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トルボサウルスの全身骨格は、復元
骨格ではなく、2012年に発見され
た本物の化石。また“ティンカー”と
名付けられたティランノサウルスの
全身骨格は、1998年にアメリカ・サ
ウスダコタ州で発見された若年期の
骨格で、古生物学的に非常に貴重な
標本と言われています。

ヴァーチャルリアリティ技術で白
亜紀の世界を体感するコーナーで
は、3Dゴーグルを装着し、全方位
CGで大迫力の恐竜を見ることが
できます。また骨格の横にホログ

ラムで恐竜のアニメーションを投影し、どんな恐竜だったのかが視覚
で分かるようになっています。

トルボサウルスと
ティランノサウルスの
本物の全身骨格を展示

最新デジタル技術を駆使した
リアルな展示で、恐竜の迫力を体感しよう！

●本物化石クリーニング体験
●化石に触ろう！（タッチ証明書付き）
●アトラクションやお祭り屋台が並ぶ縁日エリア
●恐竜グッズをはじめとした物販コーナー

ほかにも注目のコンテンツがいっぱい！

©JET CREATIVE / MASTER FOSSIL

トルボサウルスって
どんな恐竜？

｢獰
どうもう

猛なトカゲ｣という意味の名を持
つ、全長約10メートルのジュラ紀最
大の肉食恐竜。現在の北米や欧州大
陸に生息し、当時の捕食者の頂点に
君臨していたと考えられています。

入場料 大人（高校生以上） こども（中学生以下）3才以下無料
前売 1,400円 700円
当日 1,800円 900円

ダイノワールド2015 ヨコハマ恐竜博～古生物の進化と大恐竜時代～

開催： 2015年7月18日（土）～8月31日（月）
　　 10：00～18：00 （最終入場は、終了30分前まで)

参加対象展示ホール

 ダイノワールド2015実行委員会
  045-412-6580　  http://www.dinoworld.jp/

世界初！ トルボサウルス
全身骨格を公開！

ご当地グルメが味わえるフードコート
フードコートでは、ご当地グルメの浜松餃子や横須賀海軍カレーを販売。
テイクアウト用の冷凍餃子やレトルトカレーもあり、お土産に最適です。｢ダ

イノワールド｣と浜松餃子学会がコラボレー
ションしたイメージキャラクター｢ぎょーざう
るす｣が会場を盛り上げます。

この夏、パシフィコ横浜に恐竜の世界が出現 ！ 恐竜や古生
物について楽しく学べる本イベントでは、ジュラ紀最大の肉
食恐竜、トルボサウルスの化石が世界初公開されます。さら
に日本で初公開となる白亜紀の暴君恐竜ティランノサウルス

“ティンカー”の全身骨格や、カンブリア紀から恐竜時代まで
の様 な々古生物の化石を、ホログラムなど最新のデジタル
技術を用いたユニークな展示法で紹介。太古の恐竜時代
をリアルにイメージすることができます。

恐竜の世界を楽しく学ぼう！

DINO WORLD 2015 in YOKOHAMA

ジュラ紀最大の肉食恐竜と、白亜紀の暴君恐竜の競演！
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大人（中学生以上） こども（小学生以下）２才以下無料

前売 900円 700円
当日 1,000円 800円

好みのパーツを選んでオリジナルトミカを作れる人気アトラクショ
ン。｢マツダ RX-7｣｢トヨタ プリウス｣｢ロンドンバス｣から好きな車種
を選び、ボディとシートを３色から選べば、「カシメマン」が目の前で
組み立ててくれます。

入場記念トミカは「ＴＤＭ ハコブンダー」（有料
入場者のみ／無料入場の方を除く）。トミカの
箱を載せて遊ぶことができます。

トミカ博 in YOKOHAMA～トミカの工場が見学できる！？～

開催：2015年8月8日（土）～8月16日（日）
　　 10：00～16：30（最終入場は16：00）

特別協力：株式会社タカラトミー　特別協賛：パナソニック株式会社　協力：講談社/小学館/株式会社タカラ
トミーエンタメディア/株式会社ネコ・パブリッシング/株式会社のぐち/株式会社ムービック・プロモートサービ
ス　（50音順）　車両展示協力： 日産自動車株式会社/ポルシェ ジャパン株式会社

参加対象

トミカ博のスタッフが撮影してくれた自分の顔写真をトミカの運転席に
貼りつけて、オリジナルのトミカが作れます。今回の車種は「日産 ス
カイラインGT-R （R32）」。スポーツカーのドライバーになった気分
を楽しもう！

ドライバー気分を味わえる！
「トミカミニミニドライバー工房」

オリジナルトミカをつくろう！ 「トミカ組立工場」

展示ホール

 トミカ博 in YOKOHAMA事務局
  03-5435-0604　  http://www.takaratomy.co.jp/event/

入場料

※上記料金には入場記念トミカ「ＴＤＭ ハコブンダー」を含む。
（有料入場者のみ／無料入場の方を除く）※写真はイメージです。デザイン・色等変更になる場合がご
ざいます。※入場記念トミカは生産上の都合等により、直前に変更になる場合がございます。

