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奇跡の惑星
地球の謎に迫る
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2014年春～夏ピックアップイベント
超音波Week 2014、ほかPick up

イベントカレンダー 4月～7月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

日本地球惑星科学連合2014年大会
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2014、
EVTeC 2014 & APE Japan 2014

最先端の知識と技術が集結！特集



NASAの研究者による特別講演「衛星観測は我々の地球の理解にどのような変
革をもたらしたか」が行われるほか、大規模災害の監視や、太陽を周回するス
ピッツァー宇宙望遠鏡が撮影した銀河の様子を見るために造られた、NASA最
先端の宇宙観測データ可視化システム「ハイパーウォール」が展示されます。

研究発表は、テーマ別に数件〜数十件の発表で構成される「セッション」ごとに
行われ、今年は過去最大となる194のセッションが予定されています。「地球生
命史」「太陽系小天体研究の新展開」といった自然科学に関わるテーマをはじ
め、「海溝型巨大地震と原子力発電所」「連合は環境・災害とどう向き合っていく
のか」など、社会的に大きな関心が寄せられているテーマもあり、意見交換が行
われます。

「日本地球惑星科学連合」（JpGU）は、「日本宇宙生物科学会」「日本
海洋学会」など49の学協会と個人会員からなる学術団体です。地球
惑星科学には、「宇宙と惑星の科学」「空と海、環境の科学」「人間と自
然の関わりの科学」「大地の科学」「生命と地球の科学」という５つの
分野があり、年１度開催される「日本地球惑星科学連合大会」では、
国内はもちろん世界各国から地球惑星科学に関連する研究者や学
生が集まり、さまざまなテーマで研究発表や講演が行われます。

日本地球惑星科学連合2014年大会

開催：	2014年4月28日（月）～5月2日（金）
料金：	一般（会員）16,000円、一般（非会員）24,000円
	 ※一般公開プログラム（29日）のみの参加は無料

参加対象

NASAの研究者による
特別講演＆展示も実施

194のテーマの研究成果が
発表される！

 公益社団法人日本地球惑星科学連合
 03-6914-2080　  http://www.jpgu.org/meeting/

社会的に重要な情報・知識が共有される
貴重な機会

T O P I C

研究者たちが研究ジャンルの垣根を超えてそれぞれの研究成果を
発表し合い、地球惑星科学の最先端の情報・知識を共有します。ま
たその研究を基に、地震や火山噴火、集中豪雨などの自然災害や、
地球温暖化などの環境問題まで私たちに直接関わる地球の諸問題
の本質を理解し、問題解決の糸口となることが期待されます。

日本地球惑星科学連合2014年大会

Japan Geoscience Union Meeting 2014

自然と人間の関わり方を学ぶために

地球という惑星の謎に迫る！
国内最大規模の学術大会開催
地球は「奇跡の星」と呼ばれています。「地球惑星科学」とは、
この奇跡がどのようにして起きたのかを明確にすることを目標とする学問です。
その研究者はじめ、学生など7,000人近い会員が一堂に集まる、国内最大の地球科学の学術集会が開催されます。

高校生による発表にも注目！
4月29日（火・祝）には、高校生たちが学習や研究結果
をポスターにして発表します。優れたプレゼンテーショ
ンには賞が授与されます。地球惑星科学分野の第一線
の研究者と一緒に発表、議論する次世代の研究者たち
に注目です！

NASA特別講演会講師のマイケル・フレイリック博士

日本地球惑星科学連合2014年大会

Japan Geoscience Union Meeting 2014

自然と人間の関わり方を学ぶために

地球という惑星の謎に迫る！
国内最大規模の学術大会開催
地球は「奇跡の星」と呼ばれています。「地球惑星科学」とは、
この奇跡がどのようにして起きたのかを明確にすることを目標とする学問です。
その研究者はじめ、学生など7,000人近い会員が一堂に集まる、国内最大の地球科学の学術集会が開催されます。
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環境に配慮した最新EV技術を
世界へ発信

