川県
古書籍商業協同組合による古書の販売など、本好きにはたまらな
い企画を用意しています。特に、各出展者が持ち寄る「おすすめ
本」のコーナーは、前回の3倍以上に規模を拡大！ ぜひお気に入り
の1冊を見つけてください。

※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

生徒1人に1台ずつ、タブレット端末の教科
書が配布されるデジタル時代が近づいてい
ます。これまでの授業では、生徒は1冊の教
科書に基づいて教師の講義を受け、理解・
記憶していましたが、今後はテーマに基づ
く情報を生徒が自らその場で探し、ディス
カッションするようなスタイルに発展しそうで
す。一方で紙の本は、より深い知識を探求
したり、じっくりと行間を読んで感受性を高め
る媒体として新たな価値を得るはずです。
（監修：湯浅俊彦／立命館大学 文学部 教授）

紙とデジタルを使い分
ける時代へ

第14回 図書館総合展

開催： 2012年11月20日（火）～11月22日（木）
料金：  無料

 図書館総合展運営委員会
 03-3357-1462　  http://2012.libraryfair.jp/

The 14th Library Fair ＆ Forum

図書館は“知のインフラ拠点”へ
これからの図書館の姿が見えてくる、国内最大のイベント

知識の旅へ でかけよう
第14回 図書館総合展

TTTTTTTT

第

本のデジタル化やインターネットの普及などにより、いま図書館は
大きな転換期を迎えています。選書・蔵書という従来の役割か
ら、デジタル化時代の図書館の使命はどう変わっていくのか。さま
ざまな展示や各方面の著名な識者によるフォーラムを通じて、こ
れからの図書館のあり方について意見が交換されます。

～ これからの図書館は“情報館”へ ～
全国の図書館・博物館・公文書館が、それぞれ個別に管理している本
や情報を1つにまとめ、図書館から横断的に検索・閲覧できるシステムの
整備が進んでいます。これにより、誰もが施設やジャンルを超えて幅広
い知識を探求できるようになり、図書館は“本を借りて読む場所”から、
“知のインフラ拠点”へと変わろうとしています。加えて、これまで閲覧の
機会が限られていた公文書や大学の研究論文、美術館や博物館の所
蔵本など、貴重な情報にふれる機会も増えていきます。
また将来的には、地域社会や専門分野で交わされる情報のターミナルと
して、情報を発信する人と受け取る人が集まる“知のコミュニケーション
の場”としての役割も期待されています。

参加対象アネックスホール展示ホール

今
年
の

見
ど
こ
ろ

200名以上の講師陣
による、90件を超える
多彩なカンファレンスが
予定されています

参加団体150以上、
入場者数25,000人
以上を誇る業界
最大のイベントです

近年では、関連イベントを全国各地で展開。東北では、被災地の図書館の復興に
向けた社会的な関心を喚起しました
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国内外のアンティークや美術工芸品
約30万点が集う最大級の展示即売会

フィットネス界で人気のダンス
『ズンバ』を踊ってエクササイズ！

The 22nd Yokohama Antique World

Zumba Fitness Conference in JAPAN

第22回 横浜骨董ワールド

ズンバ フィットネス カンファレンス イン ジャパン

アメリカのフィットネス業界で人気を博し、2007年から日本でも全
国でトレーニングコースが開催されるようになったエクササイズ・プ
ログラム『ズンバ』のワークショップです。ラテン音楽をはじめ、世界
中のダンス音楽を取り入れて行う『ズンバ』は、ダイナミックで効果
的なエクササイズ。まるでパーティーのように楽しみながら、心肺
機能を高めてカロリー消費に効果を発揮します。今回は、創始者
であるAlberto“Beto”Perezも来日。サルサやサンバ、フラメンコ
などの音楽に合わせた楽しいトレーニングを体験できます。

和骨董から西洋アンティーク、美術工芸品まで、会場にはお宝が満載！
パシフィコ横浜で年2回開催されている、国内最大級の屋内骨董市です

ズンバの創始者“Beto”のほ
か、日本でも人気の“Jani”が来
日！ その他3名のスペシャルプ
レゼンターが登場を予定してい
る、これまでで最大規模のズン
バ関連イベントです