© TOMY　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

1970年の誕生以来、子供から大人まで幅広い世代に愛され
るミニカー、トミカ。その魅力を存分に楽しめるイベント｢トミカ博 
in YOKOHAMA｣では、トミカの工場をイメージした会場で、
トミカが「できるまで」を楽しく体験できます。たくさんのトミカが
活躍する巨大ジオラマやトミカが走る大型コースのほか、一日
中遊べるアトラクションもいっぱい。人気アトラクションのトミカ組
立工場では、できたてのトミカを持って帰れます。今回の入場
記念トミカは｢ＴＤＭ ハコブンダー｣。ショッピングゾーンではイベ
ント記念商品も販売されます。　

トミカの工場が見学できる！？
トミカが「できるまで」を体験しよう！

入場記念トミカも見逃せない！

ビーチバレーボールの頂点が決まる！ みなとみらい地区の夏の風物詩

FIVBビーチバレーボールワールドツアーグランドスラム2015横浜大会 第8回 みなとみらい大盆踊り

開催：2015年7月20日（月）～7月26日（日）
場所:みなとみらい21地区臨港パーク内特設会場

開催：2015年8月14日（金）17：30～20：30 15日（土）16：00～20：30
場所:臨港パーク南口広場

 横浜市市民局大規模スポーツイベント課　  045-671-3589  パシフィコ横浜 総合案内　  045-221-2155

ビーチ バレー ボー ル の 国 際 大 会
「FIVBビーチバレーボールワールド
ツアーグランドスラム2015横浜大
会」を日本初開催！　専用コートを臨
港パーク内に設け、各国による白熱
の試合を間近で観戦できます。約2,000人収容のセンターコート
で世界一が決定します。

ライトアップされた横浜ベイブリッジ
など、横浜港の夜景を一望できる絶
好のロケーションが魅力の盆踊り大
会。金魚すくいやヨーヨー釣りなど、
子どもから大人まで楽しめる縁日コー
ナーのほか、グルメコーナーがあり、今年は新たにクラフトビール
が充実。心地よい海風を感じながら夏の夜を楽しみましょう。

パシフィコ横浜　夏の注目イベント情報

©JET CREATIVE / MASTER FOSSIL
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Pickup Events

 当日登録：一般50,000円、助産学生5,000円、大学院生10,000円
 運営事務局(株式会社コングレ内)
 03-5216-5318　
 http://www.icmaprc2015.org

出産、子育ての問題改善に向け、
アジアの助産師が知恵と力を合わせる

7/20（月・祝）~7/22（水）

第11回 ICMアジア太平洋地域会議・助産学術集会

 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/

この夏は、夢いっぱいの
『ちゃお』ワールドへ遊びに行こう！

8/15（土）~8/16（日）

人気コミック誌『ちゃお』の夏の祭典。編集部ブースでは、人気作家
陣から直接、レクチャーを受けられるマンガ講座やサイン会（要事前
申込み）が行なわれるほか、メー
カーブースで最新のゲームやホビー
を手にとって遊ぶことができます。ま
た、誌面で活躍するモデルを決める

「ちゃおガールオーディション
2015」など、盛りだくさんのイベント
ステージも見逃せません！

ICMは、世界102の国と地域から116の団
体が加入する、助産師の国際的な連盟。本
集会ではアジア太平洋地域の団体が集い、
安全で安心な出産体制、助産師の知識と技
術の向上を目的に技術交流や情報支援を
行います。また、一般向け公開講座や、横浜
市との共催で、次世代育成を目的に中高生
を対象とした講座も開催。出産や子育てに
ついて知識を深めることができます。

ちゃおサマーフェスティバル2015

 無料（事前登録、当日来場登録をしない場合は1,000円）
 運営事務局（株式会社トリョウビジネスサービス内）
 03-6822-9376
 http://nphafair.com/

薬局に関わる最先端の情報、サービスが集結！
国内業界初の展示会

7/31（金）~8/2（日）

国内初の総合的な薬局展示会が、ついに
実現！ 保険薬局の賢い利用方法や、セルフ
メディケーションに役立つ薬・サプリメントにつ
いてのセミナーなど、どなたでも楽しみながら
学べる展示会です。今後、地域社会の「健
康情報の発信拠点」として、ますます役割が
期待されている薬局。そんな地域連携やIT
対応、介護・福祉・子育てなど、薬局の“今”
が見えてくるイベントです。

第1回 全国ファーマシーフェア2015

 一般 無料（一部関係者限定セミナーあり）、関係者9,000円
 公益社団法人日本青年会議所 サマーコンファレンス運営委員会
 03-3234-5601
 http://www.summerconference.jp/

