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パシフィコ横浜（株式会社横浜国際平和会議場）など 3 社で構成する 

ヨコハマ恐竜展 2014 実行委員会では、『ヨコハマ恐竜展 2014 ～新説・

恐竜の成長～』を、2014 年 7 月 16 日（水）から 8 月 28 日（木）まで

の 44 日間、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で開催いたします。 

2 年ぶり 2 回目の開催となる今回の企画は、『ヨコハマ恐竜展 2014 ～新説・恐竜の成長～』として、アメリ

カ・モンタナ州ボーズマンにあるロッキー博物館（MOR）であり映画『ジェラシック・パーク』の監修者であり

主人公のモデルでもある古生物学者ジャック・ホーナー博士による新たな仮説をもとに「恐竜の成長」の謎に

迫ります。子供から大人まで楽しめるさまざまなコーナーやアトラクションを用意し、8 月 15 日・16 日開催

の「第 7 回みなとみらい大盆踊り」ともコラボレーション企画も予定、約 18 万人の来場を見込んでいます。 

また、パシフィコ横浜は、地震発生から３年４か月が経ち、いまだ市内で避難生活を余儀なくされている東

日本大震災の被災者の方々を、本展にご招待することといたしました。本展を楽しんでいただき、微力ながら

復興への協力をしたいと考えております。   

開催概要    

日時：  2014 年 7 月 16 日（水）～8 月 28 日（木） 10 時～17 時 ※入場は閉場の 30 分前まで 

会場：  パシフィコ横浜 展示ホール （横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

入場料： 前売券（開催前） 大人 1,400 円、子供（中学生以下、3 歳以下無料）700 円（税込み） 

       当日券（開催中） 大人 1,800 円、子供（中学生以下、3 歳以下無料）900 円（税込み） 

      ※2014 年 7 月 15 日までが前売料金の適用期間となります 

       ※公式ホームページほか、主要プレイガイドにて発売中 

主催：  ヨコハマ恐竜展 2014 実行委員会 

        株式会社神奈川新聞社 

        株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜） 

        株式会社横浜アーチスト 

お問い合わせ：  『ヨコハマ恐竜展 2014』事務局 TEL 045-664-6610 

ホームページ：   URL http://yokohamakyoryu.com       

 

 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 
■ ヨコハマ恐⻯展 2014 に関するお問い合わせ 

『ヨコハマ恐⻯展 2014』事務局 TEL 045-664-6610  E-mail kyoryu@y-artist.co.jp  

■ 東⽇本⼤震災被災者招待・第７回みなとみらい⼤盆踊りに関するお問い合わせ 
パシフィコ横浜（株式会社横浜国際平和会議場） 総務部広報担当 ⼭⼝・近藤・庄司 

TEL 045-221-2122 Fax. 045-221-2137    E-mail  pr@pacifico.co.jp 
〒220-0012 横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1  URL   http://www.pacifico.co.jp  
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＜ヨコハマ恐竜展について＞ 