日本の骨董品や古いおもちゃ、西洋のアンティーク・トーイや美術
工芸品など、専門的な販売業者が一堂に会す、国内では最大
規模の骨董品の展示即売会です。会場を埋め尽くすアイテム
の総数は、なんと30万点以上！ コレクターはもちろん、アンティー
クに興味をもつ誰もが楽しめ、思いがけない発見や掘り出し物と
出逢えるイベントです。会場には、無料鑑定コーナーが設置さ
れ、個人所蔵の骨董品をその場で買い取るサービスが行われ
るほか、さまざまな理由で手放すことの難しかった人形の供養な
ども受け付けます。

第22回 横浜骨董ワールド

開催： 2012年11月8日（木）～11月10日（土）
 10:00～17:00（初日のみ12:00～17:00）
料金：  1,000円
 横浜骨董ワールド事務局
 04-2925-1455　  http://www.kottouworld.com/

参加対象展示ホール

ズンバ フィットネス カンファレンス イン ジャパン

開催： 2012年12月2日（日）～12月3日（月）
料金：  35,000円

 AFAA JAPAN
 0120-13-9680　  http://afaa.co.jp/

アネックスホール 参加対象
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これから出産・子育てを迎えるカップル・ファミリーにうれしい、お役立
ち情報やサービスがいっぱいのイベントです。会場では、世界初の
バーチャル妊婦体験や親子で楽しめるコンサートステージなど、たく
さんの体験＆参加型のイベントを
開催。また、多数の協賛企業の
ブースによる“これからの子育てラ
イフに役立つ”グッズ・サービスの
紹介や、サンプル品のプレゼント
などを行います。

構造実棟から最新スマートハウスまで
人と環境にやさしい住まいの博覧会

10/6（土）~10/8（月・祝）

住まい博2012 in 横浜みなとみらい

 住友林業株式会社
 0120-21-7555　  http://sfc.jp/ie/cam/expo/

東日本大震災以降、住まいにはより一層の安全や安心、省エネ性
能などが求められるようになりました。会場には、エネルギーを賢く活
かすスマートハウスや、自分の手
で木の強さを感じられる体験ブー
ス、3Dで体感する住友林業のテ
クノロジーのほか、楽しく遊びなが
ら木や森のことを学べるキッズ
コーナーなど、たくさんのアトラク
ションをご用意しています。

出産・子育てを迎えるカップルや
家族のための体験型イベント

10/14（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
 0120-68-0145　  http://tamahiyo.jp/park/

国内外のバイオ関連企業が集結
成長を続けるバイオ産業の総合展

10/10（水）~10/12（金）

BioJapan2012 - World Business Forum -

 BioJapan事務局／株式会社ICSコンベンションデザイン
 03-3219-3565　  http://www.ics-expo.jp/biojapan/

大手製薬企業に加え、国内外バイオ関連企業が多数出展するバ
イオ産業の総合展です。新オンラインマッチングシステムを活用する
ことにより、潜在ビジネスパート
ナーとの個別ミーティングを実施
することができます。毎年好評の
セミナーでは、最新の研究トレンド
や市場動向を発信。バイオ産業
に関わる、効率的なイノベーショ
ンの創出につながるイベントです。

90年代のJ-ROCKを席巻した
豪華アーティストたちの共演

10/13（土）~10/14（日）

“BEING LEGEND” Live Tour 2012

 ディスクガレージ
 050-5533-0888　  http://beinggiza.com/beinglegend/

人気バンドT-BOLANの再結成を機
に、FIELD OF VIEW、B.B.クィー
ンズなどの90年代をけん引した豪華
アーティストが集結！ スペシャルゲス
トにDEENを迎え、90年代の音楽
シーンを彩った名曲の数 を々演奏し
ます。なつかしのヒットナンバーが
次 と々飛び出す、ファンならずとも楽
しめるステージです。
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美しいハーモニーが人気のBoyz
ⅡMenが、感動のクリスマスス
テージを開催します。今回は、メン
バー自身が待ち望んでいたウィン
ターシーズンの公演。クリスマス
の時期ならではの珠玉のバラード
やクリスマスソングなどで、ロマン
チックな一夜に温かな癒やしの火
を灯します。

