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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/

写真の魅力
時を越えて

2013新春～春 ピックアップイベント
Japan Fishing Festival 2013 ～国際フィッシングショー～
Pet博2013 in 横浜　ほかPick up

イベントカレンダー 1月～2014年3月
今号は年間カレンダー掲載号！Calendar

CP＋ （シーピープラス） 2013
世界規模のカメラの祭典！特集
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CP＋ （シーピープラス） 2013

開催： 2013年1月31日（木）～2月3日（日）
料金：  1,000円（事前登録者無料）

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

参加対象アネックスホール展示ホール

CP＋ 2013 （Camera ＆ Photo Imaging Show）

写真映像を、もっと楽しむ
      アジア最大級の国際フォトイベント

写真の魅力 時を越えて
CP＋ （シーピープラス） 2013

●カメラグランプリ30周年記念企画
「1年間で最も優れたカメラ」として選ばれた歴代の機種を展示
し、フィルムからデジタルへ大きく変革した技術の進歩を紹介し
ます。また、グランプリを選考したベテランの委員たちが、歴代受
賞カメラを中心に技術の流れや隠れエピソードなどを語ります。

●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、さまざまなジャン
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
どの趣味に活かせるプロのテクニックを伝授。撮影から加工、ス
トック、アクセサリーに至るまで、カメラライフがぐっと広がる無料
講座です。

●気軽な！「ファミリー写真館」
家族みんなで写真を撮ろう！ プロの写真家と写真館ならではのク
オリティを会場で再現。ワンコイン（500円／要事前予約 ※当日
受付は若干数）で、気軽に家族写真が撮影できます。普段着のま
ま気取らず楽しく、いまの家族の思い出を、写真に残してみませ
んか。

プロはもちろん、家族連れ、ご年配、カメラ女子まで、幅広
い層のカメラファンが集まるアジア最大級のカメラ＆写真
映像に関するイベントです。2013年のテーマは「ワールド
プレミア つながる世界、広がるフォトイメージング」。日本が
世界に誇るカメラ・写真映像の技術と文化を、商業写真発祥の
地・横浜から世界へ向けて発信します。会場では、カメラ本体や
周辺機器などを製造する各メーカーの新製品や技術の紹介に
加えて、ファミリー写真館やアマチュア写真展、楽しい写真の撮
り方セミナーなどを開催。また1月から3月まで横浜市内の各地で
は写真に関する連動イベント『フォト・ヨコハマ 2013』が開催され
ます。

発祥の

世界規模の

カメラの祭典。

昨年は、6万5,000人

以上が来場！

市内各所で開催『フォト・ヨコハマ 2013』
～写真家「ロバート・キャパ」は、2人だった！？～

1月～3月にかけて、横浜市内の文化施設や公共施設、観光名所
で30以上の写真映像イベントが連動開催されます。そのひとつ、
パシフィコ横浜に程近い横浜美術館では、世界で最も著名な写
真家のひとり「ロバート・キャパ」の写真展が行われます。「崩れ落
ちる兵士」と呼ばれる作品で報道写真
家として知られる「ロバート・キャパ」は、
実はパートナーであるもうひとりの女性
報道写真家と2人によって創り出された
架空の写真家だった！ ̶貴重なコレク
ションが数多く公開される、日本初開催
となる注目の写真展です。

ロバート・キャパ《セロ・ムリアーノ付近、コ
ルドバ戦線》1936年9月5日頃 ゼラチ
ン・シルバー・プリント、横浜美術館蔵、
© ICP / Magnum Photos

デジカメの世界シェア99％！
～世界の写真映像ビジネスを牽引する日本～

世界で販売されるデジタルカメラのうち、日本メーカーのシェアはな
んと約80％！ レンズ交換タイプのデジカメにおいては、99％を超え
ています。『CP+ 2013』は、世界の写真映像ビジネスを牽引する日
本から、世界へ向けて最新情報
を発信するイベントです。昨年は、
55機種のカメラが世界初のお披
露目「ワールドプレミア」として発表
されました。

今
年
の

見
ど
こ
ろ
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はじめての人も楽しめる
迫力のオーケストラ特別コンサート

「やっぱり海が好き」 何して遊ぼう
マリンレジャー＆スポーツの祭典

Kanagawa Philharmonic Orchestra's  Bluedal Fund Concert

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ブルーダル基金コンサート
「響け、オーケストラ～未来への旅立ち～」

