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奇跡のマンモス
世界初公開

2013年夏～秋ピックアップイベント
第12回 ヒトプロテオーム機構国際会議
ヨガフェスタ横浜2013　ほかPick up

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

特別展マンモス「YUKA」
3万9000年の眠りから覚めた特集
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THE FROZEN WOOLLY MAMMOTH “YUKA” from Siberian Permafrost

シベリアの永久凍土から現れた少女マンモス
3万9000年の眠りから覚めた
 「YUKA」世界初公開！

発見されたのは、シベリアの凍った土の中

2010年、シベリアの永久凍土から、全身が
ほぼ完全な状態のメスのマンモスが発掘さ
れました。推定年齢は10歳、約3万9000年
前に死んだとされる、そのマンモス「YUKA」
を冷凍保存のまま世界に先駆けて公開しま
す。会場では、マンモスと同時代に生息した
ケサイ（大型の毛深いサイ）「KOLYMA（コ
リマ）」の冷凍標本や、マンモスの骨や動物
の皮でつくられた“マンモスハウス”などの珍
しい展示が行われます。また、骨格標本や
映像を用いて、マンモスとヒトとの当時の生
活や、絶滅にいたった謎、最新のクローン研
究についても紹介します。

北極圏の沿岸、ロシア連邦・サハ共和国のユカギルの永久凍土から、マンモスの牙を探
していた“マンモスハンター”と呼ばれる人々によって発見され、後に関係者によって
「YUKA（ユカ）」と名付けられ
ました。ロシアは国土の半分以
上が永久凍土で、その厚さは
20メートルから500メートルと
言われています。地球温暖化
の影響などから凍土が溶け出
したことによって「YUKA」は
姿を現したのです。

日本日本韓国韓国中国

モンゴル

ロシア
首都ヤクーツク

サハ共和国

ユカギル

世界初公開！世界初公開！

©Utako Kikutani 2013

©MASAAKI AIHARA

奇跡の大発見！

牙や骨、体毛など、マンモスの
身体に直接さわれるコーナーが
登場！ 太古の昔、地球上に存在
したマンモスの神秘を感じよう。

マンモスに、さわってみよう
見どころ 1

身体的な特長から絶滅の謎まで、マンモスの秘
密にせまる最新の研究成果を紹介します。当時の
ヒトが生活に用いた骨角器や、“マンモスハウス”
の復元など、貴重な展示物、約150点がやってき
ます！

マンモス展示の決定版
見どころ 2

©Utako Kikutani 2013©Utako Kikutani 2013

発掘されたメスのマンモスは、全長約3メー
トルで、身体には細かい皺が刻まれたゴワゴ
ワした皮膚と、部分的に硬い毛が残っていま
した。また、目の穴や内蔵、足の裏、とくに脳
が大変よい状態であったため、マンモスの
生態の解明につながる貴重な発見とされて
います。

マンモス「YUKA」とは？

ユカ
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どんな生活をしていたの？

A
Q

草食動物で、主に酷寒地に生える“マンモス・ステップ”
と呼ばれる草原の草を食べていました。1日に100キロ
以上も食べるため、起きている時間のほとんどを餌探
しに使い、群れで移動していました。

マンモスって、どんな生き物？

A
Q

象の祖先が進化した生き物で、大きさはアフリカ象とほ
ぼ同じ。寿命はヒトと同じくらいだったそうです。フサフ
サの毛に覆われ、長い牙は雪をかき分けたり、氷を割
る時に使われました。

どこに住んでいたの？

A
Q

氷河期に当時のヨーロッパ、アジア、北アメリカ、アフリ
カのあたりに広く住んでいました。一部の種は寒冷地
に対応した進化をとげました。

なぜ絶滅したの？

A
Q

姿を消したのは約1万年前といわれています。現在、
研究が進められていますが、人間の狩猟活動による
大量捕獲で滅んだという説や、気候の温暖化に伴い
餌がなくなり、絶滅したという説などがあります。