黎明から飛躍へ
がん治療の将来像を考える

10/25（木）~10/27（土）

第50回 日本癌治療学会学術集会

 株式会社コングレ内運営事務局
 06-6229-2555　  http://www.congre.co.jp/jsco2012/

発足当時、まだ不治の病と呼ばれていた「がん治療」の発展に大き
く貢献し、正しい知識を啓蒙してきた
学術集会です。50回目となる今回
は、過去の歩みを振り返るとともに、
患者の高齢化やチーム医療の現状
といった近年の課題を多角的に検
証。各分野の第一人者によるディ
ベートなど、節目の学会にふさわしい
特別企画を行います。

クリスマスシーズンをドラマチックに
BoyzⅡMen 待望の冬のコンサート

12/22（土）~12/23（日）

BoyzⅡMen Winter JAPAN TOUR 2012～ボーイズⅡメン クリスマスコンサート～

 KMミュージック
 045-201-9999　  http://www.boyziimen.jp/live/

国際的に注目されるスマートシティ
横浜から発信される、次世代都市の姿

10/29（月）~11/2（金）

Smart City Week 2012

 Smart City Week事務局
 03-6811-8084　  http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/

電力や熱などのエネルギーの有効利用や、地域ごとの交通システ
ムの整備など、より効率的な都市を目指す次世代の社会概念「ス
マートシティ」に関する展示会
と国際会議です。これまでの
製品・技術ありきの考え方か
ら、暮らす住民や企業を主役
にした都市づくりへ。国内外
の知見が集約され、世界に向
けて発信されます。

2次元から3次元へ。進化する
内視鏡外科手術のいまを見つめる

12/6（木）~12/8（土）

第25回 日本内視鏡外科学会総会

 第25回日本内視鏡外科学会総会 準備室
 03-3508-1214　  http://www2.convention.co.jp/25jses/

内視鏡外科手術に携わる人 を々対
象とした、講演やパネルディスカッ
ションなどが行われます。2次元、3
次元とますます進化する“内視鏡外
科手術のいま”を見つめながら、「面
より空間を拓く、五感より視覚・触覚
を磨く」をテーマに、新しい形の手術
についてメッセージを発信。学会のさ
らなる発展を目指します。
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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

Convention Calendar
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

5（金） 第2回 東洋医学健康フォーラム in 横浜
北里大学東洋医学総合研究所 事務室
TEL:03-5791-6168
http://www.kitasato-u.ac.jp/toui-ken/

無料

6（土）～8（月・祝） 住まい博2012 in 横浜みなとみらい Pickup!
P.4

住友林業株式会社
TEL:0120-21-7555
http://sfc.jp/ie/cam/expo/

無料

7（日） 科学アドベンチャーライブ2012
ドラマステージ「時空交錯のトリプレット」

キョードー横浜
TEL:045-671-9911
http://www.kagaku-adv.com/live/

6,800円

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） BioJapan2012 - World Business Forum -
Pickup!

P.4
 

BioJapan事務局／
株式会社ICSコンベンションデザイン
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
大会事務局（横浜市立大学附属市民総合
医療センター 臨床検査部内）
TEL:045-231-7901
http://square.umin.ac.jp/jscla44/

HP参照

11（木）～13（土） 臨床検査機器・試薬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

13（土）～14（日）“BEING LEGEND” Live Tour 2012 Pickup!
P.4

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

8,500円

14（日） スクールIE 個別進学相談会
株式会社拓人
TEL:03-3537-1661
http://www.tact-net.jp/

無料

14（日） たまひよ ファミリーパーク2012 Pickup!
P.4

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
http://tamahiyo.jp/park/

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/

192,000円
（一般）

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

…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。

19（金）～21（日） 第57回 公益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
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 Pickup!
P.5

