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酪農乳業の
明日をつくる

2013年秋～冬ピックアップイベント
Smart City Week 2013
第15回 図書館総合展／学術情報オープンサミット2013　ほかPick up

イベントカレンダー 10月～2014年1月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

IDF ワールドデイリーサミット2013
酪農乳業の世界会議開催！特集



私たちの毎日の生活に欠かせない牛乳や乳製品。
実は世界全体でみると消費量は増加、原乳は不足
しています。
また日本では、少子高齢化などで消費人口が減少
し、かつ輸入飼料の高騰や設備投資の問題などで
経営の厳しさから、酪農家が年々減少しています。
そのような現状を踏まえ、世界レベルで酪農乳業の
発展を目指す『IDF ワールドデイリーサミット2013』
が、開催されることになりました。

海外では「乳製品＝太る」という認識がある中で、日本の「和食
文化＋牛乳」の組み合せは、太らずにバランスよく栄養が得られ
る優れた食べ方として、世界的に注目されつつあります。特に日
本では乳製品を摂取することで、高齢者の免疫力を維持する
効果などを医学的に立証しており、日本での開催は、それらの
研究成果を世界に向けて発表するチャンスとなります。また、日
本において、稲作と同じように重要な産業である酪農乳業の関
係者が一堂に集まり、グローバルな視点で共通課題について考
えることは、日本の酪農乳業の発展にとって貴重な機会であると
して期待されています。

酪農乳業の明日をつくる

ＩＤＦ ワールドデイリー
サミット２０１３

IDF ワールドデイリーサミット2013

開催： 2013年10月28日(月)～10月29日(火)
 28日 13:00～18:00 （歓迎レセプション 19:00～）
 29日 8:40～17:35
料金：  有料

 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）
 03-3219-3541　  http://www.wds2013.com/jpn/ 

参加対象アネックスホール

1903年、ベルギー・ブリュッセルで設立された酪農乳業界を代
表する世界唯一の団体。『IDF』が年１回開催する“世界の乳
の祭典”と呼ばれる国際会議が、『IDFワールドデイリーサミッ
ト』です。世界中の50を超える国々から1000人を超える人々が
集い、世界的に不足しつつある乳製品の供給方法や、国・地
域によって経営的に成り立つ酪農家の成功事例など、国際社
会における共通課題や、乳・乳製品の栄養的価値、品質と安
全について話し合います。

『国際酪農連盟（IDF）』って
どんな団体？

日本で開催される意義は？

横浜はミルクゆかりの地
1863年、オランダ人から飼育や搾乳の技術を学んだ日本人
が、横浜に牧場をつくり、初めて牛乳の製造・販売を行いまし
た。横浜市内の酪農家は年々、減少していますが、今も600
頭以上の乳牛が飼育されているそうです。また1869年に
は、日本で初めて、「あいすくりん」と呼ばれるアイスクリーム
が馬車道で製造・販売されました。ハイカラな街、横浜はミル
クゆかりの地でもありました。

T O P I C

牛乳の再確認〜母なる大地からの贈り物〜

IDF World Dairy Summit 2013

POINTPOINT POINTPOINT

※  上記日程はパシフィコ横浜にて開催。
 サミット全開催期間は10月28日（月）〜11月1日（金）2 PACIFICO 62号 2013年10月1日発行



新しい味と魅力を発見する！
全国各地の牛乳＆乳製品の展示会

再生医療、創薬、機能性食品…
アジア最大級のバイオ産業総合展

Japan Milk Collection 2013

BioJapan 2013 World Business Forum

生物学と技術が合体したバイオテクノロジーは、生物の持つ働
きを利用し、さまざまな分野で役立たせる技術。環境、燃料、医
療、食品など、多くの産業で脚光を浴びています。バイオ産業に
おいてアジア最大級となるこの展示会は、世界中から700社以
上が参加。国内外の製薬企業や大学、ベンチャー企業のほか、
ドイツ、ベルギーなどの国家プロジェクトによるパビリオンも出展し
ます。150を超える主催者セミナーやプレゼンテーションを開催
し、最新研究のトレンドや情報を公開。注目の「再生医療の産業
化」に関するシンポジウムや展示も予定しています。