ジャパン インターナショナル ボートショー 2013

広い会場に120を超える展示ブースが並ぶ、総合マリンレジャー
ショーです。ヨットやボート、カヌー、水上バイクをはじめ、マリンレ
ジャー・スポーツ用品、小物やアクセサリーなどのアイテムが勢揃
い。海にゆかりの深い著名人のトークショーや、役立つミニ講座
など、さまざまな企画が盛りだくさん。さらに、第2会場「横浜ベイ
サイドマリーナ」には、豪華な大型ヨットやボートがずらり。体験
乗船もあります。なお、第1会場と第2会場の移動には無料シャト
ルバスを運行します。

お馴染みのポップス曲や、大編成オーケストラと合唱の壮大なアンサンブルなど、
ジャンルを超えた楽曲を楽しめます

マリンレジャーに特化した、年に一
度の大イベント。「やっぱり海が好
き」という人のための祭典です

神奈川県で唯一のプロ・オーケストラ『神奈川フィル』のコンサートで
す。本公演では、TVでもお馴染みのアーティスト、宮川彬良さんを
迎えて「宇宙戦艦ヤマト」や「サンダーバード」など、親しみあるポップ
スを披露。加えて、大編成のオーケストラと合唱による「第九」が感動
を呼びます。これまで、子どもたちへの芸術教育やボランティア演奏
会など、地域密着の活動でも愛されてきた神奈川フィル。実はいま、
財政難から存続の危機を迎えています。本公演では、チケット代の
半額を楽団に寄付。オーケストラは初めてという人も、ぜひこの機会
に会場を訪れ、コンサートを楽しみながら楽団を応援してください。

Japan International Boat Show 2013

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ブルーダル基金コンサート
「響け、オーケストラ～未来への旅立ち～」

開催： 2013年1月8日（火）
 19:00～21:30
料金：  S席6,000円  A席5,000円  学生（A席）1,000円

 神奈川フィル チケットサービス　
 045-226-5107　  http://www.kanaphil.or.jp/

参加対象

ジャパン インターナショナル ボートショー 2013

開催： 2013年3月7日（木）～3月10日（日）
 10:00～17:00（3/7のみ11：30～）
料金：  1,000円（中学生以下無料・2会場共通）

 ボートショーデスク
 03-3567-6400　  http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2013/

展示ホール 参加対象



Pickup Events
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ハロープロジェクトのメンバーが多数出
演するライブのほか、「SATOYAMAへ
行こう」をテーマに「オシャレで格好良
い」里山カルチャーやライフスタイルを提
案するイベントです。ぜひ親子で来場し
て、これまで知らなかった里山の魅力に
ふれてください。各ユニットの人気メン
バーと一緒に楽しもう！

動物好き、集まれ！
いろんな動物たちとふれあおう

未来の技術者の熱い戦い
手づくりロボットでアメフト大会

ライブ、里山カルチャー体験など
 ハロプロと一緒に楽しもう

世界へ羽ばたく技術・知識を育む
循環器医学・医療分野の学術集会

いま世界的に注目される再生医療が
10年後の目標に向かって動き出す

初心者から上級者まで大歓迎
ますます釣りが好きになる3日間

1/12（土）~1/14（月・祝） 2/17（日）

3/2（土）~3/3（日） 3/15（金）~3/17（日）

3/21（木）~3/23（土） 3/22（金）~3/24（日）

Pet博2013 in 横浜 第8回 高校生ロボットアメリカンフットボール全国大会

「Forest For Rest SATOYAMAへ行こう」 ＆ 「春の大感謝ひな祭りフェスティバル2013」 第77回 日本循環器学会学術集会

第12回 日本再生医療学会総会 Japan Fishing Festival 2013 ～国際フィッシングショー～

 ペット博運営事務局
 06-6352-7942　  http://www.pethaku.com/

 富士ソフト株式会社 全日本ロボット相撲大会事務局
 03-5209-6001　  www.fsi.co.jp/foot

 オデッセー
 03-5444-6966　  http://ody-inc.com

 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内）
 03-3508-1726　  http://www2.convention.co.jp/jcs2013/

 第12回 日本再生医療学会総会 準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
 03-3508-1214　  http://www2.convention.co.jp/12jsrm/