2014 AUTOMOTIVE ENGINEERING
EXPOSITION

International Electric Vehicle 
Technology Conference

環境に配慮した次世代自動車、電気自動車（EV）技術の国際
会議。今回は欧州で開催されているAPE（自動車用パワーエレ
クトロニクス）国際会議と共催されます。半導体を使って電圧や
電流、周波数を自在に制御するパワーエレクトロニクスは、EV
に欠かせない技術。アジア初の開催となるこの会議では、国内
外の技術者が一堂に集結し、最先端の技術を世界に向けて発
信。進化するEV技術に期待が高まります。

自動車に関する欧州のAPE国際会議がアジア初開催。国内外から注目を集めます

公益社団法人自動車技術会　2014年春季大会

開催：	2014年5月21日（水）～5月23日（金）
料金:	1,000円～16,200円

 公益社団法人自動車技術会　育成・イベントグループ
 03-3262-8214　  http://jsae.or.jp/2014haru/

アネックスホール 参加対象

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展	2014

開催：	2014年5月21日（水）～5月23日（金）
料金:	無料

 公益社団法人自動車技術会　育成・イベントグループ
 03-3262-8214　  http://expo.jsae.or.jp/

アネックスホール展示ホール 参加対象

EVTeC	2014	&	APE	Japan	2014

開催：	2014年5月22日（木)～5月24日（土）
料金:	有料

 株式会社相鉄エージェンシー
 http://www.evtec.jp/

アネックスホール 参加対象

自動車メーカーをはじめカーエレクトロニクス、計測器など、世界中の自動車関連企業
から最先端技術が集結。学術講演会のほか、一般の人も楽しめる試乗会も実施さ
れます

自動車に係わる研究者や技術者、自動車を専攻する学生らで
構成される「自動車技術会」。会員数4万人を超える、日本最大
の自動車の学術団体です。毎年開催される「春季大会」と「秋
季大会」は、研究者や技術者が日頃の研究成果を発表する場。
とくに春季大会では、一般の方々が参加できるイベント「人とくる
まのテクノロジー展」が併催され、世界中の最新技術と製品が
一堂に集結する、自動車業界最大の技術展示会となっていま
す。進化し続ける車のテクノロジーを、見て触って、体感するこ
とができる3日間です。

●公益社団法人自動車技術会　2014年春季大会
技術者や研究者を対象に、学術講演会やフォーラム、自動車技術会賞授賞
式などが行われます。最新の研究成果を発表する講演会では、約470件
の講演発表を予定。また、聴講無料のフォーラムでは、「モータースポーツ
フォーラム」や「働く車のデザイン」、「次世代自動車の将来像」などが企画
されています。

●自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2014
自動車メーカーをはじめ、部品・材料メーカーなど約450社が出展し、最新
製品や先端技術を展示。ワークショップでは、テーマに沿った技術講習を実
施します。また、自動車技術会が企画するコーナーでは、特別講演や体験試
乗を通じて、注目されている業界のトレンドや取り組みを紹介。車好きな人
なら誰もが楽しめるイベントとなっています。

自動車の未来を拓く！ 
講演会と技術展示会
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Pickup Events
超音波医学のさらなる発展を目指し
13学会・研究会が集う、総合学術集会

5/9（金）~5/11（日）

超音波Week	2014

 超音波Week 2014 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）
 03-3263-8688　  http://www.ultrasonicweek2014.jp/

エコーによる腹部診断や乳腺・甲状腺診断
など、さまざまな医療現場で活用されている
超音波検査。今回は「超音波Week 2014」
として、「日本超音波医学会 第87回学術集
会」など、超音波に関する13の学会・研究会
が集結します。超音波診断装置の最新技術
や、それらを駆使した実証実験事例などを展
示。関連分野との連携を深め、超音波医学
のさらなる発展を目指します。

アジアをリードする
美容業界の最先端を体感！

5/26（月）~5/27（火）

第7回	アジアビューティエキスポ

 第7回 アジアビューティエキスポ事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
 03-3219-3551　  http://www.ab-expo.jp/

世代を超えて人気のロックバンド
デビュー40周年記念ライブを開催！

4/17（木）

THE	ALFEE	40th	Anniversary	2014	Genesis

 株式会社キョードー横浜
 045-671-9911

1974年のデビュー以来、フォーク、ポップス、ロックを組み合わせ
た独特な楽曲スタイルと個性豊かなキャラクターで幅広い世代に支
持されているTHE ALFEE。デ
ビュー40周年を記念して、「40th 
Anniversary 2014 Genesis」を
国立大ホールで開催。この日は、
リーダー・高見沢さんの60歳の誕
生日でもあり、バースデーライブも
兼ねて大いに盛り上がります。