15回目を迎える今年は、世界25ヵ国・地域を超える700社以上の企業が参加。バイ
オ関連の最新研究のトレンドや情報を紹介します

『ジャパンミルクコレクション』は、100に及ぶ出展者と3,000人もの
多種多様な専門バイヤーやフードサービス関係者が商談を行
う、国内最大の牛乳・乳製品の展示・商談会です。北は北海道
から南は九州まで、ユニークなコンセプトを持つもの、地域特性
を活かしたものなど、こだわりの乳製品が集合！　出展商品は牛
乳はもちろんヨーグルト、プリン、チーズ、アイスクリームや洋菓子
などバラエティに富んでいます。また、乳製品を使った楽しいメ
ニューの提案や、日本全国から出品されたナチュラルチーズの
クオリティを競う「ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト」も
開催されます。

世界の中でも高い品質を誇る、日本の
牛乳と乳製品。全国各地の自慢の乳
製品と、おいしさを求めるプロが出合う
場所です

BioJapan 2013 World Business Forum

開催： 2013年10月9日（水）～2013年10月11日（金）
料金：  一般5,000円（事前登録者は無料）
 マッチングメンバー登録料50,000円

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

アネックスホール展示ホール 参加対象

Japan Milk Collection 2013

開催： 2013年10月30日(水)

 Japan Milk Collection 2013事務局
 03-3545-5288　  http://www.j-milk.jp/jmc2013/

アネックスホール展示ホール 参加対象
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Pickup Events

中華街大通り中央

図書館を使う人、図書館に関わる仕事をしている人が中心となり、
“図書館の今後”について考えるイベントです。「人が集う場所のつく
り方」や「まちづくりと図書館」「図
書館へのおすすめ本」など、図書
館を中心に出版・流通、教育、電
子書籍、電子図書館などの各分
野から多彩な展示と90以上の
フォーラムを開催。新たな読書空
間の構築につなげます。

がん治療のさらなる向上へ
日本のがん研究者が集う学術集会

10/3（木）~10/5（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）
 03-3508-1214　  http://www2.convention.co.jp/jca2013/

今や日本人の2人に1人が罹患し、ますます
増え続けるといわれているがん。しかし近年
ではがん研究が飛躍的に進歩し、優れた新
規抗がん剤の開発により、予後が大きく改
善されたがんは少なくありません。総会では
日本の研究者が一堂に集まり、「がん患者
の希望につながるがん研究」をテーマに研
究発表と議論を通じて、さらなるがん治療の
向上を目指します。

新たな読書空間の構築へ向けて
「これからの図書館」を考える

10/29（火）~10/31（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
 03-3357-1462　  http://2013.libraryfair.jp/

継続する未知・未踏の挑戦
現代社会と脳神経外科医療を考える

10/16（水）~10/18（金）

日本脳神経外科学会第72回学術総会

 運営事務局（株式会社コングレ内）
 03-5216-5318　  http://www.jns2013.jp/

1948年の第1回総会以来、常に脳神経外科の分野で挑戦を続け
てきた日本脳神経外科学会。今年は、「未知・未踏／新しい社会へ
の挑戦」をテーマに、「日本の社会
と医療の行方」「ボーダーレス化す
る医療圏と広がる格差」など、変動
する社会と脳神経外科医療の関わ
りを考える特別企画を開催。基礎
から最先端まで網羅する各分野の
シンポジウムやセミナーを行います。

市民が主役のスマートシティ構想
横浜から世界に向けて発信

10/23（水）~10/25（金）

Smart City week 2013

 日経BP社 Smart City Week 事務局
 03-6811-8084　  http://scw.nikkeibp.co.jp/2013/

太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーを効率よく使い、環
境負荷を抑える次世代環境都市『スマートシティ』に関する展示会
と国際会議です。第3回を迎える
今年は『シティ・イノベーション』を
テーマに、市民の生活の質を向上
させるサービスにフォーカスし、国
内外の知見を集結した展示やセミ
ナーを開催。世界へ向けて情報を
発信します。