政治・経済・社会など各界の有識者が参加する
日本のより良い未来のためのセミナー

7/18（土）~7/19（日）

世界に誇れる日本を次世代に残すため、「イノベーションを起こす思
考」を学び日本再興につなげることがテーマ。日本再興に向けた国
家や地域などが抱える課題と具体
的な解決策が提示されます。元サッ
カー日本代表選手の中田英寿ら各
界を代表する著名な有識者によ
り、政治・経済・社会など様々なジャ
ンルのフォーラム・セミナーが開催さ
れます。

サマーコンファレンス 2015

7/20
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Pickup Events

■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

世界最大級のストリートダンスコンテスト
トップダンサーの踊りは圧巻！

8/29（土）

 5,800円
 株式会社アドヒップ
 06-6543-8282
 http://www.dancedelight.net

世界一のストリートダンスチームを決定するダンスコンテスト。過去に
フランスやドイツ、アメリカ、台湾、韓国など、世界各地でも開催され
たストリートダンス界で最も歴史あ
る大型イベントが、3年ぶりに横浜
で決勝戦を迎えます。HIP HOP、
HOUSE、POPほか、さまざまなダ
ンススタイルのトップダンサーが集
結。圧巻のダンスパフォーマンスは
必見です。

JAPAN DANCE DELIGHT VOL.22 FINAL

 一般1,000円（学生・15名以上の団体・事前登録者は無料）
 日刊工業新聞社 大阪支社　  06-6946-3384
 http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/

 http://www.nikkan-event.jp/nh/

多様な技術分野を融合
新たなビジネスチャンス創出の場に

9/8（火）~9/10（木）

半導体をはじめとする電気・電子から医療機器、環境・エネルギーま
で広範な産業分野を支える最新の真空技術を一堂に開示。同時
に、これらに必須な難加工技術お
よび表面改質技術の展示を通じ
て、多様な技術分野の融合による
新たなビジネスチャンスが見込まれ
ます。またノーベル物理学賞受賞
の天野浩教授による特別基調講演

（聴講無料）も開催します。

全国7会場で開催された地区予選大会を勝ち抜いてきた、高校生
ダンス部の頂点を決める大会。2008年の第1回大会開催以降、
2011年にはダンスが学校教育に
も取り入れられるなど、近年注目
度の高まるイベントです。今年の
横浜は３年に一度のダンスの祭典

『Dance Dance Dance @ 
YOKOHAMA』の年。青春をかけた
熱いエネルギーが横浜に集まります。

 前売料金：一般3,000円、小人1,000円、限定鑑賞席4,000円
 ※当日券あり。ただし前売券完売の場合は販売はありません。詳細は公式HP参照

 DANCE STADIUM大会事務局
 06-6110-2222　  http://dancestadium.com

日本中の高校生ダンス部の
頂点が決まる！

8/17（月）~8/18（火）

第8回 日本高校ダンス部選手権 全国決勝大会

冷凍空調に関する国際会議が、日本で初めて開催されます。世界
各国から約1,000名の研究者が参加し、冷凍設備、空気調和、冷
凍貯蔵や輸送、食品科学、低温
医学などのテーマについて最新の
研究成果を発表し、広く情報交換
と技術交流が行われます。「冷凍
食品はここまで美味しくなる」をテー
マに、横浜市民を対象にした無料
の市民公開講座も開催。

 有料
 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
 03-3219-3541
 http://www.icr2015.org/

日本初開催！　冷凍技術、
空調についての国際催会議

8/16（日）~8/22（土）

第24回 IIR国際冷凍会議（ICR2015）

VACUUM2015 真空展／
難加工技術展2015／表面改質展2015

8/17
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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/

15,000円

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/ 10,000円

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/

4,000円

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 有料

5（日）
小倉 唯 1st LIVE

「HAPPY JAM」
株式会社オデッセー
TEL：03-5444-6966 6,900円

5（日）
第8回 宝酒造杯囲碁クラス別チャンピオン戦
横浜大会

公益財団法人日本棋院 普及事業部
TEL：03-3288-8729
http://www.nihonkiin.or.jp/

2,500円
～3,500円
（予定）

6（月）～7（火） 電機連合第63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

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/

5,000円

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

無料

11（土）～12（日）
特定非営利活動法人 日本咬合学会 
20周年記念学術大会 7/12

寺内歯科医院
TEL：0282-55-8011
http://www.jao.gr.jp/

有料

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/

有料

12（日） 第4回 J:COM杯 3月のライオン子ども将棋大会
株式会社 ジュピターテレコム
http://www2.myjcom.jp/special/user/event/
kids-shogi/index.shtml

無料

13（月） マイナビ進学FESTA 横浜会場
株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4415
https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/festa/