マンモスや古代動物と生きた、古代の人々

マンモスとの大きさの対比

ヒトが誕生したのは約200万年前、マンモスが出現したの
は約25万年前と言われています。ヒトとマンモスは、それ
ぞれ別々の場所で進化と移動を続け、やがてシベリアや
ヨーロッパ北部で出会いました。約1～4万年前に生きて
いた旧石器時代人の遺跡からは、多くのマンモスの骨や
牙が発見されています。これらは住居や道具の材料とし
て、当時の生活の中で活用されました。またマンモスと同
時期に生息したケサイや馬、トナカイ、バイソンなども、さま
ざまな目的のために捕獲されていたようです。

特別展 マンモス「YUKA（ユカ）」
シベリアの永久凍土から現れた少女マンモス

開催： 2013年7月13日（土）～9月16日（月・祝） 展示ホールA
 9:00～17:00（水・金は19:30まで）
 ※会期中無休。入館は閉館の30分前まで

料金 ：一般2,200円 ／ 前売券1,800円
 小・中学生1,200円 ／ 前売券900円
 ※お得な前売券、発売中（7/12まで）

 ハローダイヤル
 03-5777-8600　  http://yuka2013.com/

展示ホール 参加対象

YUKA割
「ゆか」「ゆかり」「ゆうか」「ゆたか」など

性別を問わず、名字を除く下の名前に「ゆ」と「か」の両方の文字がある方を
対象とした、お得な特典「YUKA割」があります。

当日券のみ ： 一般：1,000円／小・中学生：500円
※ 会場のチケット売り場で、名前の読み方を証明できるものをご提示ください
※ほかの割引との併用はできません
※会期中、何度でもご利用になれます

主　　催 ：	読売新聞社、日本テレビ、ＢＳ日テレ、ぴあ
後　　援 ：	外務省、在日ロシア連邦大使館、神奈川県、横浜市、神奈川県教育委員会、
	 千葉県教育委員会、埼玉県教育委員会、横浜市教育委員会
協　　賛 ： 損保ジャパン
特別協力 ：	神奈川県立生命の星・地球博物館
協　　力 ：	ロシア連邦サハ共和国
企画協力 ：	ネイチャーネットワーク

犬
体高約0.5メートル

人間
身長約1.7メートル

路線バス
高さ約3.2メートル

アフリカゾウ
体高約3～3.8メートル

マンモス
体高約4メートル

馬
体高約1.6メートル

マンモスについて、もっと知りたい！ コーナーAQ&

マンモスと同時代に生きたケサイの冷凍標本も登場！
©MASAAKI AIHARA

旧石器時代に、マンモスの牙を使っ
て作られた道具を展示
©MASAAKI AIHARA

※マンモスの大きさは種類により異なります
天然の冷凍庫で保管されている「YUKA」
©Cold Community and Yukagir Community 
Photo by Evgenia Arbugaeva

特典
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夢がいっぱいの『ちゃお』ワールド
ちゃおガールグランプリも決定！

ルフィたち麦わらの一味がやってくる！
横浜だけのスペシャルな4日間

CIAO Summer Festival 2013

ONE PIECE GRAND ARENA TOUR SPECIAL EDITION in YOKOHAMA

ちゃおサマーフェスティバル2013

ワンピース グランドアリーナツアー
スペシャルエディション in 横浜

全国を巡る大型イベント『ワンピースグランドアリーナツアー』が、圧
倒的スケールでついに横浜へ！ 「麦わらの一味」の声優による
トークショーや、ゲストアーティストによるライブなど、横浜だけの特
別なステージイベントが加わった“スペシャルエディション”で開催さ
れます。ルフィとシャンクスの冒険の始まりを再現したジオラマや、
ローとスモーカーなどの等身大キャラクターが数々登場。旅立ち
から現在まで、600話を超えるルフィたちの冒険を追体験しよう！