4 PACIFICO 62号 2013年10月1日発行



Pickup Events

エレクトロニクス産業に欠かせない半導体設計では、省電力設計、
ノイズ設計などにおいてシステム全体の最適化が重要視され、新し
い技術の開拓や最適化の手法の
見直しが必要となっています。展
示会では、「開け！ 未来への扉」を
テーマに、半導体設計に関わる展
示とセミナーを展開。ハードウェア
からソフトウェア開発まで最新の技
術と情報を発信します。

日本がリーダーシップを担う
アジア・太平洋地域の呼吸器学術集会

11/11（月）~11/14（木）

第18回 アジア太平洋呼吸器学会 （APSR2013）

 APSR2013運営事務局
 03-5805-5261　  http://www.apsr2013.jp/

かぜやインフルエンザなどの感染症から腫瘍、呼吸不全まで、幅広
い疾患に携わる呼吸器領域。日本呼吸器学会がリーダーシップを
執り、アジア・太平洋地域におけ
る呼吸器病学の臨床・研究・教育
をサポートする学術集会です。学
術部会や肺がんに関しての最新
の研究や治療法の発表と、診療・
研究の進歩、若手医師の育成を
目的としています。

ハードからソフトまで網羅した技術展
半導体設計の未来を開く！

11/20（水）~11/22（金）

EDSFair2013

 一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会
 03-6212-5231　  http://www.edsfair.com

世界＆日本作家の作品が一堂に！
パッチワーク・キルトの祭典

11/14（木）~11/16（土）

第21回 インターナショナル・キルトウィーク横浜2013

 インターナショナル・キルトウィーク実行委員会
 03-3816-5529　  http://www.viq.com/

手仕事で多彩な布を縫い合わせ、調和のとれた美しい一枚をつくり
だすパッチワーク・キルト。アメリカ、イギリスを代表するキルト作家を
はじめ日本の人気作家まで、多数
の個性ゆたかな作品に出合えるの
が、日本最大級となるこのキルト・イ
ベントです。作品コンテストの展示
発表や、作家のトークショー、講習
会、材料販売もあり、会場いっぱ
いにキルトの魅力があふれます。

時代が求める「組込みシステム」
世界最大級の技術展を開催！

11/20（水）~11/22（金）

Embedded Technology 2013

 Embedded Technology 事務局
 03-3219-3563　  http://www.jasa.or.jp/et/

デジタル家電、携帯端末、カーエレクトロニクスなど、組込みシステム
（Embedded Technology）は、今
や産業分野だけでなく暮らしの中に
欠かせない技術となっています。今
回は、今後ますます注目される「ス
マートエネルギー」「モバイル／クラウ
ド」「ロボティクス」など６つの応用分
野にフォーカスし、エンジニア必見の
最先端テクノロジーを紹介します。

5PACIFICO 62号2013年10月1日発行



1（火） 大学入試・入学説明会・進路相談会「横浜会場」 株式会社ライセンスアカデミー
TEL：03-5925-1641 無料

3（木）～5（土） 第72回 日本癌学会学術総会
10/5

Pickup!
P.4

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/

ー

6（日） 横浜大華装祭 in パシフィコ横浜 合資会社オズプランニング
TEL：03-3800-8101

仮装をする方
2,000円

仮装をしない方
3,000円

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

会員20,000円
一般無料

9（水）～11（金） BioJapan 2013 World Business Forum Pickup!
P.3

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
 （事前登録者は無料）

マッチングメンバー
登録料50,000円

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

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

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
（事前登録者は無料）

16（水）～18（金）
日本脳神経外科学会
第72回学術総会

Pickup!
P.4

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

月
10

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
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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

20（日） 文化放送 A&G オールスター2013 ちけっとぽーと
TEL：03-5561-9001

6,000円
（前売） 

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

日経BP社 展示会事務局
TEL：03-6811-8084
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/

2,000円
（事前登録者は無料）

23（水）～25（金） Smart City Week 2013 Pickup!
P.4

日経BP社 Smart City Week 事務局
TEL：03-6811-8084
http://scw.nikkeibp.co.jp/2013/

2,000円
（事前登録者は無料）

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://www.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
http://tamahiyo.jp/park/