小さな命を救うために
チーム医療で課題を乗り越える

6/6（金）~6/7（土）

第28回	日本小児救急医学会学術集会

 運営事務局（株式会社コンベックス内）
 03-3589-4422　  http://jsep2014.umin.jp/

不慮の事故や急激な病状の変化などが起こ
りうる小児救急医療。そこで必要とされてい
る、かかりつけ医、救命救急士など、多職種
間のチーム医療に取り組む学会の学術集会
です。「つながる・つなげる救急医療〜初期
対応から家族支援まで〜」をテーマに、少子
化の中で、いかに社会のニーズに応える小
児医療を実現するかについて意見が交わさ
れます。

4年に１度開催される、アジア最大級の美容イベント。国内外から
メーカー、サロン、美容師など3万5,000人を超える美容のプロが集
まります。初開催から19年目を迎え
る今年は、有名サロンによるショー
や最新ヘアスタイルのほか、美容
メーカーの新製品を紹介。アジアを
リードする日本の美容業界の最先
端を体感できる2日間です。

5/11
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Pickup Events

ファッション、アクセサリー、インテリアからフードまで手づくり品がずら
りと並ぶ、日本最大級の展示・販売イベン
ト。全国から約2,000人のクリエイターが
集まり、交流を楽しみながら、趣向をこらし
た品を直接購入できるのが魅力です。雑
貨やアクセサリー製作などのワークショッ
プも開催されます。手しごとのあたたかな
作品に、ぜひ会いに来てください。

グローバルな視野で
高等教育の未来を考える

6/11（水）~6/14（土）

第17回	世界大学総長協会（IAUP）2014	横浜総会

 IAUP2014 事務局
 042-797-9718　  http://www2.convention.co.jp/IAUP2014/ja/

３年に１度、世界各国の大学総長、高等教育機関のリーダーが集ま
り、世界の高等教育が直面する変化や課題について意見を交わす
総会です。２度目の日本での開催
となる今回は、50カ国から約500
名の会員が参加。各国の政府首
脳や国際連合教育科学文化機関
と連携し、グローバルな高等教育
の在り方や教育を通じた国際理解
の推進について議論します。

こだわりの手づくり商品が勢揃い！
日本最大級のハンドメイドの祭典

6/7（土）~6/8（日）

ヨコハマハンドメイドマルシェ2014

 ヨコハマハンドメイドマルシェ運営事務局
 0120-75-8815　  http://handmade-marche.jp/

世界60ヵ国から作業療法士が集う
アジア初のシンポジウムを開催

6/18（水）~6/21（土）

第16回	世界作業療法士連盟大会・第48回	日本作業療法学会

 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.wfot.org/wfot2014/jpn/

病気や障害で生活に支障を来している人に、日々の生活行為を通
してリハビリテーションを施す作業療法士。その国際大会がアジア
で初開催され、世界60ヵ国から約
5,000人が参加。作家の大江健
三郎さんら文化人のほか、国内外
の著名な作業療法士による講演、
シンポジウム，学術発表を通して最
先端の専門知識にふれ、現場で
活かすことが期待されます。

地域連携から考える
日本の精神医学・医療の発展

6/26（木）~6/28（土）

第110回	日本精神神経学会学術総会

 運営事務局（株式会社コングレ内）
 03-5216-5318　  http://www.congre.co.jp/jspn110/

うつ病や認知症など、精神神経疾患の臨床
課題の解決に欠かせないと言われている「地
域連携」。第110回を迎える本学会は、「世
界を変える精神医学〜地域連携からはじま
る国際化」をテーマに、臨床に直結する講演
やシンポジウムをはじめ、社会との連携を重視
した医療活動、最先端の精神医学の知見な
ど、日本の精神医学・医療を世界に向けて発
信する総会です。
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■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

1（火） 平成26年度	国士舘大学	入学式
学校法人国士舘大学
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

ー

2（水） 2014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/

ー

3（木） 2014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/

ー

4（金） 平成26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/

ー

5（土） 平成26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

5（土）～6（日） マタニティ	＆	ベビーフェスタ2014
マタニティ＆ベビーフェスタ事務局
TEL：03-3725-1103
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