「ヨコハマ恐竜展」の開催は、子供たちに恐竜の大きさや迫力を体感してもらい、興味と感動を与える体験学

習の場を設けることで、教育の一助とすることなどを目的に開催するもので、2012 年（福井県恐竜博物館コ

レクション）に続く 2 回目の開催となります。 

＜会場のおもな見どころ＞ 

１．ジャック・ホーナー博士の新たな仮説をもとに、恐竜の成長の謎に迫る！ 

今回の『ヨコハマ恐竜展 2014』のテーマは“新説・恐竜の成長”。映画『ジュラシック・パーク』の監修

者で、主人公のモデルとしても知られる、アメリカ・モンタナ州のロッキー博物館（MOR）の古生物学者ジ

ャック・ホーナー博士の、“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、実は異なる種では

なく同一種の成長個体である”という新たな仮説をもとに、ホーナー博士とロッキー博物館の研究チームが、

見た目や生活様式まで劇的に変化する「恐竜の成長」の謎に迫ります。 
＜新説・恐竜の成長（展示ゾーン）＞ 

○トリケラトプス ○パキケファロサウルス ○ヒパクロサウルス  

○ティラノサウルス ○化石スタディゾーン 

２．ロッキー博物館の至宝、世界最大級のティラノサウルス・レックス頭骨の実物化石が横浜に初上陸！ 

展示コーナーでは、ロッキー博物館で所有する貴重な化石や標本約 30 点を展示。ティラノサウルスやトリ

ケラトプスの幼体から成体までの成長のプロセスが分かる標本が一堂に集結します。 
なかでも、同博物館が所有し門外不出と言われていた、約 1.5 メートルの世界最大級のティラノサウルス・

レックス頭骨の実物化石が横浜に初上陸するほか、ホーナー博士監修の最新学説で復元した実物大のティラノ

サウルスロボットなど、珠玉の逸品が展示されます。 

３．恐竜ロボットづくりや恐竜模型に乗って遊べる体験型のアトラクションコーナーも設置 

展示コーナー以外にも、8 つの製造工程を疑似体験しながら、太古の恐竜の知識と恐竜ロボットにおける最

新テクノロジーを楽しく学べる「恐竜ロボット・ファクトリー」や、ティラノサウルスの背中に乗ったり、ブ

ラキオサウルスの首にしがみついたりと、恐竜と触れ合って遊べる「プレイ恐竜コーナー」などの、体験型の

アトラクションコーナーも設置しています。 

４．その他、モンタナ州の大自然をイメージした「モンタナアウトドアパーク」や、イベント／ワークショップコーナー 

など多彩なコンテンツで来場者をお出迎え 

モンタナ州の大自然をイメージした『モンタナアウトドアパーク Supported by LOGOS』では、アウトド

ア用のテーブルとチェアを設置し、食事や休憩にご利用いただけます。さらに、パーク内で展開するカフェ

「MONTANA TERRACE（モンタナテラス）」では、通常のドリンクやフードメニューに加え、「モンタナパ

スティ」や国内初上陸の「モンタナオーガニックコーヒー」、さらには「恐竜サブレ」といった“恐竜”や“モ

ンタナ”にちなんだユニークなメニューも用意しています。 
 また、飲食コーナーのほかにも、恐竜のペーパークラフトの作成や恐竜模型の発掘を行うワークショップ、

会場内でクイズに答えて応募すると、応募者全員にオリジナルペーパークラフトがプレゼントされるほか、抽

選で豪華恐竜グッズが当たる『Z 会 恐竜クイズに挑戦！』などの各種イベントコーナーも会場内に設け、多

彩なコンテンツで来場者をお出迎えいたします。 
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＜スペシャル企画およびイベント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ヨコハマ恐竜展 2014』の開催を記念して、イベント初日の 7月 16 日、 

会場内の「モンタナアウトドアパーク」でジャック・ホーナー博士による 

オープニング特別公演を開催します。 

新説に基づき、見た目や生活様式まで劇的に変化する恐竜たちの真実を 

分かりやすく解説するとともに、本イベントの見どころなどもご紹介いただきます。 

日時： 7 月 16 日（水）13：00～ 

会場： 『ヨコハマ恐竜展 2014 』会場内  モンタナアウトドアパーク                     

      ※聴講は『ヨコハマ恐竜展 2014 』ご来場者の方に限ります。 

      ※当日の状況により入場制限（先着順）をする場合があります。 

オフィシャル応援隊長に AKB48 の永尾まりやさんが就任！ 

今回、『ヨコハマ恐竜展 2014』のオフィシャル応援隊長に、AKB48 Team K で

活躍する永尾まりやさんが就任しました。横浜市出身の永尾さんは、AKB 48 のメ

ンバーとして劇場公演や握手会、イベントなどで活躍するほか、“次世代のファッシ

ョンアイコン”としてモデルなどにも活躍の場を広げるなど、今後ますます目が離

せない存在です。 
永尾さんは応援隊長として、同イベントの PR などで活躍していただく予定です。 

『ヨコハマ恐竜展 2014』来場者には、サービスクーポンガイド付の「特製ガイドマップ」を 
もれなくプレゼントいたします。恐竜展チケットの半券提示で、横浜市内の 107 店舗・観光施設の