無料

28（月）～29（火） IDF ワールドデイリーサミット2013 Pickup!
P.2

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

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）

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

Pickup!
P.4

図書館総合展運営委員会
TEL：03-3357-1462
http://2013.libraryfair.jp/

無料

30（水） Japan Milk Collection 2013 Pickup!
P.3

Japan Milk Collection 2013事務局
TEL：03-3545-5288
http://www.j-milk.jp/jmc2013/

ー

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

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。
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1（金）～3（日）
日本不整脈学会
カテーテルアブレーション関連秋季大会2013

日本不整脈学会
TEL：03-5283-5591
http://cathe-ab.jhrs.or.jp/seminar.html

ー

1（金）～3（日） 第24回 横浜骨董ワールド
横浜骨董ワールド事務局
TEL：03-5983-5101
www.kottouworld.com/

1,000円

3（日）～4（月・祝） MJ'13 FALL エムジェイ13フォール
株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741
http://mjs-co.net/

6,000円

4（月・祝）
℃-uteコンサートツアー2013秋

『Queen of J-POP～たどり着いた女戦士～』
株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966

7,300円
（前売6,800円）

8（金）～9（土） 第24回 日本小児整形外科学会学術集会
運営事務局（ウエノコングレスサービス）
TEL：075-213-7057
http://jpoa2013.umin.jp/

12,000円

8（金）～9（土） 第35回 日本手術医学会総会
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/

有料

9（土）～10（日） 住友林業 住まい博2013 in 横浜みなとみらい
住友林業株式会社
TEL：0120-21-7555
http://sfc.jp/ie/cam/expo/

無料

9（土）～10（日） かながわ しごと・技能体験フェスタ
かながわ技能振興コーナー
神奈川県職業能力開発協会
TEL：045-633-5403
http://www.kan-nokaikyo.or.jp/

無料

10（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

11（月）～14（木）
第18回 アジア太平洋呼吸器学会 

（APSR2013）
Pickup!

P.5

APSR2013運営事務局
TEL：03-5805-5261
http://www.apsr2013.jp/　

HP参照

12（火） 第8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/

有料

月
11

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
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14（木）～16（土）
第21回 インターナショナル・
キルトウィーク横浜 2013

Pickup!
P.5

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）

15（金）～17（日） 冬スポ WINTER SPORTS FESTA
冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.wintersportsfesta.jp

無料

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事務局
TEL：045-226-3091
http://16jann-anns2013.jtbcom.co.jp/

有料

16（土） 第37回 日本呼吸療法医学会セミナー
日本呼吸療法医学会事務局

（株式会社メディカ出版内）
TEL：06-6398-5003
http://resp-sem.umin.jp/

11,000円

16（土）～17（日） 2013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/

無料

18（月） PEC工場経営フォーラム 株式会社ペック協会
TEL：058-397-2531 10,000円

20（水）～22（金） Embedded Technology 2013 Pickup!
P.5

Embedded Technology 事務局
TEL：03-3219-3563
http://www.jasa.or.jp/et/

1,000円
（Web事前登録・
招待券持参者は

無料）

20（水）～22（金） EDSFair2013 Pickup!
P.5

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
（Web事前登録・
招待券持参者は

無料）

23（土）～24（日）
ＺＵＭＢＡ ＦＩＴＮＥＳＳ ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ 
IN JAPAN 2013

アファジャパン株式会社（AFAA）
TEL：0120-13-9680
http://afaa.co.jp/

有料

24（日）
モーニング娘。コンサートツアー2013秋
～CHANCE！～

株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966

7,300円
（前売6,800円）

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

2,000円

月
11

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。
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27（水）～29（金）
2013 Microwave Workshops and Exhibition 

（MWE 2013）

MWE 2013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/

無料

30（土） 第16回 神奈川看護学会
 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

30（土） 第51回 神奈川県立高等学校PTA連合会大会
神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

1,000円

1（日） 第22回 ヨコハマホットロッドカスタムショー2013
ムーンアイズ
TEL：045-623-9662
http://yokohamahotrodcustomshow.com/

