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YOKOHAMA MARATHON 2015

横浜マラソン2015

    交通規制情報
開催当日は、交通規制が実施されます。周辺駐車場についても、営業時間
などに変更があると予想されますので、ご注意ください。ご利用にあたって
は、各駐車場へお問い合わせください。

横浜マラソン EXPO2015

2015年3月13日（金）～3月14日（土）
13日 10:00～20:30　14日 10:00～18:30

 無料
 横浜マラソン組織委員会事務局　  045-651-0666
 http://www.yokohamamarathon.jp/2015/event/expo

展示ホール 参加対象
ランナーを応援する方も楽しめる内容が盛りだくさん
横浜マラソン開催に先立ち、『横浜マラソン 
EXPO2015』が、3月13日（金）～14日（土）の2日
間、パシフィコ横浜展示ホールで開催されます。
スポーツ・健康などに関連したブースやステー
ジイベントなど、ランナーを応援する方も楽しめ
る内容が盛りだくさんです。

横浜マラソン EXPO2015

横浜マラソンが始まるきっかけとなったのは、今から35年前の署名活動でした。
「誰でも参加できるフルマラソンを実施して欲しい」という熱い思いをこめた署
名は、なんと10万人以上も集まったのです。そして翌年1981年には、10kmと
20kmの2種目で市内中心部を走る『横浜マラソン大会』が誕生。1992年から
はハーフマラソンも始まり、2009年からは、トップランナーに限定した『横浜国際
女子マラソン』も開催されました。
2015年、ついに横浜市民待望のフルマラソン大会『横浜マラソン2015』が開
催されます。
この記念すべき大会で、パシフィコ横浜はゴール地点となり、展示ホールは前
日まで開催される『横浜マラソン EXPO2015』の会場となります。今大会のラ
ンナーは総勢25,000人。
スタート地点は、みなとみらい大橋。橋を渡り、横浜市中央卸売市場本場から
みなとみらい地区を経て、関内・山下地区へ。赤レンガ倉庫、横浜三塔、日本
大通り、横浜スタジアム、中華街など、横浜が誇る数々の観光名所を横目に見
ながら海岸線を南下します。本牧市民公園、根岸駅前を通り、折り返し地点
の横浜市中央卸売市場南部市場に。ここから今回のコースのハイライト、首
都高速湾岸線に入ります。高速道路を自分の足で走るという、貴重な体験を
しながらランナーは湾岸エリアを駆け抜け、関内・山下地区を経て、ゴール地
点、パシフィコ横浜へ。横浜らしい景観のコースを走る横浜マラソン。走る人、
応援する人ともに横浜の魅力を満喫できるこの春の注目イベントです。

国内有数の規模を誇る18か所の給水所が設置され、各給水所では
「ランナーを元気づける」をコンセプトに18パターンの応援パフォーマン
スが展開される予定。また横浜ならではのおすすめ品を「ラッキー給食」
としてサービスすることなども予定されています。

横浜マラソン2015

2015年3月15日（日）
各スタート時刻 
フルマラソン　8：30、10km　8：30
10km（車いす）8：25、2km（車いす） 9:30

展示ホール ほか 参加対象 （ランナーの受付は終了済みです）

 横浜マラソン組織委員会事務局
 045-651-0666
 http://www.yokohamamarathon.jp/2015/

待望の市民参加型フルマラソン、
横浜初開催！
総勢25,000人のランナーが、
横浜を駆け抜ける！

!
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写真・映像文化の楽しさや広がりを世界に向けて発信する、
アジア最大級のショーが開催されます。今年のメインテーマは
「FOCUS！ フレームの向こうにある感動」。日常の感動や思い
出をいつまでも残すことが出来る先端技術が集結し、最先端
のカメラ、モニターなどが世界に先駆けて発表されます。今回
は、圧倒的な臨場感を持つ次世代映像技術『8Kモニター』で
写真映像を楽しむコーナーや、フォトアクセサリーのアウトレット
販売、フランスの報道写真家賞『Zooms』受賞作品展を開催。
写真や映像の「撮る・見る・つながる」楽しさを実感できる4日間
です。

約30か国2,500人が参加する視覚と眼科学に関する国際会議。PCや
スマートフォンなどの急速な普及により目の健康維持に注目が集まる中、

「眼科学の発展～加齢と再生医療の研究から視覚の質まで～」をテー
マに最先端の情報が交換される4日間。特別講演は、抗加齢医学分野
より生物の寿命を伸ばすとされるサーチュイン遺伝子の発見者、レオナ
ルド・グアレンテ博士が登壇するほか、再生医療分野からはiPS細胞研
究でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授と、その臨床応用をした髙橋
政代プロジェクトリーダーが揃って講演を行う貴重な機会です。また、イ
メージビジュアルは現代アーティストの村上隆氏が手がけています。

『フォト・ヨコハマ2015』でもっと横浜を楽しもう
『フォト・ヨコハマ2015』は、横浜市内の各所で写真
映像に関する展覧会やセミナーを開催する写真産
業・文化の国際イベント。CP＋は、そのコアイベントと
なっています。今年は「写真のチカラ、あふれるヨコ
ハマ～カメラを持って街へ繰り出そう！～」をテーマ
に、60以上のイベントが行われる予定です。
開催期間 2015年1～3月　
HP http://www.photoyokohama.com/

世界シェア85％を誇る日本のカメラメーカー
日本のカメラメーカーは、フィルムカメラ時代から培ったノウハウと技術で多
様なユーザーニーズに対応。デジタルカメラの世界シェアで85％を占め、世
界の写真映像文化の発展に寄与しています。