1999年から放映されているアニメは、日本を代表するロングラン作品のひとつ。 
アニメ「ワンピース」の世界観をおもいっきり楽しもう！

人気のコミック誌『ちゃお』のサマーイベントに出かけよう！ 豪華
な作家陣が講師を務める「まんが講座」やサイン会（要事前応
募）、編集部ブースなど、楽しい内容が盛りだくさんです。イベン
トステージでは、注目の「ちゃおガール
2013」グランプリが決定！ メーカーブース
では、最新のアイテムやゲームを体験でき
ます。このほか、本イベントのために描き
下ろされた色紙や原画などが多数展示
され、会場限定のオリジナルグッズも販売
されます。夏休みは『ちゃおサマーフェス
ティバル』で、1日たっぷり遊んじゃおう！

ちゃおサマーフェスティバル2013

開催： 2013年8月17日（土）～8月18日（日）
 9：00～16：00
料金：  無料

 ちゃおサマーフェスティバル事務局
 03-3289-2640　  http://www.shogakukan.co.jp/pr/summerfes/

参加対象展示ホール

大人気の『ちび☆
デビ！』ほか、『ちゃ
お』誌面のキャラク
ターたちが大集合！
©篠塚ひろむ／小学館

ワンピース グランドアリーナツアー
スペシャルエディション in 横浜

開催： 2013年9月13日（金）～9月16日（月・祝）  
 9：30～17：00（入場は16：30まで）
料金： 大人（高校生以上）3,300円 ／ 前売券3,000円
 こども（3歳～中学生）2,000円 ／ 前売券1,800円
 ※2歳以下無料　※お得な前売券、発売中（9/12まで)

 事務局
 03-3567-2219 （平日10：00～17：00）　  http://opga.jp

参加対象展示ホール

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
※写真と展示内容が異なる場合がございます
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イネ、トウモロコシと並び、世界3大穀物の1つであるコムギ。多くの
食品の主原料であり、地球規模での人口増加が続くなかで、コムギ
の生産性の向上や品質改良は極
めて重要な課題となっています。そ
んなコムギの遺伝学をテーマに、
約40の国と地域から研究者が集
まり、最新の研究成果を発表する
唯一の国際シンポジウムです。

世界を魅了するソプラノの歌姫
3年ぶり、待望の日本公演

個性あふれる欧州車がずらり
カスタマイズド・カーの祭典

世界的に重要な穀物、コムギの遺伝
進化の解明や品質改良を目指して

日本初開催！	世界から研究者が集う
タンパク質の解析に関する国際会議

藤井フミヤ、デビュー30年の軌跡
「青春」ツアーが横浜からスタート

10周年を迎えて、より盛大に
日本最大級のヨガ・イベント

7/7（日） 9/7（土）~9/8（日）

9/8（日）~9/14（土） 9/14（土）~9/18（水）

9/21（土）~9/22（日） 9/21（土）~9/23（月・祝）

サラ・ブライトマン コンサート HOT EURO CAR SHOWDOWN 2013 in YOKOHAMA

第12回 国際コムギ遺伝学シンポジウム 第12回 ヒトプロテオーム機構国際会議（HUPO 2013）

藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.1 青春 ヨガフェスタ横浜2013

 ウドー音楽事務所
 03-3402-5999　  http://udo.jp/Artists/SarahBrightman/

 NPO法人オプションランド国際交流協会
 03-6906-7852

 公立大学法人横浜市立大学 木原生物学研究所
 045-820-2401　  http://www2.convention.co.jp/iwgs12/

 HUPO 2013運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
 03-3263-8695　  http://www.hupo2013.com/

 ホットスタッフ･プロモーション
 03-5720-9999　  http://www.red-hot.ne.jp/

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

クラシック、ポップスといったジャンルを超
越した美しいソプラノで、全世界から支持
されているサラ・ブライトマンが、2013年
1月発表の最新アルバム『ドリームチェイ
サー（夢追い人）』をフィーチャーしたワー
ルドツアーで横浜へ！ 新作からの楽曲を
中心に、過去最大規模のスケールで開
催される3年ぶりの来日公演です。

日本初となるユーロカーのセグメントA.B.C.Dクラス限定イベント。
アルファロメオ、フォルクスワーゲン、ルノー、MINI、フィアット、
プジョーなどの人気の欧州車が、個性
的にドレスアップされて多数展示されま
す。また、さまざまなグッズやパーツの販
売や、イメージガールのコンテストなど、
ユーロカーのファンならずとも楽しめるイ
ベントです。