3,800円
（前売3,300円）

3（火）～4（水）
STAR Japanese Conference 2013 
YOKOHAMA

株式会社CD-adapco
TEL：045-475-3285
http://www.cd-adapco.com/ja/

無料

4（水）～6（金）
国際画像機器展2013／
ビジュアルメディアEXPO2013

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

無料

5（木）～6（金） ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2013
画像応用技術専門委員会

（アドコム・メディア株式会社内）
TEL：03-3367-0571
http://view.itlab.org/2013/

  学生5,000円
　会員20,000円
非会員25,000円

6（金） デジタルプロセスセミナー2013
デジタルプロセス株式会社
TEL：046-225-3924
http://www.dipro.co.jp/

無料

7（土） Career Forum 横浜会場
キャリアフォーラム事務局

（株式会社ディスコ内）
TEL：03-5804-5537
https://job.nikkei.co.jp/2015/

無料

13（金） 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

19（木）
第10回 神奈川産学チャレンジプログラム
表彰式・懇親会

神奈川経済同友会事務局
TEL：045-671-7110
http://www.kanagawa-doyukai.or.jp/

無料

月
11

月
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

Convention Calendar
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11（土） 株式会社ファンデリー 2015年度入社 会社説明会
株式会社ファンデリー
TEL：03-6741-5890
http://fundely.co.jp/recruit/fresher2015/

無料

11（土）
公益社団法人日本補綴歯科学会
平成25年度 西関東支部生涯学習セミナー

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
TEL：045-581-1001

1,000円
（神奈川県歯科医
師会会員は無料）

12（日）
公益社団法人日本補綴歯科学会
平成25年度 西関東支部総会・学術大会

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
TEL：045-581-1001

1,000円
（神奈川県歯科医
師会会員は無料）

12（日） スポーツフォーラム21 第14回The Baseball
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
スポーツ整形外科
TEL：045-974-2221
http://www.sf21.jp/sf21-00.html

10,000円

12（日）～13（月・祝）第45回 横浜デンタルショー 横浜デンタルショー運営委員会
TEL：045-681-1553 無料

13（月・祝） 第12回 かながわ薬剤師学術大会
公益社団法人神奈川県薬剤師会
TEL：045-761-3241
http://www.kanagawa-pharm.org/

ー

17（金）～19（日） 冬スポ WINTER SPORTS FESTA
冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://wintersportsfesta.jp/

無料

17（金）～19（日） 第7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

18（土） 第51回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第51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.jds51kanto.org/

有料

19（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（水）～24（金） 第38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/

ー

27（月）～28（火） 電機連合第100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

月
1

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。
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PACIFICO News

去る6月24日に開催された株主総会において、パシフィコ横浜の第6代
代表取締役社長として光田清隆が新たに選任され、就任いたしました。
光田新社長より、「グローバルMICE都市※・横浜」の中核施設としての
パシフィコ横浜の展望をお伝えします。

「グローバルＭＩＣＥ都市　横浜」の中核として
　パシフィコ横浜は、今年で開業から22年を迎えます。2012
年度は会場使用料収入が過去最高となり、開業以来13度
目11期連続の黒字決算を達成し、明るい経営状況の中でバ
トンを受け取りました。これもひとえに、パシフィコ横浜をご利
用いただきました主催者様、ご来場者様、株主の皆様、そし
て社員や協力会社スタッフの皆様、パシフィコ横浜を支えて
下さっている全ての方のおかげと、心より感謝しております。
　市や横浜観光コンベンションビュロー、企業や業界団体
等との連携をさらに深め、「グローバルMICE都市・横浜」
の中核としての役割を果たしていきたいと思います。

パシフィコ横浜は「社会インフラ」
　パシフィコ横浜は、単にスペースやサービスを提供するだ
けではなく、文化や価値を発信し、ビジネスやイノベーション
を創出する拠点、つまり、都市の新しい価値を生み出すとと
もにブランド力を高める「社会インフラ」と考えています。
　去る6月に開催されました「第5回 アフリカ開発会議」で
は、小中学校がアフリカの国について学習する「一校一国
運動」、ビジネス機会の提供を目的としたアフリカンフェアや
セミナーなど、都市をあげてのおもてなしが経済的波及効
果だけではなく、社会的波及効果をも生み出しました。
　今後もパシフィコ横浜が、地域と住民・団体そして会議
参加者を有機的に結び付ける社会的役割を担っていくよ