優待サービスが会期中何度でも受けられる企画です。何度も使えるから早く来れば来るほどお得、

恐竜展の後は、横浜観光で夏休みを満喫してください。 

オープニング特別講演、映画『ジュラシック・パーク』の監修者で、

主人公のモデルとしても知られる、ジャック・ホーナー博士が 

恐竜の成長に関する新説を語る！ 

チケット半券提示でお得！会期中使える市内周辺施設のサービスクーポンガイド！ 

みなとみらい大盆踊りとコラボレーション 

8 月開催のみなとみらい大盆踊りでは、『ヨコハマ恐竜展 2014』マスコットキャラクター、かわい

い「サウルス君」と一緒に踊れます。大人気の「縁日コーナー」や西区のマスコットキャラクター 
「にしまろちゃん」が参加する「西区打ち水大作戦」など、子供から大人まで楽しめます。 

   日時：  2014 年 8 月 15 日（金） 17：30～20：30 

16 日（土） 16：00～20：30 

   場所： 臨港パーク 南口広場  

（横浜市西区みなとみらい１-１-１ パシフィコ横浜隣接） 
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＜後援および協賛関係者一覧＞ 
●後援 ： 神奈川県、横浜市、モンタナ州政府駐日代表事務所、神奈川県教育委員会、 
  横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、相模原市教育委員会、横須賀市教育委員会、 
  公益社団法人神奈川県観光協会、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、 
  一般社団法人横浜みなとみらい２１、tvk（テレビ神奈川） 
●企画制作： モンタナ州立大学付属ロッキー博物館、株式会社ココロ 
●協力 ： 横浜高速鉄道、横浜市交通局 
●特別協力 ： 福井県立恐竜博物館 
●協賛 ： 株式会社 Z 会、コカ･コーライーストジャパン株式会社、横浜信用金庫、横浜トヨペット株式会社、 

  パルシステム生活協同組合連合会、レストランダンゼロ、株式会社京急百貨店、 

  株式会社タカラトミー、ヒルトン・グランド・バケーションズ、株式会社ロゴスコーポレーション  

          以上 10 社 

＜協賛各社ロゴ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式オンラインチケット  http://yokohamakyoryu.com/ 

ローソンチケット（L コード：32333） TEL：0570-000-777  http://l-tike.com/ （PC・携帯）  
※全国のローソン、ミニストップでお買い求め下さい。 

チケットぴあ（P コード：988-762）  TEL：0570-02-9999  http://pia.jp/t/ （PC・携帯） 
※全国のセブンイレブン、サークル K・サンクス、チケットぴあ店舗でお買い求め下さい。 

ｅ+（イープラス）      http://eplus.jp/ （PC・携帯） ※全国のファミリーマートでお買い求め下さい。 

tvk チケットカウンター  TEL：045-663-9999  http://www.tvkcom.net 

JTB エンタメチケット   TEL：0570-030311   http://www.jtb.co.jp/ticket/ 
※全国の JTB 各支店、JTB 総合提携店でお買い求め下さい。 

JTB コンビニチケット   ※全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、サークル K・サンクスでお買い求めください。 

ちけっとぽーと       TEL：03-5561-7714  http://www.ticketport.co.jp/ 

スリーエフ（一部店舗を除く） ※店頭にてお買い求め下さい。 

横浜市営地下鉄        ※各駅の駅事務室にてお買い求め下さい。 

横浜上陸 世界最大級ティラノサウルス・レックスの実物頭骨 実物大ティラノサウルスロボット マスコットキャラクター サウルス君 
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＜『ヨコハマ恐竜展 2014 ～新説・恐竜の成長～』パンフレット＞ 

みなとみらい周辺施設のサービスクーポンガイド付き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場案内図＞ 

パシフィコ横浜 展示ホール 

横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

●みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩 3 分 

●JR 線・市営地下鉄「桜木町」駅より徒歩 12 分 

 

 