「タンパク質の集団」を意味するプロテオーム。プロテオーム解析は
新薬や病気の治療法の開発などに大きく関与し、ポストゲノム研究
としても注目されています。日本では
2002年に田中耕一氏がノーベル
化学賞を受賞するなど、大きな成果
を上げています。日本初開催となる
本国際会議には、40ヵ国以上から

トップレベルの研究者が集います。

デビュー30周年＆ソロデビュー20周年の
ダブルアニバーサリーを迎える藤井フミヤが、
デビュー記念日である９月21日、パシフィコ横
浜から全国ツアーをスタートします。「青春」
というツアータイトルにふさわしく、バンド時代
の曲を豊富にラインナップしたプログラムで、
会場が“あの頃”にタイムスリップします。

3万人を超えるヨガファンが集う祭典。10周年を迎える今年は会場
が拡大され、内容もさらに充実してスケールアップ。国内外のトップ
レベルの指導者から、レッスンを受
けるチャンスです。また本イベントな
らではの屋外会場、隣接する臨港
パークで海風を感じながら行うヨガ
は最高！ 予約不要の初心者レッス
ンや、グッズ販売などもあります。

※ 有料レッスンのみ要事前申込。空きのある
レッスンは当日券の販売あり

屋外
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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
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
http://www.congre.co.jp/jssbji36/

ー

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/

無料

7（日） サラ・ブライトマン コンサート Pickup!
P.5

ウドー音楽事務所
TEL：03-3402-5999
http://udo.jp/Artists/SarahBrightman/

S席15,000円
A席14,000円
B席13,000円
（全席指定）

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/

有料

8（月） 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/

ー

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/

17,000円

10（水） 第12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/

ー

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/

33,000円

13（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

（当日開催可否 TEL：0180-99-3355）
http://www.recycler.org/

無料
（出店参加有料） 屋外

13（土）～14（日） 神奈川ウェルディングフェスタ 2013 マツモト産業株式会社
TEL：045-931-7745 無料

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
http://www.higherbrain.gr.jp/

有料

13（土）～9/16（月・祝）
特別展 マンモス「YUKA（ユカ）」
シベリアの永久凍土から現れた少女マンモス

Pickup!
P.2

ハローダイヤル
TEL：03-5777-8600
http://yuka2013.com/

一般2,200円  
小・中学生1,200円

14（日）～15（月・祝）
レッツゴー！ 夏休み！
TEENTOP SUMMER SPECIAL CONCERT

Mdash（バッドニュース）
TEL：03-6416-1515
http://www.teentop.jp/

9,450円

14（日）～16（火） 第49回 日本周産期・新生児医学会学術集会
第49回学術集会運営事務局

（株式会社MAコンベンションコンサルティング内）
TEL：03-5275-1191
http://jspnm49.umin.jp/

ー

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

…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（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/

無料

16（火） マイナビ進学フェスタ
株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4416
http://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/festa/

無料

17（水）～18（木） 盛和塾 第21回世界大会
盛和塾本部事務局
TEL：075-604-6050
http://www.seiwajyuku.gr.jp/

ー

18（木）
平成25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（土）～21（日） サマーコンファレンス2013
公益社団法人日本青年会議所
サマーコンファレンス2013大会事務局
TEL：045-228-8080
http://www.summerconference.jp/

無料（一般）

屋外

20（土）～21（日） 第6回 透析液安全管理責任者セミナー 公益社団法人日本臨床工学技士会
http://www.ja-ces.or.jp/

15,000円
～30,000円

23（火）～24（水）
第5回 持続可能なアジア太平洋に関する
国際フォーラム（ISAP2013）

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
TEL：046-855-3700
http://www.iges.or.jp/jp/

無料

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 無料

26（金）～27（土）
ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2013
～探しに行こう！暮らしに活きるリハビリテーション～

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

28（日） 全国国公立・有名私大相談会 2013 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

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 無料

2（金） ネスレ日本株式会社 創業100周年の集い ネスレ日本株式会社
TEL：078-230-7477 無料

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/

40,000円

3（土）
公開第12回 
かながわ乳がん市民フォーラム

乳がん市民フォーラム事務局
TEL：0120-330-583
http://www.kbcts.gr.jp/

無料

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

7,000

5,775

129

3（土）～4（日） フェニフェス2013
株式会社DACOS
TEL：04-7110-0601
http://dacos.jp/

無料
（大会出場は有料）

4（日） THE IDOLM@STER
8th ANNIVERSARY HOP!STEP!!FESTIV@L!!!

インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878

8,500円
（全席指定）

6（火） ジャストカット 2013
株式会社きくや美粧堂
TEL：03-3496-6755
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp

2,100円

11（日） 第45回 全国保育団体合同研究集会
第45回全国保育団体合同研究集会実行委員会
TEL：03-6265-3171
http://www.hoiku-zenhoren.org/gouken/

ー

12（月）～18（日）
World Computer Chess Championship2013／
Brain & Mind-Sports Computer Olympiad 2013

日本頭脳スポーツ協会
TEL：03-6280-8236
http://mind-sports.jp/

無料

14（水）～18（日）
日本頭脳スポーツ協会 
国際頭脳スポーツフェスティバル2013

日本頭脳スポーツ協会
TEL：03-6280-8236
http://mind-sports.jp/

無料

16（金）～17（土） 第6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
（横浜アーチスト内）
TEL：045-681-3731
http://www.pacifico.co.jp/

無料 屋外

17（土）～18（日） ちゃおサマーフェスティバル2013 Pickup!
P.4

ちゃおサマーフェスティバル事務局
TEL：03-3289-2640
http://www.shogakukan.co.jp/pr/summerfes/

無料

18（日） Please！ 10th Anniversary Final Event インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878
http://www.please10th-anniv.com/

6,800円
（全席指定）

19（月） 第6回 日本高校ダンス部選手権 全国決勝大会
DANCE STADIUM 大会事務局
TEL：06-6110-2222
http://dancestadium.com/

有料

21（水）～23（金）
CEDEC 2013
（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2013）

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/

1,000円
～35,000円

23（金） Seventeen 夏の学園祭2013 株式会社集英社
http://r.hpplus.jp/st/gakuensai ー

24（土）～25（日） 高見沢俊彦　SOLO PROJECT 2013
SOGO TOKYO
TEL：03-3405-9999
http://www.takamizawa.com/

一般6,800円
学割5,800円
（全席指定）
※6歳以上有料

25（日）～28（水） 日本心理臨床学会 第32回秋季大会
日本心理臨床学会事務局
TEL：03-3817-5851
http://www.ajcp.info/

ー

月
8

※主催者の都合によりキャンセルとなりました

※主催者の都合によりキャンセルとなりました
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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

…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。

■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

31（土） ライフバンテージ エリートアカデミー横浜
ライフバンテージジャパン
http://www.lifevantage.jp/events/upcoming-
events/eliteacademyticket/

Lチケット（指定席／前方）
7,000円

Vチケット（自由席／後方）
6,500円

31（土） 日本超音波医学会 超音波診断講習会
一般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

31（土）～9/1（日） 第25回 全国医師会共同利用施設総会
公益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

無料

3（火）～4（水）
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（土）～8（日）
HOT EURO CAR SHOWDOWN 
2013 in YOKOHAMA

Pickup!
P.5

NPO法人オプションランド国際交流協会
TEL：03-6906-7852 2,000円

7（土）～8（日） 第16回 日本IVF学会
日本IVF学会
TEL：06-6534-8824
http://www.ivf-et.net/16/

医師28,000円
一般18,000円
（会員のみ
事前登録可）

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 無料

8（日）～14（土） 第12回 国際コムギ遺伝学シンポジウム Pickup!
P.5

	 公立大学法人横浜市立大学 木原生物学研究所
TEL：045-820-2401
http://www2.convention.co.jp/iwgs12/

85,000円
（早期登録75,000円）

11（水）～13（金） 第86回 日本生化学会大会
運営事務局（株式会社エー・イー企画内）
TEL：06-6350-7163　
http://www.aeplan.co.jp/jbs2013/

3,000円
～12,000円

13（金）～16（月・祝）
ワンピース グランドアリーナツアー
スペシャルエディション in 横浜

Pickup!
P.4

事務局
TEL：03-3567-2219
http://opga.jp

P4参照

14（土）～18（水）
第12回 ヒトプロテオーム機構国際会議

（HUPO 2013）
Pickup!