無料

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/

17,500円

14（火） 真夏の夜のジャズとポップスの祭典！
株式会社 たちばな出版
TEL：0120-992-167
http://www.tachibana-inc.co.jp/

有料

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

Event Calendar
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18（土）～19（日） サマーコンファレンス 2015 Pickup!
P.4

公益社団法人日本青年会議所サマーコンファレンス運営委員会
TEL：03-3234-5601
http://www.summerconference.jp/

P4参照

18（土）～8/31（月）
ダイノワールド2015 ヨコハマ恐竜博
～古生物の進化と大恐竜時代～

Pickup!
P.2

ダイノワールド2015実行委員会
TEL：045-412-6580
http://www.dinoworld.jp/

P2参照

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/

無料

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 7/20

Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.icmaprc2015.org

50,000円

21（火）
平成27年度 高校生就職フェア Part1

（横浜・横須賀地区合同企業説明会）
横浜公共職業安定所 学卒第一部門
TEL：045-211-7759 無料

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

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

無料

25（土） 第38回 神奈川術後代謝栄養研究会
横浜市立大学消化器・腫瘍外科学
TEL：045-787-2650
http://www.ycusurg2.jp/

無料

25（土）
ネオロマンス・フェスタ 金色のコルダ 
Featuring 神南高校 Op.2

イベント事務局
TEL：045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/event/2015/corda-ange/

HP参照

26（日） ネオロマンス・フェスタ アンジェリーク メモワール2015
イベント事務局
TEL：045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/event/2015/corda-ange/

HP参照

25（土）～27（月）
第55回 日本先天異常学会学術集会／
第38回 日本小児遺伝学会学術集会 合同開催

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター
TEL：045-711-2351　
http://jts55.umin.jp/

有料

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/

無料

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/

16,000円

28（火） SUPER BEAUTY 2015
株式会社きくや美粧堂
TEL：050-3802-2001
www.kikuya-bisyodo.co.jp

有料

28（火）～29（水）
第7回 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム

（ISAP2015）
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/isap/2015/jp/index.html

無料

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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29（水）
全国公文進度上位者のつどい 2015 
in YOKOHAMA

公文教育研究会 横浜事務局
TEL：045-450-2170 無料

30（木）～31（金） 第56回 日本人間ドック学会学術大会
7/31

 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/

HP参照

31（金）～8/2（日） 第1回 全国ファーマシーフェア2015 Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社トリョウビジネスサービス内）
TEL：03-6822-9376
http://nphafair.com/

P4参照

1（土）～2（日） 日本地域看護学会第18回学術集会
8/2

横浜市立大学大学院医学研究科 地域看護学分野
TEL：045-787-2973
http://jachn.umin.jp/meeting/m18/index.htm

HP参照

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）
TEL：03-5805-5261　
http://sgmseminar.umin.jp/

35,000円

8（土）～9（日） SAMA-FES.2015 SAMA-FES.2015運営事務局
http://5stars-darts.com/ ー

8（土）～16（日）
トミカ博 in YOKOHAMA
～トミカの工場が見学できる！？～

Pickup!
P.3

トミカ博 in YOKOHAMA事務局
TEL：03-5435-0604 P3参照

9（日）
艦隊これくしょん －艦これ－
第二回「艦これ」観艦式

ソニーPCL
TEL：03-5792-9340 7,800円

15（土）～16（日） ちゃおサマーフェスティバル2015 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

16（日）～22（土）
第24回 IIR国際冷凍会議

（ICR2015） 8/17

Pickup!
P.5

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/

HP参照

17（月）～18（火）
第8回 日本高校ダンス部選手権 
全国決勝大会

Pickup!
P.5

DANCE STADIUM大会事務局
TEL：06-6110-2222
http://dancestadium.com

P5参照

19（水）～20（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

21（金）～22（土） しろくろフェス2015 株式会社ブシロード ユーザーサポート
TEL：03-5348-0852

1,000円
～3,000円

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
TEL:043-224-3366
http://dental-1.jp

5,000円
～8,000円

25（火） Seventeen夏の学園祭2015 株式会社 集英社
http://r.hpplus.jp/st/gakuensai2015 無料

月
8

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

Event Calendar
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26（水）～28（金）
CEDEC 2015（コンピュータエンターテイメント
デベロッパーズカンファレンス2015）

運営事務局（株式会社ピーシーオーワークス内）
TEL：03-6869-0713 
http://cedec.cesa.or.jp/

2,160円
～37,800円

29（土）
JAPAN DANCE DELIGHT 
VOL.22 FINAL

Pickup!
P.5

株式会社アドヒップ
TEL：06-6543-8282
http://www.dancedelight.net

5,800円

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・在宅ケア研究会全国大会in横浜 事務局
TEL：042-788-0755
http://hospice2015-yokohama.org/index.php