6（日） 平成26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/

ー

10（木）～13（日） JRC2014
一般社団法人日本ラジオロジー協会（JRC）
TEL：03-3518-6111
http://www.j-rc.org/

会員13,000円
非会員・賛助会員20,000円
医学生・初期研修医1,000円

11（金）～13（日） 2014	国際医用画像総合展 一般社団法人日本画像医療システム工業会
（JIRA） ー

14（月） ｢ジェフ・ベック｣	ジャパン・ツアー	2014
ウドー音楽事務所
TEL：03-3402-5999
http://udo.jp/Artists/JeffBeck/

9,500円
〜10,500円

15（火）～16（水） 第21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/

HP参照

17（木） THE	ALFEE	40th	Anniversary	2014	
Genesis

Pickup!
P.4

株式会社キョードー横浜
TEL：045-671-9911 7,560円

18（金） 進路フェスタ	2014	in	横浜
株式会社さんぽう
TEL：03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

月
4

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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18（金）～20（日） 第25回	横浜骨董ワールド
横浜骨董ワールド事務局
TEL：03-5983-5101
http://www.kottouworld.com

前売800円
当日1,000円

21（月）～22（火） 第4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：042-634-9003
http://www.esgra.jp/

前売4,000円
当日5,000円
学生1,500円

21（月）～25（金） OPIC2014／APLS2014
OPIC事務局
TEL：03-5228-3541
http://opicon.jp/

40,000円
〜50,000円

23（水）～25（金） OPTICS	&	PHOTONICS	International	Exhibition	2014
株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550
http://www.opie.jp/

2,000円
（招待券持参、

事前・当日
登録者は無料）

23（水）～25（金） ナノ･マイクロ	ビジネス展／ロボテック	次世代ロボット製造技術展
ナノ・マイクロ ビジネス展/ROBOTECH事務局
TEL：03-3262-8456
http://www.micromachine.jp/

2,000円
（業界関係者、

事前登録者は無料）

26（土）～27（日） 第30回	日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会
運営事務局（株式会社メディカル東友内）
TEL：046-220-1705　
http://www.mtoyou.jp/jocd30/

有料

28（月）～5/2（金） 日本地球惑星科学連合2014年大会
4/29

Pickup!
P.2

公益社団法人日本地球惑星科学連合
TEL：03-6914-2080
http://www.jpgu.org/meeting/

会員・一般16,000円
（29日は無料一般公開

プログラムあり）

29（火・祝） 第9回	2014	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/

ー

3（土）～4（日） ヤマダ電機
家電フェア2014		大処分蚤の市	in	パシフィコ横浜

家電フェア事務局
TEL：0120-59-3388
http://www.yamada-denki.jp/

無料

9（金）～11（日） 超音波Week	2014
日本超音波医学会	第87回学術集会 5/11

Pickup!
P.4

超音波Week 2014 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.ultrasonicweek2014.jp/

有料

10（土） 超音波Week	2014
第114回	腹部エコー研究会

Pickup!
P.4

超音波Week 2014 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.ultrasonicweek2014.jp/

有料

10（土） 超音波Week	2014
第3回	日本甲状腺Intervention研究会

Pickup!
P.4

超音波Week 2014 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.ultrasonicweek2014.jp/

有料

10（土）
超音波Week	2014
第6回	アジア造影超音波会議
（ACUCI	2014）

Pickup!
P.4

超音波Week 2014 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.ultrasonicweek2014.jp/

有料

月
4

月
5

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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12,500

10（土）～11（日）
超音波Week	2014
第32回	日本乳腺甲状腺超音波
医学会	学術集会 5/11

Pickup!
P.4

超音波Week 2014 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.ultrasonicweek2014.jp/

有料

10（土）～11（日） 2014春　ミキハウスランド	in	横浜
ミキハウスランド運営事務局
TEL：072-941-2965
http://www.mikihouse.co.jp

無料

11（日）
アニメロミックス	Presents
Minori	Chihara	Live	Tour	2014
～NEO	FANTASIA～	supported	by	JOYSOUND

株式会社キョードー横浜
TEL：045-671-9911 7,000円

15（木）～17（土） 日本麻酔科学会	第61回学術集会
公益社団法人日本麻酔科学会事務局
TEL：078-306-5945
http://www.anesth.or.jp/61th/

正会員
事前登録15,000円
当日登録17,000円
非会員 HP参照

21（水）～23（金） 公益社団法人自動車技術会　2014年春季大会
Pickup!