P.5

HUPO 2013運営事務局
（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL：03-3263-8695
http://www.hupo2013.com/

有料

17（火） 第20回 改善実践リーダー集会
株式会社ペック協会 （PEC協会）
TEL：058-397-2531
http://www.pec.bz/kaizen/

有料

21（土）～22（日）
藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR  
vol.1 青春

Pickup!
P.5

ホットスタッフ･プロモーション
TEL：03-5720-9999
http://www.red-hot.ne.jp/

7,500円

21（土）～23（月・祝） ヨガフェスタ横浜2013 Pickup!
P.5

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

無料
（有料レッスンあり）

屋外

月
8

月
9
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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
fdfce9fdfce9

Ⅰ

fdfce9

Ⅰ

Ⅱ

22（日）～23（月・祝） 第18回 日本糖尿病教育・看護学会学術集会
	
	

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
http://www2.convention.co.jp/jaden18/

4,000円
～12,000円

23（月・祝） 大学進学フェスタ2013 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

26（木）～28（土）
第21回 国際ロータリー血液ポンプ学会大会

（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/isrbp_en/

HP参照

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

HP参照

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

エポスカスタマーセンター
TEL：03-3383-0101 無料

27（金）～28（土） 第14回 日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会
北里大学 医学部 内分泌代謝内科学
TEL：042-778-8706
http://www.ibmd.jp/jes-kanto14/

ー

28（土）～29（日） ハックドラッグ 健康と美の祭典2013 in かながわ
tvk（テレビ神奈川）事業部
TEL：045-651-1873
http://kenbisai.jp/

無料

29（日）
私学・私塾フェア2013 
神奈川・東京私立中高進学相談会

一般社団法人かながわ民間教育協会
TEL：045-364-3319
http://www.kmkk.or.jp/

無料

3（木）～5（土） 第72回 日本癌学会学術総会
10/5

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/

ー

6（日）～7（月） 第47回 全国研・南関東支部横浜大会
一般社団法人日本経営士会
TEL：03-3239-0691
http://www.keieishikai.com/

一般無料
会員20,000円

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/

一般5,000円
マッチングメンバー
登録料50,000円

10（木）～12（土）
JACLaS EXPO 2013
- 臨床検査機器・試薬・システム展示会 -

日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会
TEL：03-3830-0920
http://jaclas.or.jp/exhibitions/

無料

10（木）～12（土） 日本臨床検査自動化学会 第45回大会
日本臨床検査自動化学会事務局
TEL：03-3813-6635
http://www.jscla.com/

8,000円

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

…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。

12（土）
一般社団法人保険代理店協議会 
横浜セミナー 2013

一般社団法人保険代理店協議会（ほけんの
窓口グループ株式会社 事務企画部内）
TEL：03-5464-2397

ー

13（日） 2013 私立高校入試相談会 株式会社臨海セミナー入試情報センター
TEL：045-451-5148 無料

16（水）～18（金）
InterOpto 2013／BioOpto Japan 2013／
LaserTech 2013／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/

2,000円
（事前登録者

無料）

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
http://www.jns2013.jp/

20,000円

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/

2,000円
～12,000円

23（水）～25（金） Smart City Week 2013
Smart City Week 事務局
TEL：03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/2012/

無料

23（水）～25（金）
FPD International 2013／タッチパネル 2013／
プリンテッドエレクトロニクス 2013／OLED 2013

FPD International 事務局
TEL：03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/ 

無料

27（日） 2013高橋佳子講演会
高橋佳子講演会実行委員会
TEL：050-3535-0515
http://keikotakahashi-lecture.jp/