有料

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 9/3～4

公益社団法人全国老人保健施設協会 神奈川県支部
TEL：045-924-3488
http://www.roken2015-kanagawa.jp/

会員15,000円
非会員17,000円

5（土） 第2回 Hybrid Neurosurgery研究会
事務局（昭和大学藤が丘病院脳神経外科内）
TEL：045-974-6321
http://www10.showa-u.ac.jp/~nouge/pg250.html

2,000円

5（土）
日本麻酔科学会 関東甲信越・東京支部
第55回 合同学術集会

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/branch/2015/kanto/

5,000円

5（土） LOVE STREET～Let's Turn Up!!～ LOVE STREET事務局
TEL：03-5911-0038 有料

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/

無料

8（火）～10（木）
VACUUM2015 真空展／
難加工技術展2015／表面改質展2015

Pickup!
P.5

日刊工業新聞社 大阪支社 
TEL：06-6946-3384
http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/
http://www.nikkan-event.jp/nh/

一般1,000円
（学生・団体・事前

登録者は無料）

10（木）～11（金） 第22回 日本門脈圧亢進症学会総会
第22回 日本門脈圧亢進症学会総会 事務局
TEL：042-639-1100
http://jsph22.umin.jp/

10,000円

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/

15,000円
～19,000円

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 9/13

 公益社団法人横浜市獣医師会
TEL：045-751-5032
http://www.kvma.serio.jp/news/20150324.html

有料
（市民公開講座は

無料）

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 有料

18（金）～20（日） 第63回 日本心臓病学会学術集会
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/63jcc/

HP参照

19（土） 2015 私立高校入試相談会
臨海セミナー入試情報センター
TEL：045-451-5148
http://www.rinkaiseminar.co.jp

無料

月
8
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9
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参加方法 連絡先 料金（税込） 会場
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19（土）～20（日） 2015秋 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：072-991-5863
http://www.mikihouseland.jp

無料

21（月・祝）～23（水・祝） ヨガフェスタ横浜2015
ヨガフェスタ事務局
TEL：03-5342-2868
http://www.yogafest.jp/

無料
（一部レッスンを

除く）

22（火・祝）～23（水・祝） 第38回 日本美容外科学会総会
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/

ー

26（土）～27（日） 第9回 日本薬局学会学術総会
9/26

運営準備室（日本コンベンションサービス株式会社 中部支社内）
TEL：052-957-2131
http://www.ps-japan.org/forum2015/

3,000円
（市民公開講座は

無料）

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）
TEL：03-5805-5261　
http://jascapmeeting.com/56/

6,000円
～15,000円

1（木）
平成27年度 日本介護福祉士養成施設協会
関東信越ブロック教員研修会

聖ヶ丘教育福祉専門学校
TEL：045-335-2312 8,000円

2（金）～3（土） ユニコーン EBI50祭 「海老乃大漁祭」 DISK GARAGE
TEL：050-5533-0888

特等席10,800円
一等席8,640円

2（金）～4（日） 第9回 日本緩和医療薬学会年会
10/2

大会事務局（昭和大学 薬学部 薬物療法学講座内）
TEL：03-3784-8440
http://www.kanwayaku9.org/

8,000円
～13,000円

3（土）～4（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/

1,500円
（会員・同伴者は

無料）

4（日） 大学進学フェスタ2015 in Yokohama
株式会社中萬学院 大学受験指導事業部
TEL：045-840-1714
http://www.chuman.co.jp/

無料

4（日） 第7回 コロワイドグループ労働組合 大運動会 コロワイドグループ労働組合
TEL：045-274-6001 無料

4（日）
私学・私塾フェア2015　
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

5（月）～8（木） Asia Steel International Conference 2015
Asia Steel 2015 Secretariat c/o ISS, INC.
TEL：03-6369-9984
http://www.asiasteel2015.com/

有料

7（水） 第3回 窓口担当者レベルアップ交流会
神奈川県信用農業協同組合連合会
TEL：046-228-4307
http://www.jabank-kanagawa.jp/

無料

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事務局
TEL：03-3813-6635
http://www.jscla.com/

8,000円

月
10

月
9
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参加方法 連絡先 料金（税込） 会場
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Ⅰ

Ⅱ

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（JACLaS）
TEL：03-3830-0920　
http://jaclas.or.jp/exhibitions/index.html

無料

10（土）～11（日）
医学書院 看護特別セミナー
パトリシア・ベナー博士来日講演会

事務局 （有限会社あゆみコーポレーション内）
TEL：06-6441-4918
http://www.igaku-shoin.co.jp/seminarTop.do

S席12,000円
A席10,000円

13（火） 第3回 私は自分の仕事が大好き大賞
株式会社東京カモガシラランド
TEL：03-5937-5478
http://watashigo.org

前売2,000円
学生120円
当日3,000円

14（水）～16（金）
InterOpto 2015/BioOpto Japan 2015/
LaserTech 2015/LED Japan 2015

事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3643
http://www.optojapan.jp/interopto/