CP+2015

Asia-ARVO 2015

カメラと写真映像のワールドプレミアショー、
日本の商業写真発祥の地、横浜で開催！

現代社会における視覚の重要性を考える視覚眼科学最大の国際会議アジア大会

CP+2015 （シーピープラス2015）

2015年2月12日（木）～2月15日（日）
10：00～18：00（初日のみ12：00～、最終日のみ～17：00）

 1,500円（Web事前登録をされた方、小学生以下、
 障害者手帳を持参の方は無料）

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

展示ホール アネックスホール
参加対象

Asia-ARVO 2015

2015年2月16日（月）～2月19日（木） 
 有料
 Asia-ARVO 2015事務局（株式会社メディプロデュース内）
 03-5775-2075
 http://www.mediproduce.jp/2015asia-arvo/

参加対象

©2013 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd.All Rights Reserved.
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Japan Fishing Show 2015

Japan International Boat Show 2015

釣具の祭典がリニューアル。最新の釣具展示や、限定オリジナルグッズを多数販売

ボートやアパレルなど、横浜からマリンレジャーの新風を巻き起こす

ジャパン フィッシングショー 2015

2015年1月30日（金）～2月1日（日）
30日14：00～18：00（関係者のみ10：00～14：00）、31日～2月1日 9：00～17：00

 前売1,000円、当日1,300円（中学生以下は無料）　  ジャパン・フィッシングショー2015運営事務局
 03-5857-8500　  http://www.fishingshow.jp/

展示ホール 参加対象

釣りファン注目の人気イベントが内容を大幅にリニューアル。釣具メーカーによる
フィッシングショー限定のオリジナルグッズ販売コーナーが新設されるほか、いち
早く釣具の新製品を体験できるコーナー、プロアングラーが登場するトーク
ショー、キャスティングデモンストレーションは必見です。ほかにも、魚が竿を引っ
張る感触を再現するバーチャル体験や、釣り業界を代表する6代目女性アイド
ルの最終選考会、マス釣りコーナーやキャンピングカー体験コーナーなど、ご家
族も一緒にお楽しみ頂けます。

ジャパンインターナショナルボートショー 2015

2015年3月5日（木）～3月8日（日）  10：00～17：00（5日のみ11：00開場）
 一般（高校生以上）1,200円（2会場共通で入場可能。中学生以下は無料）
 ボートショー運営デスク　  03-5542-1205
 http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2015/

展示ホール 参加対象

マリンレジャーの国内最大級イベント。「365日、海がアソビバ！」をテーマに、パシ
フィコ横浜と横浜ベイサイドマリーナの2会場で開催されます。最新のボートや
ヨットが勢揃いする展示ホールでは、水上オートバイを一堂に集めた「PWC
ワールド」や、マリンテイスト溢れる「プレミアム・マリンライフスタイルゾーン」など、
マリンライフを楽しむための様々な情報が発信されます。もう一方のベイサイド
マリーナ会場へは、直通のシャトルバス（無料）のほか、シャトルボート（有料）が
運行され、ショートクルーズを楽しめます。
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Pickup Events

高齢化社会に求められる
がん看護のあり方について学ぶ

2/28（土）~3/1（日）

 当日参加登録：学会員12,000円　非会員13,000円　学生3,000円
 運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション内）
 06-6441-5260
 http://jscn29.umin.jp/

『一般社団法人 日本がん看護学会』による
学術集会。メインテーマ「先人に学び　がん
看護の先を読む」を掲げ、日本人が日常生活
の中で培ってきた健康、病気、老いや死の
文化やコミュニティのあり方についての講演
やセミナーを開催。日本社会の高齢化と、が
ん患者数の増加など、将来のがん看護のあ
り方の手がかりを探ります。在宅緩和ケアに
関する市民公開講座も行われます。

第29回 日本がん看護学会学術集会

震災・自然災害対策に焦点を当てた技術
展。近年関心の高まる、台風による河川の
氾濫や土砂崩れ、集中豪雨による水害と
いった多様な自然災害への対策技術や製品
を展示。また、専門家による首都直下型地
震や南海トラフ地震をはじめとする地震対
策、自治体の災害対策、帰宅困難者対策、
ゲリラ豪雨・水害対策など多岐にわたるテー
マでシンポジウムやセミナーも行われます。

 無料
 「震災対策技術展」横浜 事務局（エグジビション テクノロジーズ 株式会社内）
 03-5775-2855
 http://www.exhibitiontech.com/etec/、http://www.exhibitiontech.com/vibtech/

 6,000円～20,000円（大学学部生・高校生無料）
 運営準備室（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/14jsrm/

地震、台風、水害…自然災害の
対策や知識などを発信する場

2/5（木）~2/6（金）

「究極の再生医療」をメインテーマに、
研究者、医療担当者ら関係者が集結

3/19（木）~3/21（土）

再生医療とは、人間の体の細胞や組織が持
つ再生能力を利用して病気などを治す新しい
治療法であり、2014年、世界初のiPS細胞
を用いた患者への細胞移植が行われたこと
で非常に大きな注目を集めています。学会の
プログラムでは、本学会の理事でiPS細胞を
作製する技術を開発したノーベル賞受賞者
の山中伸弥教授の特別講演も予定してい
ます。