 株式会社コングレ内運営事務局
TEL:06-6229-2555
http://www.congre.co.jp/jsco2012/

有料

27（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（土）～28（日） エムジェイトーナメント’12　フォール
株式会社エム・ジェイ・エス
TEL:045-328-3741
http://www.mjs-co.net/

有料
（要事前エントリー）

28（日） 文化放送 A＆G オールスター 2012 ちけっとぽーと
TEL:03-5561-9001

6,000円
（前売・全席指定）

29（月）～11/2（金） Smart City Week 2012 Pickup!
P.5

 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）

3（土） 慶應義塾湘南藤沢中･高等部
創立20周年記念同窓生総会

慶應義塾湘南藤沢中･高等部 
創立20周年記念同窓生総会 実行委員会
20thparty@sfc-js.org
http://sfc-js.org/20th/

7,000円
～10,000円

4（日） ダライ・ラマ法王 横浜法話・講演
 
 

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所
（チベットハウス・ジャパン）
TEL:03-3353-4094
http://www.tibethouse.jp/

有料

月
10

月
11
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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
4（日） 2012 高橋佳子講演会

高橋佳子講演会実行委員会
TEL:050-3535-0515
http://www.keikotakahashi-lecture.jp/

3,000円

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

無料

5（月） UIゼンセン同盟躍進セレモニー UIゼンセン同盟
TEL:03-3288-3549 ー

6（火） UAゼンセン結成大会 UAゼンセン結成準備委員会
TEL:03-3288-3522 ー

8（木）～10（土） 2012 日本ダイカスト会議・展示会
一般社団法人日本ダイカスト協会
TEL:03-3434-1885
http://www.diecasting.or.jp/

無料
（会議有料）

8（木）～10（土） 第20回 インターナショナル・キルトウィーク横浜
2012

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/

1,500円
（前売1,300円）

8（木）～10（土） 第22回 横浜骨董ワールド Pickup!
P.3

横浜骨董ワールド事務局
TEL:04-2925-1455
http://www.kottouworld.com/

1,000円

9（金）～10（土） 国際ロータリー第2590地区
2012-13年度 地区大会

第2590地区ガバナー事務所
TEL:045-650-2590
http://homepage2.nifty.com/rid2590/

ー

10（土）～11（日） 第53回 日本視能矯正学会
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:06-6348-1391
http://jaco53.jtbcom.co.jp/

会員8,000円
非会員13,000円
学生3,000円
（当日料金は
HP参照）

11（日） 第34回 善仁会研究報告会
医療法人社団善仁会
TEL:045-453-6772
http://www.zenjinkai.or.jp/

ー

13（火） 平成24年度 神奈川県私立幼稚園父母の会
連合会研修大会

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

ー

14（水）～16（金） Embedded Technology 2012／Electronic Design and Solution Fair 2012

Embedded Technology 運営事務局
TEL:03-3219-3563  http://www.jasa.or.jp/et/ET2012/
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-6212-5231  http://www.edsfair.com/

1,000円
（事前登録者

無料）

月
11

2012年7月20日～8月27日まで39日間にわたって開催しました
「ヨコハマ恐竜展2012～福井県恐竜博物館コレクション～」は、
お蔭様を持ちまして好評のうちに終了いたしました。

2020202020202022020202020202020111111111111111
「ヨ「ヨ「ヨ「ヨ「ヨ「ヨ「ヨ「ヨ「「ヨ「ヨ「ヨヨ「ヨ「ヨヨ「ヨ「「「 コココココココココココ
お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭蔭お蔭お蔭蔭おお蔭おお蔭おおお蔭おお蔭お蔭お蔭お蔭お蔭おお蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭お蔭

「ヨコハマ恐竜展2012」開催報告「ヨコハマ恐竜展2012」開催報告
総入場者数は目標の15万人を上回る、16万6,620人！総入場者数は目標の15万人を上回る、16万6,620人！
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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。

15（木） 第7回 居酒屋甲子園
NPO法人居酒屋甲子園 事務局
TEL:03-3816-6880
http://izako.org/

5,000円

17（土） 第35回 日本呼吸療法医学会セミナー
学会事務局
TEL:06-6398-5003
http://resp-sem.umin.jp/

11,000円

17（土）～18（日） 第16回 日本ワクチン学会学術集会
東京大学医科学研究所炎症免疫学分野
TEL:03-5449-5272
http://www.jsvac.jp/meeting.htm