うに努めて参ります。市民の皆様にも「我が街にパシフィコ
横浜があること」に、喜びと誇りを感じていただけたら幸い
です。

世界を見据えた新たな挑戦
　世界の国際会議件数は増加傾向にあり、特にアジア太
平洋地域のシェアは拡大しています。しかしながら、開催
件数で見ると日本はシンガポールやソウルなどに大きく水を
あけられています。
　パシフィコ横浜は、美しい横浜港を臨む景観、良好なア
クセス、会議・展示・宿泊の機能を併せ持つ「ALL IN 
ONE」施設の機能性など、恵まれた環境にあるといえま
す。しかし、アジアの競合施設に比べると、先進性や規模、
価格の面で劣勢になりつつあります。
　そのため、今年度から、開業以来22年経過した施設・設
備の大規模改修をスタートさせ、機能の向上を図り、国際
競争力の一層の強化を目指します。
　最高品質の施設・設備の整備と、充実したサービスによ
り、収益と付加価値を高め、健全な経営を行うとともに、お
客様のニーズに敏感に応えられる企画力・対応力ある人
材の養成に力を入れていきます。
　こうしたハードウェア・ソフトウェア・ヒューマンウェアの三位
一体により、パシフィコ横浜が「グローバルＭＩＣＥ都市・横
浜」の成長・発展に大きく貢献できるよう、努力して参ります。

※	グローバルMICE都市とは・・・
  M I C Eとは、Mee t i n g（企業等の会議）、

Incentive Travel（企業等の行う報奨・研修旅
行）、Convention（国際機関・学会等が主催する
総会、学術会議等）、Exhibition/Event（展示
会・見本市/イベント）などビジネスイベントの総称。

  横浜市は、本年6月に、観光庁が日本のMICE
誘致の国際競争力を強化するため、我が国を
牽引するMICE都市として育成する「グローバル
MICE戦略都市」の一つに選定されました。

略歴
昭和53年4月　横浜市入庁
平成20年4月　同　栄区長
平成23年5月　同　文化観光局長
平成24年4月　同　経済局長
平成25年6月　�パシフィコ横浜代表

取締役社長　就任

光田　清隆（みつだ　きよたか）プロフィール

出身地
岡山県
趣味
バイクと車の運転。バイクはかつて1200ccの大型に乗っ
ていたが、寄る年波には勝てず、現在は息子から譲られた
750ccで週末は風となる。また、車は今だにマニュアル車。
「運転自体を楽しまないと」と語る。心は万年青年の61才。

国際競争力の
一層の強化を目指します。

光 田 清 隆 社 長 展 望 を 語 る
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PACIFICO News

コンパクトなボディのおかげで、狭い道も走り抜けることができ
る、超小型モビリティ。専用の駐車スペース「ステーション」

（右下の写真はイメージ図です）に乗り捨て可能

横浜港を望むロケーションが人気のみなと
みらい地区最大の緑地『臨港パーク』。北
口のエリアを一部整備して、ついに全面
開放しました！　新たに拡張されたエリアに
は小高い丘があり、ここからベイブリッジの
全景と横浜港が一望できます。芝生の中
央には白い石の階段と、海をイメージした
ブルーのLEDライトを設置。日中は海、空、
緑に囲まれた開放感あるスポットに、夜は
横浜の美しい夜景が堪能できます。それ
ぞれに異なる表情を持つ横浜の風景を、
今まで以上に楽しめるようになりました。近
代的な街・みなとみらいの一角にありなが
ら、ゆったりとくつろげる臨港パークへ、ぜ
ひ足を運んで、その心地よさを実感してく
ださい。