2,000円

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/main/index.html

5,000円

16（金）～17（土） 第10回 エコアクション21全国交流研修大会　
一般財団法人持続性推進機構　
エコアクション21中央事務局
http://www.ea21.jp

認証・登録事業者
無料

17（土） 第21回 神奈川上肢外科研究会
神奈川上肢外科研究会 事務局
TEL：044-977-8111
http://ksshe.umin.jp/

有料

18（日） エピック･ゲームズ･ジャパン Unreal Fes 2015
UNREAL ENGINE
TEL：045-226-4555
https://www.unrealengine.com

無料

18（日）～22（木）
第11回 高分子工学に基づく
先進高分子に関する国際会議（APME2015）

近畿大学分子工学研究所
TEL：0948-22-7210
http://www.apme2015.jp/

一般50,000円
（9/1以降は

60,000円）

19（月） 2015 日本IE協会年次大会
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/

IE協会会員・
協賛団体27,200円

一般47,500円

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
http://depoc.net/jsca35/

有料

24（土）～25（日）
日本顎咬合学会 関東甲信越支部学術大会 
認定医教育研修会･認定歯科衛生士検定試験

ながさか歯科クリニック
TEL：042-548-4618
http://www.ago.ac/

非会員
Dr12,000円

DH・DT6,000円
（詳細はHP参照）

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 無料

31（土）～11/1（日）
第11回 日本鍼灸師会全国大会 
in 神奈川 11/1

株式会社キューアイ・マネージ（公益社団法人
神奈川県鍼灸師会 代理店）
TEL：050-3724-3299 
http://www.harikyu.or.jp/

会員
事前10,000円
当日12,000円

（非会員別料金）
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PACIFICO News
国内MICE施設※では初のロジスティクスセンターオープン

4月1日、展示ホール2Fコンコース（ビジネス＆サービスセ
ンター隣）に『パシフィコ ロジスティクス センター』がオー
プンしました。荷物の受け入れ・配送を一つの窓口で行う
取り組みは、国内のMICE施設では初の取り組みです。こ
れにより荷物の遅配・誤配がなくなるほか、搬入出時の待
機車両の減少によって周辺道路の渋滞緩和やCO2排出
削減の効果も期待できます。手荷物のお預かりや近隣ホ
テルへの配送、会期中の梱包資材のお預かりなど、新し
いサービスをスタートさせ、今後もより便利なサービスの
拡充を図ってまいります。

※……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

主なサービスメニュー
◦専任スタッフによる物流コンサルティング
◦宅急便、ヤマト便、国際宅急便、クール宅急便、パソコン宅急便など

の発送サービス
◦手荷物預かりサービス、ホテルへの荷物発送サービス、梱包資材保

管サービス
◦伝票発行サービス

ヤマト運輸と提携し、近隣の物流ターミナルにパシフィコ横浜宛
の荷物を集約、施設や出展スペースごとに事前に仕分けを行
い、一括で搬入を行っています。配送業者が1社になることで、
搬入時に生じる順番待ちの時間ロスがなくなり、遅配や誤配を
防げます。ヤマト運輸以外の配送業者を利用される場合も、受
け入れを『パシフィコ ロジスティクス センター』で行い、各会場へ
配達する一元管理を行います。これにより館内を移動する配送
業者を1社に集約し、館内セキュリティや安全性も向上しました。

『パシフィコ ロジスティクス センター』には、パシフィコ横浜の館
内構造やイベントスケジュールを熟知している専門スタッフが常
駐しています。搬出日に限らず、いつでも荷物の配送の依頼や
相談が可能になったうえ、海外便や大きなサイズの荷物の発
送など、イレギュラーな対応も気軽に相談いただけます。また
必要に応じて、出展説明会などにも参加し、イベントに合わせ
た最適な配送や集荷方法の提案を行うなど、円滑なイベント運
営のパートナーとしてサポートをおこないます。

スピーディな物流管理を実現

このほかにも、『パシフィコ ロジスティクス センター』を活用した
多彩なサポートを実施しています。その一つが、国内初となる

「梱包資材のお預かり」。会期中はブースの裏に置かれている
か捨てられていた梱包資材をセンターでお預かりし、最終日に
返却するサービスです。省スペースとゴミ削減も実現します。
そのほかにも出し入れ自由な手荷物の預かりサービス、近隣ホ
テルへの当日配送サービスも行っています。ビジネス・観光をより
快適にサポートするサービスとしてぜひご利用ください。

多彩なサポートでさらに便利に！

専門スタッフ常駐で利便性向上

世界では、環境に配慮した「グリーンMICE」の実現が求められています。パシ
フィコ横浜では、クリーンエコセンターを設置してゴミの分別・計量を推進する
など、積極的にグリーンMICEの実現に取り組んできました。今回、ロジスティ
クスセンターを設置したことにより、さらなるゴミの削減・待機車両減少による
CO2削減も期待できます。パシフィコ横浜は、今後もよりグリーンMICEに貢
献できるコンベンションセンターを目指していきます。

