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pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 学会・会議・シンポジウム 大会・式典・その他 展  示  会 イベント・コンサート 

パシフィコ横浜で開催されるイベントを紹介します。 

pick up events

6月26日（木）～27日（金） 会議センター 

第5回国際ゲノム会議 

第5回会議は、ヒトゲノム完全解読の完成を受けてポスト

ゲノムシークエンス時代の将来像を見通すべく「分子から

生体システムへ」をテーマに設定しました。各国研究者の

研究や最新技術の発表および討論の場として企画された

本会議に幅広い分野の方々のご参加をお待ちしております。 

　　　 お問合せ：国際ゲノム会議事務局（株式会社エー・イー・企画内） 

電話番号：03-3230-2744　FAX：03-3230-2479　http://agw.genome.ad.jp/

 

7月10日（木）～11日（金） 展示ホール 

ベストインテリアショー（仮） 

国産木製家具（リビング・ダイニングセット、暖卓、

ソファー、ベッド、書棚など）の展示会としては、

国内有数の規模を誇るもの。九州からの出展

社を主に高品質な家具がずらり。11日（金）は

一般も入場可能（無料）です！ 

　　　 お問合せ：全家工連九州ブロック支部　電話番号：0944-87-2038 

FAX：0944-87-2070　http://www.kagu-fukuoka.or.jp

4月11日（金）～13日（日） 会議センター・展示ホール・アネックスホール 

JRC2003

画像医学・放射線腫瘍学等の放射線医学・技術

学の研究発表と最新の画像診断機器等の総合展

示会を同時に行うイベントです。 

　　　 お問合せ：日本ラジオロジー協会 

電話番号：03-3251-9191　FAX：03-3251-9195　

http://www.j-rc.org

4月18日（金）～20日（日） 展示ホール 

旅フェア2003

　　　 お問合せ：旅フェア実行委員会（事務局：社団法人日本観光協会） 

電話番号：03-3276-2318　FAX：03-3276-2328　http://www.tabifair.com

4月26日（土）～29（火）展示ホール 

ふれ愛わんニャンカーニバル 

　　　 お問合せ：ふれ愛わんニャンカーニバル実行委員会事務局 

電話番号：03-5250-0147

ペット好きの方は集まれー!お気に入りの犬と遊

んで散歩までできちゃうし、日本ではめずらしい

世界中の犬・猫を紹介するコーナー、里親募集、

販売コーナーなども。あの人気者“くぅーちゃん”

も遊びにやってきまーす。 

5月12日（月）～14（水）会議センター 

第15回日本アレルギー学会春季臨床大会 

増加の一途をたどるアレルギー疾患に関する研究発表・

討議が、今大会初めて演題応募・発表・閲覧まで全

てオンラインシステムで行われます。会期中は閲覧ルー

ムにて、終了後はインターネット上で演題が公開され

ます（学会員のみ）。市民公開講座も開催されます。 

　　　 お問合せ：第15回日本アレルギー学会春季臨床大会事務局（都立駒込病院アレルギー

膠原病科）電話番号：03-3823-2101  FAX：03-4463-7569  http://allergy-2003s.umin.jp/

5月15日（木）～17日（土）  展示ホール・アネックスホール 

第1回化粧品産業技術展 

化粧品産業技術展は、化粧品業界の技術者の

レベルアップを目的として、化粧品産業にかか

わる120社から幅広い分野の最新原材料の出

展と、新原料についてセミナー形式で発表する

出展者技術発表会を38件開催いたします。 

　　　 お問合せ：株式会社アイシーエス企画　電話番号：03-3263-6881 

FAX：03-3263-7537　http://www.sccj-ifscc.com/index.html

2003年度 関東学院大学入学式 
4.2（水） 

平成15年度 神奈川大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
無料 

参加対象：関係者のみ　来場者数：5,500人 
無料 

4.3（木） 

ロボデックス2003
参加対象：一般公開　来場者数：75,000人 
有料 前売り1,000円  当日1,200円　 

4.3（木） 
 
～4.6（日） 

平成15年度 横浜商科大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人 
無料 

4.4（金） 

第3回 横浜骨董ワールド 
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人 
有料 1,000円 

4.4（金） 
 
～4.6（日） 

平成15年度 岩崎学園合同入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人 
無料 

4.5（土） 

（社）日本フラワーデザイナー協会神奈川県支部総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：250人 
無料 