3,000円

27（日）
たまひよ ファミリーパーク／
こどもちゃれんじ おやこパーク

	 たまひよホットライン
TEL：0120-68-0145 無料

28（月）～29（火）
文部科学省 天然物ケミカルバイオロジー 
第2回国際シンポジウム

東北大学大学院理学研究科
TEL：022-795-6557
http://chembiochem.jp/

無料
（懇親会のみ

会費あり）

28（月）～29（火）
IDFワールドデイリーサミット2013

（酪農乳業関係国際会議）

サミット運営オフィス
（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3541
http://www.wds2013.com/jpn/

有料

29（火）～31（木）
第15回 図書館総合展／
学術情報オープンサミット2013

図書館総合展運営委員会
TEL：03-3357-1462 無料

31（木）～11/3（日） 第67回 日本臨床眼科学会
11/3

運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/ringan2013/

10,000円
～25,000円

月
10
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第18回世界肺癌学会（2017年秋予定）の横浜開催が、同学会国際本部理事
からの高い支持を得て、2013年4月に決定しました。5月21日には、大会長となる
淺村尚生教授（独立行政法人国立がん研究センター中央病院 副院長）、国
内準備委員会の坪井正博准教授（横浜市立大学医学部 外科治療学教室）、
林文子横浜市長による合同記者会見が開かれました。
決定に至るまでの間には国際本部による数回にわたる視察が行われました。これ
まで多くの国際会議を成功させてきた経験の蓄積と熱意を、当社を含めた関係
者が一致団結して全力でアピールしたことが、今回の誘致成功につながりました。
本大会では、世界各国から6,000人もの研究者が集まり、約1週間にわたり最新
の研究成果が発表される予定です。

アフリカ51ヵ国の国家元首・首脳級を含む代表や、アジア・欧米諸国
の代表・国際機関などをお迎えし、6月1日から3日間にわたって開
催された第5回アフリカ
開発会議（TICAD V） 
が無事終了しました。
会場としてのスムーズ
な運営へのサポートや
市を挙げてのおもてな
しは、5年前の第4回
大会同様高い評価を
いただきました。これ
も、ひとえに皆さまのご
協力の賜物であり、こ
の場をお借りして感謝
申し上げます。

当社営業部 武澤桂一が、会議運営のプロフェッ
ショナルとしての国際認証「CMP」（Certified 
Meeting Professional）を取得しました。
これは、アメリカのMICE業界団体CIC（Convention 
Industry Council）公
認の資格制度で、日本
での取得者は8名のみ。
MICE施設のスタッフと
しては日本初です。
世界規準のサービスを
提供するパシフィコ横浜
で、ぜひ皆さまのMICE
を成功させてください。

誘致成功! 『世界肺癌学会』開催決定

『第5回 アフリカ開発会議』 閉幕 パシフィコ横浜社員が
国際認証「CMP」を取得！
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パシフィコ横浜では、廃棄物を8種に分別して回収
し、リサイクルを実施しています。お客さまアンケー
トのご意見を参考に、5月からパブリックスペースの
ごみ箱表示をよりわかりやすくしました。また、清掃
スタッフの数年
間にわたるデー
タの蓄積や経
験をもとに、場
所に合わせて
ごみ箱の種類
や数を変えて
設置。これから
もごみの分別に
ご協力をお願
いいたします。

ごみの分別を
よりわかりやすく

この夏のビッグイベント、『特別展マンモス「YUKA」』
がもっと楽しくなる！ パシフィコ横浜施設内レストラン
では、マンモス展にちなんだ特別メニューをご用意。
マンモスメニューで盛り上がってから会場へ向かう
もよし、「YUKA」を見た後に味わうもよし。楽しい
メニューをぜひご賞味ください。

マンモス展 
特別メニューを楽しもう！

第6回 みなとみらい大盆踊り

2013年8月16日（金）  17：30-20：30
　　　　8月17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
TEL：045-681-3731（事務局：横浜アーチスト）

今年も、夏の風物詩「みなとみらい大盆踊り」が開催されます。
会場には本格的なやぐらが組まれ、 縁日やビアガーデンのほ
か、みなとみらいの3ホテルによる恒例のカレーバトルも。ライト
アップされた横
浜ベイブリッジを
一望でき、心地
よい海風に吹か
れる盆踊りはみ
なとみらいなら
では。ぜひ夏の
ひとときをお楽し
みください。