グリーンMICEに貢献

パシフィコ ロジスティクス センター
（PACIFICO Logistics Center）
設置場所： パシフィコ横浜 展示ホール2Fコンコース 
 （ビジネス&サービスセンター隣）
営業時間： 9：00～18：00　定休日なし（施設点検日などを除く）
お問い合わせ電話： 080-6699-3349　
Eメール： logistics-center@pacifico.co.jp
ホームページ： http://www.pacifico.co.jp/visitor/shops/shops_logicenter.html

開所式典で握手を交わすパシフィコ横浜の鈴木社長（左）とヤマト運輸の田中支社長
（開所当時／右）。パシフィコ横浜の施設が描かれたダンボール箱が利用できる

パシフィコ ロジスティクス センターによる配送の流れ

出展スペースや
施設ごとに
事前仕分け

出展スペースや各施設へ
配達・集荷

首都圏のホテルに
手荷物を当日配達

専任スタッフが
最適な物流をご提案
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国内MICE施設※では初のロジスティクスセンターオープン

パシフィコ横浜とみなとみらい21地区の6の観光施設・交通機
関と98の飲食施設が提携した、『サービスクーポンガイド』を
来場者に配布。今回は特に外国人参加者のために、英語版
を作成しました。加盟店ではイベントのロゴマークの入ったス
テッカーを貼るなど、街全体でウェルカムムード一色に。これら
がイベント参加後に楽しみながら横浜の街の魅力を感じてい
ただけるきっかけとなり、イベントの満足度向上にも貢献できま
した。

みなとみらい21地区で使える
サービスクーポンガイド配布

パシフィコ横浜では『第12回 アジア栄養学会
議』（5月14～18日開催）で、訪日外国人向け

「MICEおもてなしプログラム」として、近隣の
飲食店や商業・観光施設や交通機関と連携し
たショッピングツアーや特別コンサートなどを
行いました。横浜エリアの魅力をお伝えするこ
とで、国際会議に参加された皆様に満足いた
だけるだけでなく、街の発展にも貢献。今後、
MICEでの本格導入を目指して、費用や条件
面で利用しやすいプログラムを展開してまい
ります。

海外からの会議参加者に人気なのが、日本の土産屋やデパ
地下グルメです。しかし、会期中は時間に制約があり、なかな
か思うように行動できないという声も。そこで、和雑貨や横浜の
お土産 『ヨコハマ・グッズ001』、高級ブランド品も取り揃えた横
浜髙島屋と提携したショッ
ピングツアーを企画。バス
送迎付きで、免税だけでな
く、3,000円以上購入する
と5%の割引が受けられる
サービスや、着物の着付
け・茶道・折り紙などの日本
文化体験プログラムも盛り
込み、好評を博しました。

「免税ショッピングツアー＋
日本文化体験」

訪日外国人向け「MICEおもてなしプログラム」を試験導入
参加者の満足度向上、
横浜の魅力を体感できるサービス

みなとみらいで進む訪日外国人支援の取り組み

ユニークベニュー※を利用した特別企画として、『みなとみらい
ホール』においてパイプオルガンコンサートを開催。パシフィコ横
浜からわずか徒歩1分という移動時間でありながら、収容人数
が最大2,000人という大規模なユニークベニューは珍しいケー
スです。奏者の手配からレ
セプションパーティーの実施
までワンストップで行え、特
別感のあるおもてなしを実
現。今回は昼に行いました
が、夜にはパシフィコ横浜を
目の前に美しい夜景が臨め
るのも魅力です。

みなとみらいホールで
「パイプオルガンコンサート」開催

※ユニークベニューとは…美術館や博物館、歴史的建造物など、通常のコンベン
ション会場とは異なる場所で、会議やレセプションが開ける場所。観光庁の施策で推
進目標とされており、国際会議の誘致のツールにしていくことが望まれています

みなとみらい地区では訪日外国人向けに、観光や滞在を快適に
する様々な取り組みが始まっています。外国語メニューの設置や
ベジタリアン対応が可能な30店舗を地図と写真で紹介する

『MINATO MIRAI 21 GOURMET MAP』や、災害発生時の
避難、情報収集や意思疎通を支援する『ヘルプカード』を4か国
語で作成・配布。また、桜木町駅前広場をはじめとしたみなとみ
らい21地区内数か所にて、インターネット接続が無料でできる
「Free Wi-Fi」の実験が2016年3月末まで実施されています。
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2017年5月に開催される、『第50回 アジア開発銀行（ADB）
年次総会』の開催都市が横浜に決定しました。これは、5
月にアゼルバイジャンの首都、バクーで開催された『第48回
ADB年次総会』にて決定されたものです。
ADBとは、アジア・太平洋における経済成長および経済
協力を助長し、開発途上加盟国の経済発展に貢献するこ
とを目的とした国際開発金融機関です。日本での総会開
催は2007年の京都に続き、5度目となります。
パシフィコ横浜は会場として、50回目の節目となる総会をお
迎えする予定です。これまで数々の国際会議を開催してき
た経験をもとに、総会の成功へ向けてサポート致します。