 ジャパン・フィッシング・フェスティバル運営事務局
 http://www.jaftma-jaff.com/

ペットを飼っていてもいなくても、動物好きの人、大注目のイベントで
す。いま話題の最新ペットグッズを
展示・販売するほか、「しつけ教室」
や「散歩体験」、「ネコカフェ」、「乗
馬体験」、愛犬と一緒に参加できる
「ドッグファッションショー」（HPから
要事前申込）など、さまざまな動物
たちとたっぷり遊べる3日間です。

各都道府県を代表する高校生チームが集まり、ラジコン型の自作ロ
ボットを操作してアメリカンフットボールで日本一を競う大会です。各
チームの独創性やアイデア、想い
が詰まったロボットたち。ロボット製
作の優れた技術に加えて、激しい
タックルやボールを捕える巧みな操
作テクニックを駆使し、チームワーク
で日本一を目指します。

日本の循環器疾患の特徴や医療の実情に基
づいたガイドラインを策定してきた学会が、さら
なる研究の進歩・向上・発展を目的に開催する
学術集会です。世界に誇れる長寿国となった
日本で考案された基礎・臨床研究、技術、製
品、医療システムを世界へ発信し、人類の健
康保持と疾病の治療につながる世界的な医学
レベルの向上に貢献します。

iPS細胞を研究した山中教授がノーベル医学生理学賞を受賞し、
これまで以上に注目されている再生医療の分野。現在は、まだ限ら
れた範囲でのみ医療現場に導入され、医療の根幹を担うまでには
至っていません。今回の総会では
「10年後を担う再生医療をめざして」
をテーマに、再生医療に関わるあらゆ
る分野の研究者が集います。

海釣り、川釣り、湖釣りを問わず、釣りファンにとって待望の日本最
大の釣りの祭典です。国内外の関連メーカーや団体などの出展
ブースには、最新情報やトレンドグッズが勢揃い。プロや釣り好き著
名人によるテクニック紹介・トーク
ショー、釣り業界のイメージガール
を決めるコンテスト、マス釣り大会
など、家族や女性にも楽しい企
画が盛りだくさんです。

3/17



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

7,000

5（土）～6（日） SUPER企業研究LIVE★東京 リクナビLIVE事務局
https://job.rikunabi.com 無料

8（火）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ブルーダル基金コンサート
「響け、オーケストラ～未来への旅立ち～」

Pickup!
P.3

神奈川フィル チケットサービス
TEL:045-226-5107
http://www.kanaphil.or.jp/

S席6,000円
A席5,000円

学生（A席）1,000円

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

無料

12（土）～14（月・祝） Pet博2013 in 横浜 Pickup!
P.4

ペット博運営事務局
TEL:06-6352-7942
http://www.pethaku.com/

1,200円
（中学生以上）

800円
（4歳～小学生）

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

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
（出店参加有料） 屋外

月
1
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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
29（火）～30（水） 第19回 「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合･実装技術」シンポジウム

Mate2013事務局
TEL:06-6878-5628
http://www.fa-mlo.com/mate2013/src/

会員15,000円
団体会員20,000円
一般30,000円

31（木）～2/3（日） CP＋ （シーピープラス） 2013 Pickup!
P.2

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

1,000円
（事前登録者

無料）

2（土）～3（日） 第24回 日本臨床微生物学会総会
運営事務局
（株式会社 プロコムインターナショナル内）
TEL:03-5520-8821
http://www.procomu.jp/jscm2013/

10,000円

3（日） 恩師小谷喜美先生 四十三回忌法要 ITRI日本センター
TEL:03-6402-2567 無料

5（火） 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
https://job.nikkei.co.jp/2014/ 無料

6（水）～8（金） テクニカルショウヨコハマ2013
（第34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

無料

7（木） かながわビジネスオーディション2013
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/ba2013/

無料
（交流会参加者

一般2,000円
学生1,000円）

7（木）～8（金） 第17回 「震災対策技術展」／
第4回 「振動技術展」

 事務局（エグジビション テクノロジーズ 株式会社内）
TEL:03-5775-2855　
http://www.exhibitiontech.com/etec/

無料

9（土）～10（日） JAPAN 乙女♥Festival 3
イベント事務局
TEL:045-561-6896
http://www.otomefes.com/

4,800円
～8,800円

9（土）～10（日） 第11回 日本フットケア学会／
第5回 日本下肢救済･足病学会合同学術集会

第11回 日本フットケア学会／第5回 日本下肢救済･ 
足病学会合同学術集会 連絡事務局
TEL:03-3583-6677　
http://foot2013.umin.jp/