5,000円
～12,000円

18（日） 恩師久保角太郎先生法要・追随式典 ITRI日本センター
TEL:03-6402-2567 無料

18（日） 第15回 神奈川看護学会
 公益社団法人 神奈川県看護協会

TEL:045-263-2926
http://www.kana-kango.or.jp/gakkai/

2,000円
～7,000円

19（月）～21（水） SUPER JUNIOR K.R.Y. サンライズプロモーション東京
TEL:0570-00-3337

9,800円
（全席指定／
オリジナルライト付）

20（火）～22（木） 第14回 図書館総合展 Pickup!
P.2

図書館総合展運営委員会
TEL:03-3357-1462
http://2012.libraryfair.jp/

無料

20（火）～22（木） 第9回 水道技術国際シンポジウム
 
 

第9回水道技術国際シンポジウム 実行委員会事務局
TEL:03-3597-0214
http://www2.convention.co.jp/water2012/

一般50,000円
会員30,000円
学生15,000円
（展示会無料）

22（木） 賃貸住宅ミニフェア 2012 in 横浜
株式会社全国賃貸住宅新聞社
TEL:03-3543-6761
http://mini-fair.zenchin.com/yokohama/

無料

23（金・祝） ハマふれんど“ゆめ”コンサート2012 ハマふれんど
TEL:045-662-4435 無料

23（金・祝）～24（土） 第26回 日本手術看護学会年次大会
11/24

日本手術看護学会
TEL:03-3813-0485
http://www.jona.gr.jp/

9,000円
～13,000円

23（金・祝）～25（日） WINTER SPORTS FESTA SEASON12 冬スポ！！
冬スポ事務局
TEL:0120-64-1166
http://www.wintersportsfesta.jp/

無料

月
11

貴重な骨格標本の数 を々じっくり見たあとは、迫力満点の吠える恐竜に驚き、ユーモラスな動きの恐竜と
一緒に遊ぶ…おとなも子どもも楽しめる恐竜展は、夏休みの家族連れなどで連日賑わいました。

多くの皆さまにご来場いただき、ありがとうございました！
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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
24（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

24（土）～25（日） 第2回 インプラント・CAD／CAMミーティング
インプラント・CAD／CAMミーティング事務局
TEL:03-5842-2270
http://www.quint-j.co.jp/web/cadcam/

14,000円
～30,000円

28（水）～30（金） 2012 Microwave Workshops and Exhibition（MWE2012）

MWE 2012事務局
（株式会社リアルコミュニケーションズ）
TEL:047-309-3616
http://apmc-mwe.org/

無料

30（金）～12/2（日） 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
運営事務局
TEL:03-5216-5318
http://www.jspho.jp/2012yokohama/

5,000円
～15,000円

1（土） 第13回 第2種滅菌技士認定講習会
一般社団法人日本医療機器学会
TEL:03-3813-1062
http://www.jsmi.gr.jp/

10,000円

2（日） ヨコハマホットロッドカスタムショー2012
ムーンアイズ
TEL:045-623-9662
http://yokohamahotrodcustomshow.com/

ー

2（日）～3（月） ズンバ フィットネス カンファレンス 
イン ジャパン

Pickup!
P.3

 
AFAA JAPAN
TEL:0120-13-9680
http://afaa.co.jp/

35,000円

3（月） PEC工場経営フォーラム 株式会社ペック（PEC産業教育センター）
TEL:058-397-2531 10,000円

3（月） 計装士技術維持講習
一般社団法人日本計装工業会
TEL:03-3580-8921
http://www.keiso.or.jp/

13,000円

5（水）～7（金） 国際画像機器展2012／
ビジュアルメディアEXPO2012

アドコム・メディア株式会社
TEL:03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp/ite/

無料

6（木）～7（金） ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2012
画像応用技術専門委員会事務局
「ViEW2012」係
TEL:03-3367-0571
http://view.itlab.org/2012/