第19回 「震災対策技術展」横浜／第6回 「振動技術展」

第14回 日本再生医療学会総会

 前売1,800 円、当日2,000 円
（500 円分の金券を含む。小学生以下無料）

 Nostalgic 2days 事務局（株式会社芸文社内）
 03-5992-2052　  http://nos2days.com

希少なクラシックカーが集う、
ファン待望の祭典！

2/28（土）~3/1（日）

旧車（クラシックカー）専門誌『Nostalgic Hero』など3誌が合同で
プロデュースする、旧車のイベント。日本全国からパーツメーカーや
車両販売店、レストアショップなど
が出展。車本体やパーツなどの関
連グッズの購入もできます。また、
専門誌で選ばれた読者所有の希
少車の展示や、旧車・レースシーン
に造詣が深いゲストによるトーク
ショーも行われます。

第7回 Nostalgic 2days
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10（土）～12（月・祝） Pet博2015 in 横浜
Pet博運営事務局
TEL：06-6352-7942
http://www.pethaku.com/

1,300円

10（土）～12（月・祝）
冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA 
Season14

冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.fuyusupo.jp/

無料

11（日） ITRI日本センター第七支部 決起大会 第七支部決起大会実行委員会
TEL：03-3437-0802 無料

11（日） スポーツフォーラム21 第15回 The Baseball
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
TEL：045-974-2221
http://www.sf21.jp/sf21-00.html

10,000円

11（日）
株式会社ファンデリー 2016年度入社 
新卒栄養士 会社説明会

株式会社ファンデリー 人事総務部
TEL：03-6741-5890
https://fundely.co.jp/recruit/fresher2016/

無料

12（月・祝） 第13回 かながわ薬剤師学術大会
第13回 かながわ薬剤師学術大会 事務局
TEL：045-761-3241
http://www.kanagawa-pharm.org/

当日登録
会員4,000円
一般6,000円
学生1,000円

14（水）～15（木） 第41回 横浜植木株式会社 園芸総合展示会
横浜植木株式会社
TEL：045-262-7400
http://www.yokohamaueki.co.jp/

無料

16（金）～18（日）
第8回 ひな人形・五月人形 大ご奉仕会 
in パシフィコ横浜

人形の町 岩槻 人形の東玉・赤ちゃんワールドプロジェクト
TEL：048-756-1111
http://www.ningyousaiji.com/

無料

18（日） 楽天証券 新春講演会 2015
楽天証券株式会社
TEL：0120-188-547
https://www.rakuten-sec.co.jp/

無料

21（水）～23（金） 第39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/event/bf2015/

未定

24（土） 第52回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会
株式会社コンベンション・ラボ
TEL：042-707-7275
http://www.jds52kanto.org/

有料

29（木）～30（金） 電機連合第101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

30（金）
平成26年度 ｢保育所等におけるアレルギー疾患
に対する普及啓発講習会｣

独立行政法人環境再生保全機構 予防事業部
事業課（講習会事務局）
TEL：0120-989-493
http://www.erca.go.jp/yobou/event/senmon/

無料

30（金）～2/1（日） ジャパン フィッシングショー 2015 Pickup!
P.4

ジャパン・フィッシングショー2015運営事務局
TEL：03-5857-8500
http://www.fishingshow.jp/

前売1,100円
当日1,300円

31（土） 横浜市福祉サービス協会 創立30周年式典
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
TEL：045-450-3110
http://www.hama-wel.or.jp/

ー

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

Event Calendar
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1（日） ソードアート・オンライン Sing All Overtures
ホットスタッフ・プロモーション
TEL：03-5720-9999
http://www.swordart-online.net/event20150201/

7,000円

1（日）
平成26年度 神奈川県立高等学校PTA連合会
健全育成大会・広報紙コンクール表彰式

神奈川県立高等学校PTA連合会 事務局
TEL：045-432-5889
http://www.kanagawa-koupren.org/

未定

3（火）～4（水）
第21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

Mate2015事務局
TEL：06-6878-5628
http://sps-mste.jp/mate2015/src/

20,000円

4（水）～6（金）
テクニカルショウヨコハマ 2015 

（第36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
TEL：045-633-5170
http://www.tech-yokohama.jp/

無料

5（木） かながわビジネスオーディション 2015
かながわビジネスオーディション実行委員会
TEL：045-633-5203
http://www.kipc.or.jp/ba2015/

無料
（交流会参加のみ

2,000円）
（開会式）

5（木）～6（金）
第19回 「震災対策技術展」横浜／
第6回 「振動技術展」

Pickup!
P.5

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/
http://www.exhibitiontech.com/vibtech/

無料

7（土） 第52回 救急隊員学術研究会
伊勢原市消防本部 警防救急課 救急救命係
TEL：0463-95-2119
http://square.umin.ac.jp/qqkanto65/

5,000円

7（土） 第65回 日本救急医学会関東地方会
東海大学医学部外科学系救命救急医学
TEL：0463-93-1121
http://square.umin.ac.jp/qqkanto65/

5,000円
～10,000円

7（土）～8（日） DADWAY YOKOHAMA FAMILY CARNIVAL
株式会社ダッドウェイ
TEL：0120-880-188
https://www.facebook.com/dadwayfan?fref=photo

無料

8（日） FCI神奈川インターナショナルドッグショー
一般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
http://www.jkc.or.jp

300円
～500円

8（日） 恩師 小谷喜美先生四十五回忌法要 ITRI日本センター
TEL：03-6402-2567 無料

10（火）～15（日） 第20回 NECブリッジフェスティバル
公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟
TEL：03-3357-3741
http://www.jcbl.or.jp/