P.3
公益社団法人自動車技術会　育成・イベントグループ
TEL：03-3262-8214
http://jsae.or.jp/2014haru/

1,000円
〜16,200円

21（水）～23（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展	2014
Pickup!

P.3
公益社団法人自動車技術会　育成・イベントグループ
TEL：03-3262-8214
http://expo.jsae.or.jp/

無料

21（水）～25（日） KODA	KUMI	LIVE	TOUR	2014～	Bon	Voyage	～
株式会社キョードー東京
TEL：0570-550-799 有料

22（木）～24（土） EVTeC	2014	&	APE	Japan	2014 Pickup!
P.3

株式会社相鉄エージェンシー
http://www.evtec.jp/ 有料

25（日） 第65回	指定都市学校保健協議会 横浜市教育委員会 有料

26（月）～27（火） 第7回	アジアビューティエキスポ Pickup!
P.4

第7回アジアビューティエキスポ事務局
（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3551
http://www.ab-expo.jp/

有料

30（金）～6/1（日） 第49回	日本理学療法学術大会
運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
TEL：03-5805-5261　
http://pt49-kanagawa.jp/

有料

31（土）～6/1（日） エムジェイトーナメント'14　スプリング
株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741
http://www.mjs-co.net

有料

31（土）～6/1（日） ルピシア	グランマルシェ2014世界の新茶	ザ・ファーストフラッシュ
株式会社ルピシア
http://www.lupicia.com/shop/pages/gm.aspx 無料

月
5

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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1（日） Kiramune	Presents	Trignal	2nd	Live
インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878
http://www.kiramune.jp

8,100円

6（金）～7（土） 第28回	日本小児救急医学会学術集会 Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社コンベックス内）
TEL：03-3589-4422　
http://jsep2014.umin.jp/　

医師15,000円
看護師、救急隊員、
その他医療従事者

10,000円

6（金）～7（土） 第55回	日本臨床細胞学会総会（春期大会）
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/jscc2014/

13,000円

7（土）～8（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ2014 Pickup!
P.5

ヨコハマハンドメイドマルシェ運営事務局
TEL：0120-75-8815
http://handmade-marche.jp/

当日券1,000円　
前売券700円　

（小学生以下は
入場無料）　 

8（日） マギフェス	The	festival	of	magic 株式会社ホットスタッフ・プロモーション
TEL：03-5720-9999 有料

9（月） TRC	ポスターセッション	2014／
第11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
http://www.toray-research.co.jp/ 無料

11（水）～13（金） 画像センシング展2014／精密測定展2014
アドコム・メディア株式会社
TEL：03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp/iss/

ー

11（水）～13（金） 第20回	画像センシングシンポジウム（SSII2014）
画像センシング技術研究会
TEL：03-3367-0571
http://ssii.jp

一般25,000円
学生10,000円
詳細はHP参照

11（水）～14（土） 第17回	世界大学総長協会（IAUP）2014	横浜総会
Pickup!

P.5

IAUP2014 事務局
TEL：042-797-9718
http://www2.convention.co.jp/IAUP2014/ja/

会員70,000円
非会員130,000円

14（土） 公私協調事業　神奈川の高校展2014
スタートアップイベント	全公立展

神奈川新聞社
TEL：045-227-0817 無料

14（土） 第16回	RINGの会横浜オープンセミナー2014 一般社団法人 RINGの会
http://ring-web.net/ ー

14（土） 第25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
http://kan.jona.gr.jp/

5,000円
〜9,000円

15（日） 私立恵比寿中学　コンサート
H.I.P
TEL：03-3475-9999
http://www.hipjpn.co.jp/

有料

月
6

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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15（日） 平成26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/

無料

18（水）～21（土） 第16回	世界作業療法士連盟大会・第48回	日本作業療法学会
Pickup!