8,000円
～12,000円

10（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:044-854-7787

有料

10（日）～11（月・祝） 2013 PHOENIX GRAND FESTIVAL FLY FLY運営事務局
http://dacos.jp/fly2013/ ー

15（金）～17（日） 若きつくりびと 日本工学院卒業展2013
学校法人片柳学園
TEL:0120-123-351
http://www.neec.ac.jp/

無料

17（日） 社団法人 神奈川県柔道整復師会
創立90年・法人設立65周年記念式典

社団法人神奈川県柔道整復師会
TEL:045-473-0735
http://www.sekkotu-kanagawa.com/

無料

17（日） 第8回 高校生ロボットアメリカンフットボール
全国大会

Pickup!
P.4

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
www.fsi.co.jp/foot

無料

月
2

月
1
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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。

18（月）～19（火） 第39回 全国保育士研修会
社会福祉法人全国社会福祉協議会  
全国保育協議会 全国保育士会
TEL:03-3581-6503
http://www.z-hoikushikai.com/

12,000円

19（火）～21（木） SBJ19 ＆ 2013 SKI EXPO Japan
SBJ事務局（日本スノーボード産業振興会）／ 
SKI EXPO Japan事務局（日本スキー産業振興協会）
http://www.snow-again.com/

無料

19（火）～21（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

22（金）～24（日） 第9回 日本獣医内科学アカデミー学術大会（JCVIM 2013）
第9回日本獣医内科学アカデミー学術大会事務局
TEL:03-3219-3543　
http://www.jcvim.org/

ー

23（土）～24（日） 第5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

24（日） ゆるゆりライブイベント3 『七森中♪ふぇすてぃばる』 ディスクガレージ
TEL:050-5533-0888

指定席7,000円
（未就学児 
入場不可）

24（日） 第11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
http://www.kanarinko.com/

8,000円
（事前登録制）

26（火） ～JA横浜女性部創立10周年記念～
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://ja-yokohama.jp/

無料

1（金）～2（土） 第28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/jsei2013/

ー

2（土）～3（日） 「Forest For Rest SATOYAMAへ行こう」 ＆ 
「春の大感謝ひな祭りフェスティバル2013」

Pickup!
P.4

オデッセー
TEL:03-5444-6966
http://ody-inc.com

無料
（ひな祭りフェス
ティバルは有料）

3（日） マンション大規模修繕セミナー
一般社団法人マンション計画修繕施工協会
TEL:03-5512-2798
http;//www.mks-as.net/

無料

3（日） 第30回 神奈川県理学療法士学会 in 横浜
社団法人神奈川県理学療法士会
TEL:045-326-3225
http://30kpt.web.fc2.com/

無料
（会員2,000円
他県士会員
3,000円）

5（火） 平成24年度 医療ICTシンポジウム
国立大学法人横浜国立大学 未来情報通信医療 
社会基盤センター
TEL:045-339-4490
http://www.mict.ynu.ac.jp/symposium/symposium.htm

無料

7（木）～10（日） ジャパン インターナショナル ボートショー 
2013

Pickup!
P.3

ボートショーデスク
TEL:03-3567-6400
http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2013/

1,000円
（中学生以下
無料・2会場共通）

12（火） ライセンスナビゲーション 進路体験フェア
株式会社ライセンスアカデミー
TEL:03-5925-1641
http://shinronavi.com./topics/lnavi_detail.
php?id=yokohama

無料

月
2

月
3
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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（金）～17（日） 第77回 日本循環器学会学術集会

3/17

Pickup!
P.4

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内）
TEL:03-3508-1726
http://www2.convention.co.jp/jcs2013/

5,000円
～20,000円

18（月） 進学LIVE 2013 in 横浜 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 無料

18（月） 平成24年度日本工学院専門学校 
卒業証書授与式

日本工学院
TEL:03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/

無料

19（火） 2012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

20（水・祝） ナース専科就職ナビ 合同就職説明会2014
ナース専科就職ナビ運営部
TEL:03-5295-7350
http://recruit.nurse-senka.com/

無料

20（水・祝） 平成24年度 国士舘大学 卒業式
国士舘大学
TEL:03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

無料

21（木）～23（土） 第12回 日本再生医療学会総会 Pickup!
P.4

第12回日本再生医療学会総会 準備室 
（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/12jsrm/

5,000円
～12,000円

22（金）～24（日） Japan Fishing Festival 2013 ～国際フィッシングショー～
Pickup!