新ごみ箱サイン

マンモスパフェ

肉巻きおにぎり棒マンモスグリル！！ICEマンモス
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4月にホテル内のお弁当工房が拡張されました。
パシフィコ横浜で提供されるすべての「ホテル特
製弁当」はこの工房で用意され、できたての状
態で会場へ運ばれます。
万全の衛生管理体制のもと、大勢のお客さまが
参加される大型会議や催事に、これまで以上に
対応出来るようになりました。また、お客さまアン
ケートでご希望の多かった1,500円、1,100円の
新価格もラインナップ。ご
提供時間は夜19時まで、
また当日の催事状況に
よって、最大2,500個まで
の手配が可能です。
厳選食材でつくるホテル
ならではの趣向を凝らし
た特製弁当を、ぜひご
賞味ください。

ケータリングサービスが
ますます充実

会議や展示会、コンサートの合間にロビーでネット検索やメールチェックをしたい…。
そんなときにご利用いただけるパブリックスペースのWi-Fi（無線LAN）を強化し
ました。集中アクセスによるつながりにくさを解消するとともに、今までつながらな
かった一部のロビーやコンコースでもアクセスできるようになりました。パブリックス
ペースなので、会議や展示会本番の妨げにならないのもポイントです。これから
もパシフィコ横浜はお客さまのニーズを考えたサービスをご提案してまいります。

パブリックスペースのWi-Fiを強化

パブリックスペースのWi-Fi環境や、催事用の仮設ネットワークを
利用して参加者がWebにアクセスする際、ブラウザの初期画面
に任意のWebサイトを表示できるサービスを始めました。
学会・大会・展示会ホームページが初期画面に表示されることによ
り、参加者は大会プログラムや資料へのダイレクトアクセスが可能
となります。主催者にとっても参加者へ伝えたい情報を直接届け
ることのできるサービスです。ぜひ、ご活用ください。

ホームページリダイレクトを商品化しました

問い合わせ先：パシフィコ横浜営業部  TEL：045-221-2121

スマートフォンで接続した場合

パスワードを入力 Wi-Fiへの接続を
確認

Webを立ち上げると設
定した任意のホーム
ページが表示されます
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大型イベントを地域全体で盛り上げるフラッグ・横断幕。広告としてもご利用いただ
けることをご存知でしたか？ 7月から1年間にわたり掲出基準などが緩和され、さら
にご利用いただきやすくなります。この機会にぜひ広告フラッグ・横断幕の掲出を
ご検討ください。

7月からの変更内容
❶	デザイン審査基準の緩和
❷	短期掲出の受け入れ
❸	一部エリアの広告料値下げ

みなとみらい21地区
広告フラッグ・横断幕が掲出しやすく！

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.pacifico.co.jp/press/flags.html



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

横浜ベイホテル東急

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

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

編集発行／株式会社横浜国際平和会議場
2013年7月1日発行（季刊・年4回） 表紙 ： 河田久雄

今号から表紙を飾るのは、人気ミュージ
シャンのアルバムジャケットなどを数多く手
がけてきた、河田久雄氏の描き下ろし作
品。第一弾は、パシフィコ横浜の海側に
あり、緑の屋根や時計台、レトロな外観
が人気の海上レストランが見える『ぷかり
さん橋』を、開放感と温かみのある画風で
描いています。次号以降も、お楽しみに！

大滝詠一、松岡直也など、ミュージシャンのアルバムジャケットを数多く手がける

新シリーズ第一弾は
青い空と海が美しい『ぷかりさん橋』

『PACIFICO』表紙がリニューアル！

イラストレーター  河田久雄  Hisao Kawada
武蔵野美術短期大学芸能デザイン科卒業。1995年、第37回ソサエティ オブ イラストレー
ターズ国際部門入選。1981年にアメリカ大陸を横断した経験などから、ウエストコースト風
の風景画に特徴があり、なかでも建築物を得意なテーマのひとつとしている。

Profoile