見学無料

11（水・祝）
動物看護師統一認定機構主催
2014年度 動物看護師統一認定試験

動物看護師統一認定機構
TEL：03-5772-6612
http://www.ccrvn.jp/

ー

12（木）～15（日） CP+2015 （シーピープラス2015） Pickup!
P.3

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

当日1,500円
（その他詳細は

P3参照）

14（土）～15（日） ネオロマンス・フェスタ 遙か祭2015 ～十五年の宴～
イベント事務局
TEL：045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/event/2015/haruka/

SSS席16,000円
SS席9,000円
S席7,500円
A席6,000円

月
2

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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16（月）～19（木） Asia-ARVO 2015 Pickup!
P.3

事務局（株式会社メディプロデュース内）
TEL：03-5775-2075
http://www.mediproduce.jp/2015asia-arvo

有料

17（火）～19（木） JAPAN SNOW EXPO 2015 ＳＢＪ事務局
www.snow-again.com/ 無料

17（火）～19（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

20（金）～22（日） 第11回 日本獣医内科学アカデミー学術大会
学術大会事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3543
http://www.jcvim.org/

28,000円

21（土）～22（日） FLY 2015 FLY 2015運営事務局
http://dacos.jp/fly2015/ ー

22（日）
『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞（ロンド）』
プレミアムイベント

インフォメーションダイヤル
TEL：03-5793-8878 6,600円

22（日） 第10回 高校生ロボットアメリカンフットボール全国大会
全日本ロボット相撲大会事務局（富士ソフト株式会社内）
TEL：045-285-0213
http://www.fsi.co.jp/foot/

無料
（事前申込のみ）

24（火）
Angelo Tour 

「THE BLIND SPOT OF PSYCHOLOGY」
ディスクガレージ
TEL：050-5533-0888 6,800円

25（水） 第12回 JA横浜 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（JA横浜）
TEL：045-942-2312
http://ja-yokohama.or.jp/

無料

28（土）～3/1（日） 第7回 Nostalgic 2days Pickup!
P.5

Nostalgic 2days 事務局（株式会社芸文社内）
TEL：03-5992-2052
http://nos2days.com

当日2,000円
（その他詳細は

P5参照）

28（土）～3/1（日） 第29回 日本がん看護学会学術集会 Pickup!
P.5

 運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション内）
TEL：06-6441-5260
http://jscn29.umin.jp/

当日参加登録
学会員12,000円
非会員13,000円

学生3,000円

1（日） 第13回 人工呼吸器セミナー
事務局（株式会社ピーシーオーワークス内）
TEL：03-3291-3634
http://www.kanarinko.com/seminar/

8,000円
（予定）

2（月） マイナビ 就職セミナー 横浜会場 マイナビ就職セミナー 横浜運営事務局
TEL：045-450-1660 無料

4（水） 平成26年度 医療ICTシンポジウム SMICT2015
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/smict2015.htm（予定）

無料

月
2

月
3

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Event Calendar
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5（木）～6（金）
中小企業家同友会全国協議会 
第45回 中小企業問題全国研究集会

神奈川県中小企業家同友会
TEL：045-222-3671
http://ｗｗｗ.kanagawa.doyu.jp/

20,000円

5（木）～8（日） ジャパン インターナショナル ボートショー 2015 Pickup!
P.4

ボートショー運営デスク
TEL：03-5542-1205
http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2015/

1,200円
（中学生以下は

無料）

7（土） ナース専科就職ナビ 合同就職説明会 2016
ナース専科就職ナビ運営部
TEL：0120-979-500
https://recruit.nurse-senka.com/fair/entry/form/

無料

7（土） 医療事故･紛争対応研究会 第9回年次カンファレンス 医療事故・紛争対応研究会
http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/

5,000円
～7,000円

8（日） アブソルートミーティング 第10回記念大会
株式会社アブソルート
TEL：045-228-8885
http://www.absolute.co.jp

無料

8（日）
公益社団法人 日本柔道整復師会 
第37回 関東学術大会神奈川大会

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

無料

10（火） ライセンスナビゲーション2014 横浜会場
株式会社ライセンスアカデミー
TEL：03-5925-1641
http://shinronavi.com/topics/event.php

無料

12（木）

ユニットケア研修フォーラム 2015
高齢者福祉施設の文化を今、考える 
～正しく知ろうユニットケア～

ユニットケア研修フォーラム事務局
（株式会社プランドゥ・ジャパン内）
TEL：03-5470-4407
https://www.unit-care.or.jp/training/unitcare.html

7,560円

13（金）～14（土） 横浜マラソン EXPO2015 Pickup!
P.2

横浜マラソン組織委員会事務局
TEL：045-651-0666
http://www.yokohamamarathon.jp/2015/event/expo

無料

15（日） 横浜マラソン2015 Pickup!
P.2

横浜マラソン組織委員会事務局
TEL：045-651-0666
http://www.yokohamamarathon.jp/2015/

ー
屋外

14（土） 通信制高校・サポート校 合同相談会
学びリンク株式会社
TEL：03-5226-5256
http://www.stepup-school.net/soudankai_yokohama.html

無料

14（土）～15（日） 第2回 慢性期リハビリテーション学会
日本慢性期医療協会
TEL：03-3355-3120
http://gakkai.co.jp/manseikiriha2/