P.4
ジャパン・フィッシング・フェスティバル運営事務局
http://www.jaftma-jaff.com/

1,200円
（前売1,000円）

24（日） 2012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

27（水）～30（土） 日本薬学会 第133年会
 公益社団法人日本薬学会　

TEL:03-3406-3321
http://nenkai.pharm.or.jp/133/web/

ー

1（月） 平成25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（火） 2013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（水） 2013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（木） 平成25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

5（金） 平成25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

月
3

月
4



9PACIFICO 59号2013年1月1日発行

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。

6（土） 平成25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（土）～7（日） マタニティ＆ベビーフェスタ2013
マタニティ＆ベビーフェスタ事務局 
（一般社団法人日本マタニティフィットネス協会）
TEL:03-3725-0071
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

6（土）～7（日） モンベルクラブ・フレンドフェア
モンベルクラブ事務局
TEL:06-6536-5740
http://club.montbell.jp/

1,500円
（会員・同伴者は

無料）

11（木） 平成25年度 昭和大学 入学式 昭和大学
TEL:03-3784-8022 無料

11（木）～14（日） JRC2013
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

12（金）～14（日） 2013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

16（火）～18（木） 第20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/

60,000円
（早期割引あり）

19（金）～21（日） 第23回 横浜骨董ワールド
横浜骨董ワールド事務局
TEL:04-2925-1455
http://www.kottouworld.com/

有料

19（金）～21（日） 日本医工学治療学会 第29回学術大会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jste2013/

ー

20（土）～21（日） グラン・マルシェ 2013
株式会社ルピシア
TEL:0120-93-7799
http://www.lupicia.com/gm/

無料

21（日） eレジフェア PREMIUM 2013 in Tokyo 株式会社リンクスタッフ eレジフェア事務局
TEL:06-6228-8288 無料

22（月）～23（火） 第3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/

5,000円
（前売3,500円）

24（水）～26（金） OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2013
株式会社オプトロニクス社
TEL:03-3269-3550
http://www.optronics.co.jp/opi/

2,000円

27（土）～28（日） 琴伝流大正琴 第28回全国大会 琴伝流大正琴全国普及会
TEL:0265-81-7500 1,500円

29（月・祝） 第8回 「2013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

月
4
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Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先

11（土）～12（日） 第25回 日本アレルギー学会春季臨床大会 運営事務局（株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業本部内）
TEL:03-5940-2614　http://jsa25.umin.jp/

15（水）～17（金） 第6回 化粧品産業技術展　CITE Japan 2013 株式会社ICSコンベンションデザイン　
TEL:03-3219-3647　http://www.citejapan.info/

16（木）～18（土） 第61回 日本輸血・細胞治療学会総会 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 事務局
TEL:03-5804-2611　http://www.jstmct.or.jp/jstmct61/

22（水）～24（金） 公益社団法人自動車技術会 2013年春季大会 自動車技術会 育成・イベントグループ
TEL:03-3262-8214

22（水）～24（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2013 自動車技術会 育成・イベントグループ
TEL:03-3262-8214

25（土）～26（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ2013 ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会
TEL:0120-75-8815

30（木）～6/2（日）アフリカン・フェア2013 日本貿易振興機構（ジェトロ）
TEL:03-3582-5242

1（土）～3（月） 第5回アフリカ開発会議（TICAD V） 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/

5（水）～8（土） 第28回 国際化学療法学会（ICC 2013） 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214　http://www2.convention.co.jp/icc2013/

5（水）～6（木） 第87回日本感染症学会学術講演会／
第61回日本化学療法学会総会 合同学会

運営事務局（株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業本部内）
TEL:03-5940-2614　http://jaid_jsc.umin.jp/

6（木）～8（土） 第88回 日本医療機器学会大会 一般社団法人日本医療機器学会　
TEL:03-3813-1062　http://www.jsmi.gr.jp/