5,000円
～25,000円

6（木）～8（土） 第25回 日本内視鏡外科学会総会 Pickup!
P.5

第25回日本内視鏡外科学会総会 準備室
TEL:03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/25jses/

5,000円
～15,000円

8（土） Career Forum 横浜会場
株式会社ディスコ キャリアフォーラムグループ
TEL:03-5804-5537
https://job.nikkei.co.jp/2014/

無料

月
12

休日（7:00～24:00）は最大1,800円！

みなとみらい公共駐車場がますますお得になりました！

9月より、みなとみらい公共駐車場（収容台数1,200台）は休日上限料金制を開始
いたしました。土日祝日でも7時～24時の間は最大1,800円ととってもお得。パシ
フィコ横浜へのイベント参加の際はもちろんのこと、ぜひ週末にはアクセスが便利な
みなとみらい公共駐車場に車を止めて、徒歩やバス、みなとみらい線での横浜散策
を。平日の上限料金1,300円（7時～24時）も好評継続中です。お得なプリペイド
カードや平日回数券も販売しております。ただいま、月極・定期利用の新規ご契約者
も募集中です。
ますますお得になった、みなとみらい公共駐車場をぜひご利用ください。

■ 問い合わせ先

みなとみらい公共駐車場　TEL：045-221-1301

月
11
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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（金） 第24回 安全保障輸出管理実務能力認定試験
（STC Associate）

一般財団法人安全保障貿易情報センター
TEL:03-3593-1147
http://www.cistec.or.jp/

5,000円

22（土）～23（日） BoyzⅡMen Winter JAPAN TOUR 2012～ボーイズⅡメン クリスマスコンサート～
Pickup!

P.5

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

8,800円

11（金）～13（日） WINTER SPORTS FESTA SEASON12 冬スポ！！
冬スポ事務局
TEL:0120-64-1166
http://www.wintersportsfesta.jp/

無料

13（日） 楽天証券 新春講演会2013
楽天証券株式会社
TEL:0120-188-547
https://www.rakuten-sec.co.jp/

ー

13（日） 第13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

10,000円

14（月・祝） 第11回 かながわ薬剤師学術大会
社団法人神奈川県薬剤師会
TEL:045-751-7065
http://www.kpa.or.jp/page.php?p=10947

ー

16（水）～18（金） 第37回 日本ショッピングセンター全国大会
一般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
（一部無料）

18（金）～20（日） 第6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
http://www.tougyoku.com/

無料

20（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 無料

22（火）～25（金） ASP-DAC2013
日本エレクトロニクスショー協会
TEL:03-6212-5231
http://www.aspdac.com/aspdac2013/jp/

有料

24（木）～25（金） 電機連合 第99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/

無料

26（土） 第50回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第50回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会 
運営事務局
TEL:042-707-7275
http://www.jds50kanto.org/

有料

31（木）～2/3（日） CP+ （シーピープラス） 2013CP+ 2013 （Camera ＆ Photo Imaging Show）
CP+事務局
TEL:03-6741-4015
http://www.cpplus.jp/

1,000円
（事前登録者

無料）

月
1

月
12

国際会議の開催件数、5年連続日本一
日本政府観光局（JNTO）の統計調査では、パシフィコ横浜で開催される国際
会議の開催件数と参加者総数は、全国のコンベンション施設の中で5年連続
1位を獲得しています。特に医学会の開催件数・参加者数が多く、最先端医学
の研究発表が頻繁に行われています。
キャリア十分の貫禄ある先生、若手医師、看護士、医学生など、日本および世
界の医療を支えるみなさんが、パシフィコ横浜に集い、新たな知識・技術を吸収
し、またそれぞれの街へ帰られていきます。みなさんのホームドクターが、「学会参
加で休診」となっていたら、もしかしたら、みなとみらいで一生懸命勉強されてい
るかもしれませんね……。
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パシフィコ横浜では、2007年に本プログラムを開始し、当社を会場とし
て国際会議を計画される主催者に誘致・開催経費の支援を行なって
きました。
このプログラムを利用して誘致活動を行った国際会議は15件、そのう
ち9件の誘致に成功しています。開催支援として主催者をサポートす
るプログラムは、公的な団体である全国のコンベンションビューローの
多くが実施していますが、国内の民間コンベンション施設としては初、
また唯一の誘致段階から主催者をサポートするプログラムで、国際会
議の主催を希望する研究者や大学の先生方の経費負担を軽減し、
日本での開催を応援する制度として高い評価を得ています。
2012年夏より、参加者2,000名（海外から4ヵ国以上、500名以上参加）、
当社の会場使用料が4,000万円以上の国際会議には、総額最大300万
円（誘致時、開催時各150万円）までに支援を拡大いたしました。
日本を、アジアを代表する国際会議場を目指して、パシフィコ横浜は国
際会議の誘致活動をいっそう推進していきます。