有料

17（火）
平成26年度 日本工学院専門学校 
卒業証書授与式

日本工学院専門学校 教育・学生支援部
TEL：03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/

ー

19（木）～21（土） 第14回 日本再生医療学会総会 Pickup!
P.5

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/14jsrm/

6,000円
～20,000円

（大学学部生・
高校生 無料）

月
3

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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20（金） 平成26年度 国士舘大学 卒業式
国士舘大学 教務部 教務課
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp

ー

21（土）～22（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：06-6538-5793
http://club.montbell.jp/

会員・同伴者 無料
（当日入会1,500円）

21（土）～22（日） ルピシア グランマルシェ 2015
LUPICIAイベント事務局
TEL：0120-93-7799
http://www.lupicia.com/

無料

21（土）～22（日） 神奈川ウェルディングフェスタ 2015
マツモト産業株式会社
TEL：045-931-7745
http://www.mac-exe.co.jp/

無料

22（日） 第32回 神奈川県理学療法士学会
公益社団法人神奈川県理学療法士会
TEL：045-326-3225
http://congress-kpta.jimdo.com/

3,000円
～4,000円

23（月） 2014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/

ー

24（火） 2014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/

ー

25（水）
株式会社ノバレーゼ 
2016年度 新卒採用 会社説明会

株式会社ノバレーゼ
TEL：03-5524-3344 無料

27（金）～28（土） 第6回 国際頸椎学会アジア太平洋部門
運営事務局（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内）
TEL：03-5434-8759
http://convention.jtbcom.co.jp/6th-csrs-ap/

事前登録
15,000円

1（水） 平成27年度 国士舘大学 入学式
国士舘大学 教務部 教務課
TEL：03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp/

ー

2（木） 2015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（金） 2015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（土） 平成27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

4（土）～5（日） マタニティー＆ベビーフェスタ 2015
一般社団法人 日本マタニティフィットネス協会
TEL：03-3725-1103
http://maternity-babyfesta.jp/

無料

月
3

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

Event Calendar
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Ⅰ

Ⅱ

5（日）
平成27年度 第1回 関東・東京合同地区
獣医師会理事会・幹事会

公益社団法人 横浜市獣医師会
TEL：045-751-5032 無料

5（日） 平成27年度 北里大学 入学式
学校法人北里研究所 総務部
TEL：03-3444-6161
http://www.kitasato-u.ac.jp

ー

6（月）
平成27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

9（木）～12（日） 第67回 日本産科婦人科学会総会・学術講演会
 運営事務局（株式会社コングレ内）

TEL：03-5216-5318
http://jsog.umin.ac.jp/67/index67.htm

3,000円
～20,000円

13（月）～14（火） 第5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

有料

16（木）～19（日） JRC2015
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/

会員13,000円

17（金）～19（日） 2015 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
TEL：03-3816-3450 ー

20（月）～22（水） 第22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

22（水）～24（金）
OPTICS & PHOTONICS 
International Exhibition 2015

株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550
http://www.opie.jp/index.php

2,000円

22（水）～24（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

26（日）～29（水・祝）
IFFS/JSRM International Meeting 2015／
第60回 日本生殖医学会学術講演会

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://iffs2015.umin.jp/

5,000円
～55,000円

27（月） マイナビ就職セミナー 横浜会場 マイナビ就職セミナー 横浜運営事務局
TEL：045-450-1660 無料

28（火） 進路フェスタ 2015 in Yokohama
運営事務局（株式会社さんぽう内）
TEL：03-3378-7103
http://www.sanpou-s.net/

無料

29（水・祝） 2015 神奈川私立中学相談会
一般社団法人 神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901
http://kanagawa-shigaku.jp/

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

…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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8（金）～10（日） 第27回 横浜骨董ワールド 横浜骨董ワールド事務局
TEL：04-2925-1455　www.kottouworld.com

8（金）～10（日） 第35回 日本脳神経外科コングレス総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：06-6229-2555　http://www.jcns2015.jp/

14（木）～18（月） 第12回 アジア栄養学会議／第69回 日本栄養・食糧学会大会 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
http://www.acn2015.org/

20（水）～22（金） 公益社団法人自動車技術会 2015年春季大会 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://www.jsae.or.jp/2015haru/

20（水）～22（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2015 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

23（土）～24（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ 2015 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/

28（木）～30（土） 第90回 日本医療機器学会大会 メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2015 一般社団法人 日本医療機器学会
TEL：03-3813-1062　http://www.jsmi.gr.jp/

29（金）～31（日） 第114回 日本皮膚科学会総会 運営事務局（公益社団法人日本皮膚科学会 総会・学術大会チーム内）
TEL：03-3811-5079　http://jda114.jp/ 

3（水）～5（金） 第43回 日本血管外科学会学術総会 事務代行（株式会社イベント＆コンベンションハウス内）
TEL：03-3831-2601　http://www.jsvs.org/meeting/43/

3（水）～5（金） 第7回 化粧品産業技術展 CITE Japan 2015 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3647　http://www.citejapan.info/

7（日）～11（木） 第12回 国際定位放射線治療学会 東京女子医科大学ガンマナイフ室
TEL：03-3341-6878　http://www.isrscongress.org/

9（火） 第1回 がん撲滅サミット 東京女子医科大学ガンマナイフ室
TEL：03-3341-6878　http://cancer-summit.jp/

10（水）～12（金） 画像センシング展 2015 アドコム・メディア株式会社
TEL：03-3367-0571　http://www.adcom-media.co.jp/iss/

10（水）～12（金） 第21回 画像センシングシンポジウム（SSII2015） 画像センシング技術研究会事務局
TEL：03-3367-0571　http://ssii.jp/