P.5

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.wfot.org/wfot2014/jpn/

10,000円
〜80,000円

24（火）～25（水） フューネラルビジネスフェア2014 綜合ユニコム株式会社
TEL：03-3563-0420

無料
（限定招待制）

26（木）～28（土） 第110回	日本精神神経学会学術総会
Pickup!

P.5

運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　
http://www.congre.co.jp/jspn110/

有料

29（日） ℃-uteコンサートツアー2014春
～℃-uteの本音～

株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966 有料

29（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

4（金）～6（日） 第57回	日本腎臓学会学術総会
第57回日本腎臓学会学術総会運営事務局
TEL：03-5842-4131　
http://jsn57.umin.jp/

会員・一般15,000円
コメディカル8,000円

初期研修医・学生無料

5（土） 第12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://rouken-yokohama.com

無料

9（水）～11（金） 第23回	日本小児泌尿器科学会総会・学術総会 株式会社メディカル東友
http://www.mtoyou.jp/jspu23/

6,000円
〜14,000円

10（木）～11（金） 電機連合第62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/

無料

11（金） 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/

無料

11（金）～12（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2014
横浜市総合リハビリテーションセンター
TEL：045-473-0666　FAX：045-473-1299
http://www.yotec.jp/

無料

月
6

月
7

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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パシフィコ横浜 広告募集中 !!

【お問合せ】パシフィコ横浜 営業部 広告担当  ℡045-221-2158  http://www.pacifico.co.jp/press/index.html

62×186

広告フラッグ 壁面広告 ホームページ
リダイレクト

コンベンション
ニュース

12（土） TOKYO	FASHION	COLLECTION
～Kids	&	Young's～

Tokyo Fashion Collection実行委員会 
http://tokyo-fashion-collection.com/　

前売5,616円
当日6,156円

12（土） 平成26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/

4,000円

13（日） HAMATORA	Fes.	2014	Summer http://hamatorapj.com/animation.html 有料

13（日）～19（土） 第18回	世界社会学会議	横浜大会 運営事務局
http://www.isa-sociology.org/congress2014/ 有料

14（月） 吉田拓郎　LIVE	2014 株式会社キョードー横浜
TEL：045-671-9911 9,500円

16（水）～8/28（木）ヨコハマ恐竜展2014	～新説・恐竜の成長～
運営事務局（株式会社横浜アーチスト内）
TEL：045-664-6610
http://yokohamakyoryu.com/ 

P12参照

21（月・祝） 第15回	2014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://kanagawa-shigaku.jp/

ー

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

25（金）～26（土） キッズエンジニア2014
キッズエンジニア運営事務局

（公益社団法人自動車技術会）
http://www.jsae.or.jp/kidse/

無料

27（日） 全国国公立・有名私大相談会	2014	in横浜
株式会社大学通信
TEL：03-3515-3541
http://www.52school.com/entry/

無料

30（水） 全国公文進度上位者のつどい	2014	
in	YOKOHAMA

日本公文教育研究会横浜事務局
TEL：045-450-2170 無料

31（木） 第9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
http://www.itea.or.jp/ ー

月
7

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

JNTO（Japan National Tourism Organization－日本政府観光局）より2012
年国際会議統計が発表され、パシフィコ横浜は施設別の催事開催件数（84件）、
外国人参加者数（2万115人）、国内参加者数（16万5403人）、参加者総数（18万
5518人）のカテゴリーにおいて国内第1位となりました。同統計によると、2012年
に横浜市で開催された国際会議の44％がパシフィコ横浜での開催、また横浜を
会議で訪れた外国人の89％が当施設の会議参加者であったことが分かります。
当社はこれからも日本一のMICE施設として、横浜市および日本のMICE施策推
進と学術発展に貢献してまいります。

MICEとは、Meeting（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

パシフィコ横浜は日本No.1の国際会議施設　
－2012年JNTO国際会議統計－

2012年に、16万6,000人を動員した「ヨコハマ恐竜
展」が、さらにスケールアップして７月に再び開催さ
れます。今回の特別展は、アメリカ・モンタナ州立大
学付属ロッキー博物館（MOR）の世界的に著名な
恐竜学者、ジャック・ホーナー博士が企画・監修。博
士の唱える「現在学名がつけられた白亜紀の恐竜
のうち、３分の１以上が異なる種ではなく、同一種
の成長個体である」という新説を軸に「恐竜の成
長」の謎に迫ります。MORの豊富な収蔵品の中か
ら選りすぐった貴重な化石標本が一堂に並び、ティ
ラノサウルス、トリケラトプス、ヒパクロサウルス、パキ
ケファロサウルス、この４種の恐竜の成長プロセス
を裏付けます。
３月から、お得なチケッ
トの前売りもスタートし
ました。ぜひ足を運ん
で、恐竜の最新研究
にふれてみませんか？