8（土）～9（日） 手作り材料エキスポ（仮） 有限会社アドバンスネクスト　
TEL:045-820-2038　http://handmade.bz/

12（水）～14（金） 画像センシング展2013／精密加工・測定展2013 アドコム・メディア 株式会社　
TEL:03-3367-0571　http://www.adcom-media.co.jp/iss/

12（水）～14（金） 第19回 画像センシングシンポジウム（SSII2013） 画像センシング技術研究会
TEL:03-3367-0571　http://ssii.jp/

14（金）～16（日） 第112回 日本皮膚科学会総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jda2013/

15（土） 第24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/

16（日） 平成25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/

17（月）～18（火） フューネラルビジネスフェア2013 綜合ユニコム株式会社
TEL:03-3563-0420 　

19（水） TRC ポスターセッション 2013／第10回 医薬ポスターセッション 株式会社東レリサーチセンター 営業企画部　
TEL:03-3245-5666　http://www.toray-research.co.jp/

21（金）～22（土） 第18回 日本緩和医療学会学術大会 運営事務局（あゆみコーポレーション内）　
TEL:06-6441-5860　http://jspm2013.umin.jp/

23（日） 第12回 IRCA フォーラム IRCAジャパン株式会社　
TEL:03-6272-6307　http://www.irca.org/

26（水）～27（木） 第54回 日本心身医学会総会ならびに学術講演会 第54回 日本心身医学会総会ならびに学術講演会 事務局
TEL:03-3263-8688　http://www.c-linkage.co.jp/jspm54/

28（金）～30（日） 第13回 日本抗加齢医学会総会／
The 3rd International Conference on Anti-Aging Medicine（29日）

一般社団法人日本抗加齢医学会　
TEL:03-5572-6800　http://13jaam.jp/

5（金）～6（土） 第36回 日本骨・関節感染症学会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318

6（土） 第11回 横浜市介護老人保健施設研究大会 横浜市介護老人保健施設連絡協議会
TEL:045-532-1008　http://www.rouken-yokohama.com/

7（日） 平成25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/

8（月）～9（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/

8（月）～9（火） 電機連合 第61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/

10（水）～11（木） 第54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　http://www.j-ie.com/

13（土）～15（月・祝） 日本高次脳機能障害学会　2013年夏期教育研修講座 日本高次脳機能障害学会（旧：日本失語症学会）事務局
TEL:03-3673-1557

14（日）～16（火） 第49回 日本周産期・新生児医学会学術集会 株式会社MAコンベンションコンサルティング　
TEL:03-5275-1191　http://jspnm49.umin.jp/

15（月・祝） 第14回 2013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/

月
6

月
5

月
7
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…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。

開催日 催事名 連絡先

24（水） 全国公文進度上位者のつどい2013 （町田事務局） 日本公文教育研究会 町田事務局
TEL:042-727-1707

31（水） 全国公文進度上位者のつどい2013 in YOKOHAMA 日本公文教育研究会 横浜事務局
TEL:045-450-2170

2（金）～4（日） 第7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/

19（月） 第6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　
TEL:06-6110-2222　http://www.dancestadium.com/

25（日）～28（水） 日本心理臨床学会 第32回秋季大会 一般社団法人日本心理臨床学会　
TEL:03-3817-5851　http://www.ajcp.info/

31（土）～9/1（日） 第25回 全国医師会共同利用施設総会 社団法人日本医師会／公益社団法人神奈川県医師会
TEL:03-3946-2121／045-241-7000

7（土）～8（日） オプションランド国際交流協会　ユーロライツ ショーダウン
EURO LIGHTS SHOW DOWN

オプションランド国際交流協会
TEL:03-6906-7852

8（日） 第31回 神整商･神整振フェスティバル／
平成25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

8（日）～14（土） 第12回 国際コムギ遺伝学シンポジウム 公立大学法人横浜市立大学 木原生物学研究所
TEL:045-820-2404　http://www2.convention.co.jp/iwgs12/

11（水）～13（金） 第86回 日本生化学会大会 第86回 日本生化学会大会運営事務局　
TEL:06-6350-7163　http://www.aeplan.co.jp/jbs2013/

14（土）～18（水） 第12回 ヒトプロテオーム機構国際会議 HUPO2013事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL:03-3263-8695　http:hupo.org/2013/