11（木）～13（土） 第25回 JDPA東京コンベンション｢デコラティブペインティングの祭典｣ 日本デコラティブペインティング協会
TEL：03-5649-2321　http://www.jdpa.jp/

12（金）～14（日） 第29回 日本老年学会総会 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
http://rounen2015.umin.jp/

18（木）～20（土） 第20回 日本緩和医療学会学術大会 運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション内）
TEL：06-6441-5860　http://jspm2015.umin.jp/

20（土） 第26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/26-gakkai.htm

21（日） 平成27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 事務局
TEL：045-432-5889　http://www.kanagawa-koupren.org/

24（水） TRCポスターセッション 2015／第12回 医薬ポスターセッション 営業企画部 ポスターセッション事務局
TEL：03-3245-5666　http://www.toray-research.co.jp/

26（金）～28（日） 第60回 日本透析医学会学術集会・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/60jsdt/

2（木）～3（金） 第69回 日本食道学会学術集会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　https://www.congre.co.jp/jes2015/

4（土） 第17回 RINGの会横浜オープンセミナー 2015 一般社団法人「RINGの会」
http://ring-web.net/

4（土） 平成27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 事務局
TEL：045-432-5889　http://www.kanagawa-koupren.org/

4（土）～5（日） Best of ASCO® 2015 in Japan 日本臨床腫瘍学会 事務局
TEL：03-6809-1250

5（日） 第8回 宝酒造杯クラス別チャンピオン戦横浜大会（囲碁大会） 公益財団法人日本棋院 普及事業部
TEL：03-3288-8729　http://www.nihonkiin.or.jp/

8（水） 第14回 かながわ高齢者福祉研究大会 大会実行委員会（神奈川県社会福祉協議会内）
TEL：045-311-1424　http://www.kanagawafukushitaikai.jp/

11（土） 第13回 横浜市介護老人保健施設研究大会 第13回横浜市介護老人保健施設研究大会実行委員会
TEL：045-532-1008

11（土）～12（日） NPO法人 日本咬合学会　第20回記念学術大会 寺内歯科医院
TEL：0282-55-8011　http://www.jao.gr.jp/

11（土）～12（日） 第7回 日本下肢救済・足病学会学術集会 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/7jlspm/

13（月）～14（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/

20（月・祝） 第16回 2015 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/

20（月・祝）～22（水） 第11回 ICMアジア太平洋地域会議･助産学術集会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.icmaprc2015.org

22（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

24（金）～25（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノラン ド2015 ヨッテク運営事務局
TEL：045-473-0666　http://yotec.jp/

26（日） 全国国公立・有名私大相談会 2015 in 横浜 株式会社大学通信
TEL：03-3515-3541　http://www.52school.com/entry/

27（月）～28（火） 第99回 新幼児教育講座 公益財団法人 幼少年教育研究所
TEL：03-3208-8671　http://www.yosyoken.server-shared.com/

29（水） 全国公文進度上位者のつどい 2015 in YOKOHAMA 日本公文教育研究会横浜事務局
TEL：045-450-2170

30（木）～31（金） 第56回 日本人間ドック学会学術大会 運営事務局（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内）
TEL：03-5434-8759　http://convention.jtbcom.co.jp/56jsnd/
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31（金）～8/2（日） 第1回 全国ファーマシーフェア2015 第1回 全国ファーマシーフェア2015 運営事務局
TEL：03-6822-9376　http://nphafair.com

7（金）～9（日） 第9回 相模原臨床アレルギーセミナー 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi/

16（日）～22（土） 第24回 IIR国際冷凍会議（ICR2015） 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3541　http://www.icr2015.org/

17（月）～18（火） 第8回 日本高校ダンス部選手権 全国決勝大会 ダンススタジアム大会事務局
TEL：06-6110-2222　http://www.dancestadium.com/

23（日） 第4回 歯科甲子園 D1グランプリ 決勝大会 一般社団法人歯科甲子園事務局
TEL：043-224-3366　http://dental-1.jp/

29（土）～30（日） 第23回 日本ホスピス在宅ケア研究会・全国大会 in 横浜 第23回日本ホスピス・在宅ケア研究会　事務局
TEL：042-788-0755　http://hospice2015-yokohama.org/

2（水）～4（金） 第26回 全国介護老人保健施設大会 神奈川 in 横浜 大会事務局（一般社団法人 神奈川県老人保健施設協会内）
TEL：045-924-3488　http://www.roken2015-kanagawa.jp/

6（日） 第33回 神整商･神整振フェスティバル／平成27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　http://www.car-jp.com

10（木）～12（土） 第55回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 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://www2.c-linkage.co.jp/jsgoe55

13（日） 平成27年度 関東・東京合同地区獣医師大会、獣医学術関東・東京合同地区学会 公益社団法人横浜市獣医師会
TEL：045-751-5032　

15（火） 第24回 改善実践リーダー集会 株式会社ペック協会
TEL：058-397-2531

18（金）～20（日） 第63回 日本心臓病学会学術集会 準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL：03-3508-1214　http://www2.convention.co.jp/63jcc/

22（火・祝）～25（金） 第38回 日本美容外科学会総会／第23回 日中形成外科学会 運営事務局（株式会社サンプラネット内）
TEL：03-5940-2614　http://jsaps38.umin.jp/、http://jcps2015.umin.jp/

26（土）～27（日） 第9回 日本薬局学会学術総会 運営準備室（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL：052-957-2131