ヨコハマ恐竜展2014 〜新説・恐竜の成長〜
The Growth and Behavior of Dinosaurs

恐竜学者ジャック・ホーナー博士が説き明かす、驚きの「恐竜の成長」とは！

日 時：2014年７月16日（水）〜8月28日（木）10時〜17時
会 場：パシフィコ横浜 展示ホールA
主 催：ヨコハマ恐竜展2014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）
問い合わせ先：『ヨコハマ恐竜展2014』事務局
T E L：045-664-6610

「ヨコハマ恐竜展2014」公式ホームページほか、
主要プレイガイドにて発売中
http://yokohamakyoryu.com

前売チケット好評発売中！
入場料 

大人 こども（中学生以下）
前売 当日 前売 当日

1,400円 1,800円 700円 900円

※入場料は税込み、３歳以下無料
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PACIFICO News

４年に１度開催され、社会学のオリンピックともいえる社会学界最
大の学術集会が、７月に東アジアで初めて開催されることになりま
した。この「第18回 世界社会学会議横浜大会」には世界100以
上の国と地域から約5,000人の社会学者が集まり、最先端の研
究成果を共有。グローバルな視野で社会学の新たな可能性につ
いて意見が交わされます。
今回の開催に至っては、パシフィコ横浜の大規模な人数を収容
できるコンベンション施設をはじめ、横浜の交通・宿泊・文化施設
などが集積している点や、横浜市の協力体制が評価され、横浜
が国際会議の開催地にふさわし
い都市であると認められました。
今大会は、研究成果を国際社会
に向けて発信する良い機会であ
り、社会学に関心を持つ多くの
方たちの参加が期待されます。

国際会議協会（ICCA, International Congress and 
Convention Association　本部：アムステルダム）は、
1963年創設の世界最大のコンベンション業界組織で、現在
世界約90ヶ国から政府観光局、コンベンションビューロー、
会議施設、PCO等、約900の団体が加盟しています。
ICCAのサイトでは約15,000件の国際会議情報がデータ
ベース化されており、会員はそのデータを様々な条件で検
索し、効果的な誘致やセールス活動に活用できるようになっ
ています。業界横断的な組織のため、業種別に6つの「セク
ター」、また地理別に11の「チャプター」を有し、業種、地理
的に共通の課題の共有、ベストプラクティスの共有、スタッフ
の教育と会員間のネットワークを通して業界全体のビジネス
活性化をめざしています。

このたび、当社営業部のジョーダン黒澤貴子が日本人とし
て初のICCAアジア太平洋支部（会員数203・事務局：クアラ
ルンプール）エグゼクティブコミッティーオフィサーに就任いた
しました。2014年から2015年までの２年間、アジア太平洋地
区の代表として会員の声を国際本部に届け、様々な活動を
通して世界の最先端情報をアジア地域の会議ビジネスに反
映させる役割を担ってまいります。

社会学のオリンピックを横浜で開催！
世界から5,000人の研究者が集う学術集会

日本人初、国際会議協会アジア太平洋支部役員に
パシフィコ横浜の社員が就任しました

日 時：2014年７月13日（日）〜7月19日（土）
会 場：パシフィコ横浜会議センター、展示ホール、アネックスホール
主 催：国際社会学会　日本社会学会世界社会学会議組織委員会
後 援：東京大学（予定）、神奈川県（予定）、横浜市
協 力：独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）
問い合わせ先：運営事務局
T E L：022-795-6032
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横浜市では、環境保全を目的に、ごみを減らす「リデュース」、何
度も繰り返し使う「リユース」、資源として再利用する「リサイクル」
という「３R活動」を推進しています。
パシフィコ横浜はこの活動に賛同し、「施設内で出た廃棄物100％
リサイクル」を目的に、環境負荷を大幅に低減する「３R環境清掃」