22（日）～23（月・祝） 第18回 日本糖尿病教育・看護学会学術集会 運営準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214

26（木）～29（日） 第13回 秋のマルイビッグバザール in パシフィコ横浜 株式会社マルイ
http://www.0101.co.jp

26（木）～28（土） 第21回 国際ロータリー血液ポンプ学会（ISRBP 2013） 運営準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214　http://www.jsaoifaoisrbp2013.com/

27（金）～29（日） 第5回 国際人工臓器学術大会（IFAO 2013）／
第51回 日本人工臓器学会大会（JSAO 2013）

運営準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214　http://www.jsaoifaoisrbp2013.com/

3（木）～5（土） 第72回 日本癌学会学術総会 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214　http://www2.convention.co.jp/jca2013/

9（水）～11（金） BioJapan 2013 -World Business Forum- BioJapan事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL:03-3219-3565　http://www.ics-expo.jp/biojapan/

10（木）～12（土） 日本臨床検査自動化学会 第45回大会／臨床検査機器・試薬EXPO 2013
日本臨床検査自動化振興会 事務局
TEL:03-3818-3205

16（水）～18（金） InterOpto2013／BioOptoJapan2013／LaserTech2013／LEDジャパン2013 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/

16（水）～18（金） 第72回 日本脳神経外科学会総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318

19（土）～20（日） 第50回 日本小児アレルギー学会 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL:03-3508-1214　http://www2.convention.co.jp/jspaci50/

23（水）～25（金） FPD International 2013 FPD International事務局　
TEL:03-6811-8084　http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/

23（水）～25（金） Smart City Week 2013 Smart City Week事務局
TEL:03-6811-8084　http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/

31（木）～11/3（日） 第67回 日本臨床眼科学会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL:03-5216-5318

8（金）～9（土） 第24回 日本小児整形外科学会学術集会 第24回 日本小児整形外科学会事務局（神奈川県立こども医療センター 整形外科内）
TEL:045-711-2351　http://www.jpoa.org/

8（金）～9（土） 第35回 日本手術医学会総会 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL:03-3263-8688　http://www.c-linkage.co.jp/jaom35/

11（月）～14（木） 第18回 アジア太平洋呼吸器学会 株式会社コンベンションアカデミア　
TEL:03-5805-5261　http://www.apsr2013.jp/

15（金）～17（日） 第16回 日本腎不全看護学会学術集会・総会／
第3回 アジア腎不全看護シンポジウム

日本腎不全看護学会　
TEL:045-226-3091　http://16jann-anns2013.jtbcom.co.jp/

20（水）～22（金） Embedded Technology 2013／Electronic Design and Solution Fair 2013
Embedded Technology 運営事務局　TEL:03-3219-3563　http://www.jasa.or.jp/et/  ／
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/

24（日） 第9回 JFEスチール京浜地区OB会 総会・懇親会 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）
TEL:044-322-1123

27（水）～29（金） 2013 Microwave Workshops and Exhibition (MWE 2013) 電子情報通信学会APMC国内委員会事務局（株式会社リアルコミュニケーションズ内）
TEL:047-309-3616　http://apmc-mwe.org/

1（土） 第64回 日本救急医学会関東地方会学術集会
第51回 救急隊員学術研究会

横浜労災病院
TEL:045-474-8111

20（木）～22（土） 第86回 日本胃癌学会総会 運営事務局（株式会社プランニングウィル内）
TEL:03-6801-8084　http://www.jgca.jp/guide_gmtg.html
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第5回 アフリカ開発会議T
ティカッド

ICAD Ⅴ
ファイブ

アフリカ開発会議（T
ティカッド

ICAD）は、日本政府が国連、世界銀行などと共催する、
アフリカの開発をテーマとする国際会議です。2008年に第4回の会議が初めて
横浜で開催されました。会期中は、アフリカ各国、国際機関、欧米・アジア諸国、
民間セクター、NGOなどから、関係者が横浜に集まります。

TICAD Ⅴ ロゴ
アフリカ大陸のデザインに、第5回を意味するローマ数字のⅤを重ね合わせています。Ⅴ
の上への広がりと、Ⅴから連想されるvibrant、vigorous、vitalityといった、いずれも
「活気に満ちている」という意味を持つ言葉が、アフリカの活力と未来への希望を表現し
ています。
「赤、緑、黄」の3色は、多くのアフリカ諸国の国旗に使われており、赤は団結、黄は肥沃
な大地、緑は農業、森林などを表しています。