29（火）～10/1（木） 第56回 日本児童青年精神医学会総会 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
http://www.jascapmeeting.com/56/

2（金）～4（日） 第9回 日本緩和医療薬学会年会 運営事務局（株式会社メディセオ内）
TEL：03-3517-5519　http://www.kanwayaku9.org/

5（月）～8（木） Asia Steel International Conference 2015 Asia Steel 2015 Secretariat （株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984　http://www.asiasteel2015.com/

8（木）～10（土） JACLaS EXPO 2015−臨床検査機器・試薬・システム展示会− 一般社団法人 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

8（木）～10（土） 日本臨床検査自動化学会 第47回大会 一般社団法人日本臨床検査自動化学会
TEL：03-3813-6635　http://www.jscla.com/

14（水）～16（金） BioJapan 2015 World Business Forum 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/

14（水）～16（金） InterOpto 2015/BioOpto Japan 2015/LaserTech 2015/LED Japan 2015 All about Photonics事務局
TEL：03-3219-3643　http://www.optojapan.jp/interopto/

21（水）～23（金） 日本臨床麻酔学会 第35回大会 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

25（日） 第47回 関東ブロックPTA研究大会 横浜大会 全体会 横浜市PTA連絡協議会
TEL：045-662-7080　http://www.pta-yokohama.gr.jp/

1（日）～6（金） 94th IETF Meeting Yokohama（Internet Engineering Task Force） 株式会社イーサイド
TEL：03-6435-8789

7（土）～8（日） 第31回 日本義肢装具学会学術大会 事務局（株式会社日本旅行内）
TEL：03-5402-6401　http://web.apollon.nta.co.jp/jspo31/

12（木）～14（土） 第23回 インターナショナル・キルトウィーク横浜 2015 事務局（株式会社パッチワーク通信社内）
TEL：03-3816-5529　http://www.viq.com/iqw/iqw.html

14（土） 2015-16年度 国際ロータリー第2590地区 地区大会 国際ロータリー第2590地区事務局
TEL：045-650-2529

14（土）～15（日） 第4回 日臨技首都圏支部医学検査学会 一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会
TEL：045-212-2862

18（水）～20（金） Embedded Technology 2015 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3648　http://www.jasa.or.jp/et/

19（木） 平成27年度 神奈川県私立幼稚園父母の会連合会研修大会 神奈川県私立幼稚園連合会
TEL：045-440-3210　http://www.shinshiyou.com/parents.html

21（土）～23（月・祝） 第25回 日本医療薬学会年会 運営事務局（株式会社JTBコミュニケーションズ内）
TEL：03-5434-8759　http://convention.jtbcom.co.jp/25jsphcs/

25（水）～27（金） 2015 マイクロウェーブワークショップとマイクロウェーブ展（MWE 2015） 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://www.apmc-mwe.org/

26（木）～28（土） 第56回 日本肺癌学会学術集会 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

30（月）～12/3（木） 動力エネルギー国際会議（ICOPE-2015） 事務局（株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984　http://www.jsme.or.jp/pes/ICOPE-15/

5（土） 第17回 神奈川看護学会 公益社団法人神奈川県看護協会
TEL：045-263-2901　http://kana-kango.or.jp/society/kanagawa/

12（土）～13（日） 日本アレルギー学会 第2回 総合アレルギー講習会 一般社団法人 日本アレルギー学会事務局
TEL：03-5807-1701

29（金）～31（日） ジャパン フィッシングショー 2016 一般社団法人 日本釣用品工業会
TEL：03-3555-0101

30（土） 第30回 東日本手外科研究会 事務局（聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院内）
TEL：045-366-1111（代）

9（水）～11（金） 第89回 日本薬理学会年会 運営事務局（株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984
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PACIFICO News

パシフィコ横浜の国際MICE※1の誘致活動の状況と、現在の国際MICE事情とトレンドにつ
いて、ICCA（国際会議協会）※2アジア太平洋チャプターエグゼクティブコミッティーオフィ
サー（役員）に日本人として初めて就任した当社社員、ジョーダン黒澤貴子がお伝えします。

ジョーダン黒澤貴子 プロフィール
1993年入社。催事担当、予約担当および2度の産育休を経たのち、国際MICE誘致を担当。
2013年まで広報業務を兼任、プロモーションビデオ等の宣伝媒体多言語化、広報誌制作にあたる。
2014年にICCAアジア太平洋支部役員に日本人として初就任。

今年度はIMEX（フランクフルト）、IMEX America（ラスベガス）、そして
十数年ぶりとなるEIBTM（バルセロナ）の3つの国際MICE商談会に出展
しました。
催事開催地を探している買い手と直接商談を行う場に出展することが、国
際的に横浜の知名度を高めると同時に横浜の魅力を発信する重要なプロ
モーション活動となっています。

※1 MICEとは、Meeting（企業ミーティング）、Incentive Travel
（報奨・研修旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展
示会/イベント）といったビジネスイベントの総称。日本政府観光局によ
る2012年の統計によると、パシフィコ横浜は催事開催件数、参加者総
数においてMICE施設として日本で第一位である。
※2 ICCAとは、International Convention and Congress 
Association（国際会議協会）の略称、本部はアムステルダムに置かれ、
1963年創設の世界最大のコンベンション業界組織。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（ホテル含む）、PCOや
旅行代理店等、およそ1,000団体（組織）が加盟。より専門的な知識や情
報の共有と人材育成を推進するために、業種毎に6つの「セクター」、地
理別に11の「チャプター」に分かれ、業界全体の活性化を目指している。
アジア太平洋「チャプター」は全会員の2割強を占める一大支部で、南は
ニュージーランド、西はインドまでの15ヶ国、約80都市をカバーしている。