「パシフィコ横浜 国際コンベンション誘致支援プログラム」を
拡大し、国際会議の開催を応援します。
～国際会議は、MICE都市「横浜・みなとみらい」で！～
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2012年5月にハワイで行われたWFO（世界矯正歯科医連盟）ミーティングにおいて、2020年10月
にアジア初となる、第9回国際矯正歯科会議世界大会（IOC2020）の横浜開催が決定しました。
本会議には国内外から約6,000名の矯正歯科医や歯科医療関係者が集まり、最新の矯正歯科
研究の発表が行われる予定です。
日本を含む7ヵ国間で繰り広げられた誘致合戦は大
変熾烈であり、誘致活動期間も1年に及ぶ長いもの
でしたが、一般社団法人日本矯正歯科学会を中心
に、日本政府観光局、横浜市、横浜観光コンベンショ
ン・ビューローなどと一丸となっての誘致活動の末、
誘致に成功いたしました。
パシフィコ横浜では営業部誘致企画課に誘致担当
者を置き、関係機関と一体となってMICEの誘致活
動を行っています。国際会議は多国間での競争や
数年先の誘致活動が多く、現在は2021年の国際会
議を誘致中です。

大型国際会議の誘致に成功！
2020年「第9回国際矯正歯科会議世界大会 」開催決定！
～パシフィコ横浜で国際会議が開かれるまで～

2012年7月に同学会の後藤滋巳理事長と森山啓司
常務理事が林文子横浜市長を表敬訪問しました
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みなとみらい21地区全域に掲出できる
　「フラッグ・横断幕広告」をご活用ください
景観条例により美しい街並みを維持し、いつも多くの観光客を迎えているみなとみらい21地区。
街路灯フラッグは、みなとみらい21地区の屋外広告メディアスペースです。

クイーンモール橋

問い合わせ先：パシフィコ横浜 営業部 広告・フラッグ担当　TEL:045-221-2121　http://www.pacifi co.co.jp/press/fl ags.html

動く歩道

動く歩道

国際大通りＡ

桜木町駅前広場

主な
掲出エリア

観光やショッピングの来街者へのアピール、イベント参加者に向けた催事
の案内・告知など、販売促進やPRに効果的に活用していただけます。

効果的な販売促進やPRに
POINT

2

掲出手続きやスケジュール調整は、すべてパシフィコ横浜が窓口として
ワンストップで対応します。

申し込み窓口はパシフィコ横浜
POINT

3

JR桜木町駅からパシフィコ横浜まで、みなとみらい21地区の全域にPR
が可能です。

みなとみらい21地区全域を網羅
POINT

1
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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＆サービスセンター
【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パシフィコ横浜施設内テナント情報

今号の表紙『PACIFICO』Vol.58

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、秋の海風が気持ちのよい
赤レンガパークへやって来ました。広場の向こうに
は、パシフィコ横浜やみなとみらいの建物が見えま
す。一世紀に渡って入港する旅人や港で働く人々
を見守ってきた横浜赤レンガ倉庫は、文化・商業
施設として生まれ変わり10年を迎えました。現在
は公園として整備された周辺と共に、みなとみらい
を訪れる人々の憩いの場として愛されています。

横浜の歴史を感じる赤レンガパーク
広場の向こうにはみなとみらい

2012年10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）