（水研磨・床ワックス管理システム）を導入しました。これは、床に
塗布したワックスが古くなって汚れてきたら、その皮膜を水で研磨
して剥離するもので、廃液排出量を削減し、その廃液を浄化して
清掃道具の後片付け用の水に再利用、回収したワックスポリ
マーは濾過して製品原料に再生利用するシステムです。
従来ワックスを落とすには、化学物質を使って溶かしていました
が、廃液の処理が環境に負荷を与えるため問題視されていまし
た。それが、水道水を利用することで、廃液排出量は71%削減、
環境負荷は95%削減され、さらには水使用量の大幅削減、床材
を痛めないなどのメリットも期待されます。

「３R環境清掃」は、清掃機材の改良をはじめ水量や研磨方法な
ど、多角的な研究を経て実現した、業界初となる画期的なシステ
ムです。2014年中の全館導入を目指し、「３R活動」に大きく貢献
してまいります。

業界初の「３R環境清掃」で廃棄物100%リサイクルを目指します

３年連続「３R活動優良事業所」に認定！

港周辺の温暖化対策を推進している横浜市では、2013年末ま
でに臨港パークや国際交流ゾーンの照明灯578灯を、省エネ
効果の高いLED灯に変更しました。これによって消費電力は
約61%削減され、照
明の寿命も従来の
標準寿命1万2000
時間から、約3.3倍
の4万時間に伸び、
ロングライフ化が図
られます。

臨港パークなどの照明灯をLEDに！
温暖化対策に取り組んでいます

横浜市は2011年に、「ヨコハマ３R夢プラン」
を策定し、環境負荷を低減し、豊かな環境を未
来に引き継ぐことを目指し、３R活動を推進して
います。

パシフィコ横浜は、施設内で出た廃棄物の完全
把握と100%リサイクルを目指すなどの取り組
みが評価され、３R活動で功績のあった「３R活
動優良事業所」に、３年連続で認定されました。

（上）水研磨・床ワックス管理システム
の仕組み（右）３R環境清掃のために
新たに開発された専用の洗浄機

Recycle
ワックスポリマーを
製品原料にリサイクル

３Ｒ　環境清掃

Reuse 
再生した水は
道具の片付けに
再利用

Reduce
廃液排出量の削減 
環境負荷の低減

③回収した
　ワックスポリマーは
　乾燥処理

①古くなったワックスを
　水で研磨して
　床から剥離

② 廃液を凝集処理
で浄化して再生
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★「PACIFICOを見た」と言ってください

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、2014年
1月、客室のリニューアルを行いました。今回改装した客室 

『リニューアルデラックス』のコンセプトは「Simply Elegant 
（シンプリー・エレガント） ～空・風・光 コントラストの共存」。
ベイフロントに位置するロケーションを最大限にいかしなが
ら、目の前に広がる景色を五感で楽しめるよう、室内を可能
な限りシンプルにした“洗練された大人のくつろぎ空間”で
す。また、人間工学に基づいたビジネスチェアの導入、機能
的な照明など、ビジネス利用のお客さまにとっての快適性と
機能性も追及しました。
眼前に広がる横浜ならではの景色を一望しながら、新しい
客室でゆったりとおくつろぎください。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
客室リニューアルでより快適に

（上）海をイメージした深いブ
ルーのカーペットなど、シンプル
でありながらラグジュアリー感を
追求した「リニューアルデラッ
クス」

（左）海側の客室からは横浜港
が一望できます
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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
2014年4月1日発行（季刊・年4回）

制作／株式会社ブーン　表紙／河田久雄

今号の表紙『PACIFICO』Vol.64

横浜港の波をイメージした外観が印象的なパシフィコ横
浜の展示ホール。その地下にある駐車場には、横浜市と
日産自動車が協働で進める、ワンウェイ型カーシェアリング

「チョイモビ ヨコハマ」の貸渡・返却ステーションがあります。
チョイモビは市内各所のお好きなステーションで返却可能
です。横浜を散策する足として、ビジネスの効率的な移動
手段として、ぜひご活用下さい。

※お問い合せ　チョイモビ ヨコハマ運営事務局　TEL：0120-458-023

電気自動車の“ワンウェイ型カーシェアリング”を
ぜひご活用下さい！