国際MICE商談会に出展しています！ 開催月 催事名 参加者数（外国人参加者数）
2015年5月 第12回アジア栄養学会議 4,000人（1,000人）
2016年5～6月 第19回国際細胞学会議 5,000人（2,000人）
2016年6～7月 Goldschmidt Conference 2016 4,000人（1,500人）
2016年7月 第31回国際心理学会議 7,000人（3,000人）
2017年秋 第18回世界肺癌学会 6,000人（3,000人）
2020年10月 第9回国際矯正歯科会議世界大会 6,000人（2,000人）

今後の主な国際会議の開催予定

ICCAではアジア・日本代表として活動しています
　ICCAアジア太平洋地区副理事である私は、地区を代表す
る立場として、地域全体の業界活性化のために活動していま
す。ICCAは会員組織のため、会員の意見や希望を本部や支
部へ伝え、サービスや活動に反映できるよう努めています。また
新事業を実施することで、各会員がよりメリットを享受できるよう
に、会員と運営組織との仲介役としての積極的な役割が期待
されています。
　他国の理事からは、MICEに限らず日本全体の状況を尋ね
られることもあり、女性の社会進出が遅れている日本での女性
リーダーとして、意見を求められることも多くなっています。

MICEの意義は「都市力や国力の向上」
　当社は、1987年創業、1991年の開業以来、「国際会議開催
による国際平和への貢献」を企業理念に掲げ、国際MICE誘
致を積極的に行ってきました。
　昨今、世界各国では、その国、都市の機能向上のための
MICE誘致というのが命題になっています。例えば環境問題に

意識の高いドイツや北欧ではエコ関係の会議や展示会、糖尿
病患者の増加が問題化している中東の大都市では糖尿病関
連の学会を誘致するというように。世界中の専門家や関連企
業が一堂に会して、議論し合うことにより、その都市の課題を
解決し、関連産業も育成できる、というのがMICE開催の意義
です。都市力や国力強化のためのMICE誘致と開催を実践し
ている海外諸国に比べると、まだ日本ではMICEは直接的な関
連企業である会場や宿泊、交通や観光関連の産業、とみられ
ることが少なくないようです。

次世代に財産をのこせるような国際MICEに
　今後もMICEを通じた都市力強化、国力向上という点に焦
点をあて、横浜市、神奈川県、ひいては日本全体の課題解決を
導けるようなテーマの国際MICEを誘致していきたいと考えて
います。ただ開催していただくだけでなく、MICE参加者・団体
と開催都市の市民や企業、学生達の交流を促進して次世代に
財産を残せるように、パシフィコ横浜として貢献できるよう、努力
してゆきたいと思います。

パシフィコ横浜の海外MICE誘致活動と、
それを通じて目指すもの

IMEX
日本ブースと商談風景。
お寿司をふるまうなどの
イベントも実施

EIBTM
会場風景
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1,580円→1,250円に
通常 お一人様4,130円→3,800円（税込）
忘・新年会限定 飲み放題30分延長サービス

パシフィコ横浜では、これまでＬＥＤ照明の導入やトイレ・
エスカレーター等への人感センサーの設置、空調設備の
CO2制御システムの導入などに取り組み、エネルギー使
用に伴うCO2排出量の把握と削減努力を行ってきました。
今回、みなとみらいに本社のある日揮株式会社からの
申し出を受け、同社が開発途上国で実施してきた温室
効果ガス削減プロジェクト等によるCO2排出削減量を
活用し、今年度１年間のCO2排出量約11,000t-CO2

（予定）を相殺（カーボン・オフセット）します。これは、マッ
チングした横浜市とみなとみらい21地区内の3ホテル

（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、横浜
ベイホテル東急、横浜ロイヤルパークホテル）との共同
の取り組みで、4施設を合計するとCO2排出量は約
44,000t-CO2の削減見込みとなります。

MICE施設では国内最大規模の取り組み！
パシフィコ横浜は、日揮（株）と協力して今年度 
１年間のCO2排出量をカーボン・オフセットします

パシフィコ横浜のCSR活動
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編集発行／株式会社横浜国際平和会議場

広報誌PACIFICO設置エリアは
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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

日本丸メモリアルパーク

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

横浜ベイホテル東急

クロスゲート

みなとみらい
センタービル

MARK IS
みなとみらい

みなとみらい
グランドセントラルタワー

MMパークビル

クロスパティオ

三菱重工横浜ビル

CIAL桜木町

臨港パーク

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

横浜の名所を巡るように走る、市民参加型
のフルマラソンが初開催され、パシフィコ
横浜がメイン会場となります。そこで今回の
表紙は「マラソン」をテーマに描いてみまし
た。爽やかな春の空気の中、港街「Y」の
住人レンガくんもマラソン大会に出場。沿道
からの声援を受けてラストスパート！　カモメ
たちも空から見守っています。

建物やランナーはカラフ
ルな粘土で作っていま
す。走っている躍動感を
出すために、風になびく
髪やポーズの調整を何
度も行いました

横浜の名所を巡るフルマラソン開催
声援を受けてラストスパート！

今月の表紙 『PACIFICO』

展示ホール

臨港パーク

会議センター

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル

横浜をモデルにしたアニメ「ハーバーテイル」とのコラボレーション
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