第50回 アジア開発銀行年次総会  開催決定！

パシフィコ横浜では3月末に、アネックスホール・ハーバーラウンジ・展示ホール2
階会議室の椅子を更新しました。新しい椅子は、会議センターと同じデザインを
採用し、会議などで長時間座っても疲れない、座り心地の良さが特徴です。
これまで使用していた椅子で、まだ十分使用できるものは、『横浜市社会福
祉協議会』を通じ、市内の高齢者福祉保健施設や障害者支援施設などに
寄付を致しました。環境に優しいMICE施設を目指すパシフィコ横浜の備
品が、新たな場所で役立てていただける（リユースされる）ことを大変嬉し
く思います。

アネックスホールの椅子を新しく！ 使用していた椅子を寄付しました

パシフィコ横浜と、はまぎん こども宇宙科学館との共催で初めて開催した星空
観察会。都会の星空を観察できる珍しさからか、応募倍率は約9倍となりまし
た。開催当日は、あいにくの雨天ながらも、74人に参加いただきました。こども
宇宙科学館の天文員による星の解説を聞きながらステンドグラスに描かれて
いる星座をじっくりと眺め、その後、
七夕にまつわるお話を聞きました。
また、天体望遠鏡体験では、遠く
の景色を観察し、上下左右が逆
に見えるという発見があり、雨だか
らこその貴重な体験をお楽しみ
いただきました。時期は未定です
が、好評につき次回も開催決定 。
お楽しみに！

初開催！ パシフィコ横浜×はまぎん 子ども宇宙科学館 共催企画
「みなとみらいで星空観察〜ステンドグラスの星座とともに〜」
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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）
夏の宴会コース 飲み放題30分延長サービス（月～木のみ）

横浜市では広域避難場所の見直しを行
い、パシフィコ横浜に隣接する「みなとみ
らい臨港パーク一帯」は、津波の影響を
考慮し、指定が解除されました。

（2015年3月31日解除）
みなとみらい臨港パーク一帯は、「大規
模延焼火災のおそれが低い地域」とし
て定められ、特に「広域避難場所」とし
て指定をしなくても住民の判断による避
難行動で生命の安全が確保される地域
となりました。

みなとみらい
臨港パーク一帯は
広域避難場所の
指定から解除されました

1 対象となる催し
屋外イベントとして、不特定の方が多数集まると予想される催しで、コンロな
どの火気器具（鉄板焼き用コンロ、発電機などをいいます。以下同じ）を使用
するものが対象となります。

2 対象となる催しを開催するときにしていただくこと
（1） 消火器の準備・・・コンロなどは、消火器の準備をしたうえで使用してください。
（2）  露店などの開設届出　　

・・・コンロなどを使用する露店
（露店、屋台、キッチンカーな
ど）を開設する方は、事前（５
日前まで）に消防署へ届出を
してください。

4月より屋外イベントなどでの火気器具の使用手続きが
定められ、消防署への届出が必要となりました

パシフィコ横浜の防災・安全

消防署
露
店
な
ど
の
開
設
届
出

（
５
日
前
ま
で
）

露天
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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
ふれあいショップみなと

【軽食･喫茶】TEL:045-223-2055

 マリンブルー
【ラウンジ&バー／2F】

 ザ パティセリー
【ペストリーショップ／1F】

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）

【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

パシフィコ ロジスティクス センター
【物流センター（宅配便）／2F】
TEL:080-6699-3349

ビジネス＆サービスセンター
【サービス／2F】　
TEL:045-222-1034　

ベイブリッジカフェテリア
【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】

 

 

オーシャンテラス
【ブッフェ・ダイニング／1F】

 

ギフトギャラリー＆ドラッグストア
【ギフト・薬／2F】

なだ万 
【日本料理／4F】

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

今回の表紙は、横浜の夏を代表するイベ
ント「神奈川新聞花火大会」と「みなとみら
い大盆踊り大会」をモチーフに描いていま
す。昼の熱気が残る港町「Y」。夜空には
大輪の花火が彩りを添えています。盆踊り
の会場では浴衣姿の来場者たちと一緒
に、レンガくんやカモメも盆踊りを楽しんで
います。

花火は小さな光を粘土で
作り、並べています。ま
た、浴衣のしわや帯の折
り目も粘土にヘラで刻み
こんでいます

夏の夜を彩る大イベント
花火大会と盆踊り大会で大盛り上がり

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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