超小型モビリティとは、コンパクトで省エネ性能に優れた１〜２人乗りの車両のこと。
エネルギー消費量は電気自動車の半分程度で、二酸化炭素の排出を抑える「低
炭素化」に貢献します。スマートシティの実現を目指す横浜市では、日産自動車と
協働し、「横浜・低炭素交通プロモーション」の一環として、国内初となる超小型モ
ビリティのカーシェアリングをス
タート。今年10月から1年間の
予定で、みなとみらい地区を中
心とするエリアの140のステー
ションに、約100台を配置しま
す。乗り捨て型のカーシェアで、
会員登録を行えば横浜市内を
自由に走行できます。市内観
光、ショッピング、ビジネスなど、
さまざまなシーンで、次世代エコ
カーが大活躍。横浜の魅力が、
またひとつ増えます。

丘の上からベイブリッジ全景を望む
『臨港パーク』北口に新しいエリア誕生！

次世代エコカーで横浜の街を走ろう！
超小型モビリティのカーシェアリング始動

拡張エリア
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PACIFICO News

世界に先駆けて一般公開された『特別展マンモス
YUKA（ユカ）』が、7月13日（土）〜9月16日（月・祝）に
開催されました。
シベリアの永久凍土から発掘された3万9000年前の
マンモスの展示は大変貴重で、会場には連日大勢
のお客さまが訪れました。開催期間は夏休みとも重
なり、小中学生のお子さまも多く来場。夏休みの研
究のために、メモを取ったり写真撮影をする姿が印
象的でした。来場した方々は、冷凍ケースに入った

「YUKA」の前で驚きの声を上げ、体毛やほぼ完全
な状態で残された身体をじっくり観察していました。
会場にはマンモスやゾウの仲
間の骨格標本のほか、マン
モスの牙や骨、体毛に触れ
られるコーナーもあり、悠久
の時を超えて古代の大型
動物と出会える、またとない
機会を楽しんでいました。

夏の風物詩、『みなとみらい大盆踊り』が、8月16日（金）・17日
（土）に臨港パーク南口広場で開催されました。『みなとみら
い21事業着工30周年』となる今年は、浴衣姿のご家族連れ
や近隣の会社帰りの方など、延べ1万6000人もの方が来
場。自由に参加できる盆踊りのほか、活気あふれる「よさこ
い」や「和太鼓」などのパフォーマンスも披露されるなど、お

おいに盛り上がりました。
また、夏祭りならではの縁日や売店、ビアガーデンのほかに、
近隣の３つのホテルが自慢のこだわりカレーを競う「カレー
対決」も開催され、長い行列ができました。盆踊りを彩る提
灯の明かりは、今年は電気自動車「日産リーフ」のバッテリー
を使用。環境にも配慮した夏祭りとなりました。

悠久の時を超えて、古代の動物と触れ合う
『特別展マンモスYUKA（ユカ）』を終えて

第6回「みなとみらい大盆踊り」が開催されました

写真提供　読売新聞社
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パシフィコ横浜では、2014年1月7日（火）〜9日（木）までの間、
全館停電を伴う電気設備の更新工事を実施いたします。つき
ましては、同工事期間中はパシフィコ横浜は休館をさせて頂き
ます。お客様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承の
程よろしくお願い
申し上げます。

2013年6月1日（土）〜3日（月）に開催された「第5回
アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ Ⅴ）」における、警護警
備への積極的な協力に対して、2013年7月26日

（金）に神奈川県警察本部より感謝状を授与されま
した。

2014年1月7日（火）～9日（木） 
全館停電のお知らせ

神奈川県警察本部より
感謝状を頂きました

※ ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタルホ
テルの休館期間およ
び営業時間の詳細
につきましては、同ホ
テルへ直接お問い合
わせ下さい
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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

横浜ベイホテル東急

MARK IS
みなとみらい

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10月1日発行（季刊・年4回） 表紙 ： 河田久雄

今号の表紙『PACIFICO』Vol.62

今号の表紙は、パシフィコ横浜の海側に位置する公園
「臨港パーク」から望むパシフィコ横浜を描いています。
横浜ベイブリッジや客船が行き交う横浜港を一望でき
る人気の公園で、今回表紙で描いたのは芝生の養生
や雑木林の整地などを行いリニューアルオープンした
北口エリア。芝生の丘に新たに設置された階段は、海
に向かって一直線に伸び、夜にはマリンブルーにライト
アップされます。

横浜ベイブリッジなど、港を一望！
臨港パークが、ついに全面オープン

新たに設置された
白い石の階段