2013年6月1日～3日　横浜にて開催
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T
ティカッド

ICAD Ⅴ
ファイブ

 横浜開催の意義
●世界での知名度の向上
●経済効果
●市内企業の国際展開の促進
●アフリカの国々との絆を深める

アフリカン・フェア2013

TICAD Ⅴに合わせて、アフリカン・フェア
2013が開催されます。各国の産品やビジ
ネス情報などを紹介するアフリカ各国ブース
や、アフリカ・ビジネスに関心のある日本企業
の製品の展示をはじめ、セミナーやショーを
行うイベントステージ、アフリカ料理を楽しめ
るフードコートなど、さまざまなアフリカとふ
れ合い・楽しめる一大ビジネスイベントです。

2013年5月30日（木）～6月2日（日）
パシフィコ横浜展示ホール

2008年に行われた第4回アフリカ開発会議には、ア
フリカの41名の国家元首・首脳級を含む51ヵ国や、
34ヵ国のアジア・欧米諸国、74の国際機関等の代表、
民間セクターやNGOなど市民社会の代表等3,000
名以上が参加した大規模な国際会議となりました。

12月中旬より、パシフィコ横浜の施
設内の自動販売機にて先行販売中！

飲んで国際貢献！  
1本につき1円をアフリカへ寄付
はまっ子どうし THE WATER 
T
ティカッド

ICAD Ⅴ
ファイブ

 支援ボトル
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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、多くのお客さまにご利用
いただいております。
2012年10月12日、ぷかりさん橋レスキュー講習を実施しました。講習会
ではパシフィコ横浜のスタッフが、非常時のレスキュー活動について確
認し、ぷかりさん橋に備えてある自動膨張式ライフジャケット、救命浮
環、ヒービングライン、係留ロープなどを用いて実践講習を行いました。
パシフィコ横浜は、ぷかりさん橋の指定管理者として、今後も海の事
故に対する危機意識を持ち、安心安全の確保に努めてまいります。

● 電気工事
  LED・HID照明各種、CD-M、海外仕様コン
セント、変圧器・変換アダプターなど

● ネットワーク構築
  インターネット回線手配・開通、ルーター設定、
PCほか周辺機材の手配・設置など

● 映像配信システム
  CCTV網・光ファイバネットワーク網による 
フルハイビジョン中継、デジタルサイネージ

● 装飾デザイン　
 天井吊りバナー制作設置

パシフィコ横浜での展示・イベントのことなら
展示オペレーショングループにお任せください！
電気や装飾に関する有資格者が、ご相談から制作・設営まで、ワンストップで承ります。

ぷかりさん橋 レスキュー講習

問い合わせ先
パシフィコ横浜展示オペレーショングループ 
TEL：045-221-2183

救命用具のほか、落水事故など
に備え、さん橋にはレスキュー艇
（ゴムボート）を常設しています
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パシフィコ横浜では、会議・展示会・イベント・コンサートなど、年間を通して約1,000件の催事が開催されており、
国内外から約300万人の来場者が訪れています。

なかでも展示ホールは、年間約200万人が訪れる
パシフィコ横浜で最大の集客施設です。

各産業分野の展示・見本市、
医学系を中心とした学術会議・展示会、
高い集客力を有する一般向けのイベントやコンサート、
販売会や企業のプライベートイベントなど、
数多くの催事が開催されています。
ぜひ展示ホールの壁面広告をご活用ください。

パシフィコ横浜展示ホール 壁面広告のご案内

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

掲出場所
展示ホール2F コンコース



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

今号の表紙『PACIFICO』Vol.59

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

タボンは友達を連れて、横浜ランドマークタワー
69階にある展望フロア スカイガーデンにやって
きました。煌びやかな夜景が目の前一面に広が
る地上273mからの眺めは、思わず声を上げる美
しさです。眼下には、横浜ベイブリッジや美しく光
る大観覧車コスモクロック21、左手にはパシフィ
コ横浜が見えます。遠くには東京スカイツリーも
見える、人気のスポットです。

光り輝く夜景が広がる
スカイガーデンからの眺め

2013年1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）