4.6（日） 
 

平成15年度 北里大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,000人 
無料 

4.6（日） 
 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習 
参加対象：関係者のみ　来場者数：700人 
無料 

4.8（火） 
 
～4.9（水） 

JRC2003
参加対象：関係者・招待者のみ　来場者数：30,000人 
有料 当日12,000円 

4.11（金） 
 
～4.13（日） 

第56回 監査役全国会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,200人 
 

4.15（火） 

参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：350人 
有料 国際会議65,000円～ 

4.15（火） 
 
～4.19（土） 

第10回 ホトマスクジャパンシンポジウム 
参加対象：関係者のみ 　来場者数：760人 
有料 44,000円（事前登録締切：3月14日・技術展示会見学は無料） 

4.16（水） 
 
～4.18（金） 

国際宇宙産業展2003
参加対象：一般公開　来場者数：6,000人 
無料 

4.17（木） 
 
～4.19（土） 

国際ロータリー第2590地区　2002～2003年度地区大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
無料 

4.18（金） 
 
～4.19（土） 

旅フェア2003
参加対象：一般公開　来場者数：20万人　 
無料 

4.18（金） 
 
～4.20（日） 

情報処理技術者試験 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,400人 
有料 受験料5,100円 

4.20（日）  
 

アンリミテッド2003 全国実践経営者セミナー 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：1,000人 
有料 38,000円  早割33,000円（3月20日迄） 

 
4.22（火） 
 
 

レーザーエキスポ 
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
無料 

4.23（水） 
 
～4.24（木） 

第6回 日本臨床救急医学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料 10,000円 

4.23（水） 
 
～4.24（木） 

ふれ愛わんニャンカーニバル 
参加対象：一般公開　来場者数：80,000人 
有料  大人1,000円  小人700円 

4.26（土） 
 
～4.29（火） 

フィットネスヨコハマ2003
参加対象：一般公開　来場者数：約5,000人 
有料 500円 

 5.5（月）
 

マジック：ザ・ギャザリング　プロツアー横浜2003
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

5.9（金） 
 
～5.11（日） 

ミニラパ研究会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：150人 
有料 3,000円 

関東学院大学 
TEL : 045-786-7002　FAX : 045-786-7038

入学式 

学校法人神奈川大学 
TEL : 045-481-5661　FAX : 045-491-7915 
http://www.kanagawa-u.ac.jp       
 

入学式 

ROBODEX事務局 
TEL : 03-5218-5055　FAX : 03-5218-5056 
http://www.robodex.org

人間共存型パーソナルロボットを中心とし
た展示及びデモンストレーション 

横浜商科大学 
TEL : 045-471-3901　FAX : 045-571-4125 
http://www.shodai.ac.jp

入学式 

横浜骨董ワールド事務局 
TEL : 03-5996-4105　FAX : 03-5996-4130 
http://www.kottouworld.com

和洋骨董やアンティークトイ等のディーラ
ー総数400店が集まる屋内大骨董展示即
売会 

株式会社横浜アーチスト 
TEL : 045-681-3731　FAX : 045-681-3735　 

学校法人岩崎学園の合同入学式および
入学ガイダンス 

社団法人日本フラワーデザイナー協会　神奈川県支部 
TEL : 0467-52-4366　FAX : 0467-52-4366 
 

（社）フラワーデザイナー協会神奈川県支
部の平成14年度総会と附帯事業 

学校法人北里学園 
TEL : 03-5791-6198　FAX : 03-3444-2530 
 

入学式 

財団法人不動産流通近代化センター 
TEL : 03-3986-0246　FAX : 03-3986-3882 
http://www.kindaika.jp/

宅地建物取引業法第18条に基づく講習 

日本ラジオロジー協会 
TEL : 03-3251-9191　FAX : 03-3251-9195 
http://www.j-rc.org

第62回日本医学放射線学会総会、第59
回日本放射線技術学会総会、2003国際
医用画像総合展 

社団法人日本監査役協会 
TEL : 03-3278-8351　FAX : 03-3278-8350 
http://www.kansa.or.jp

（社）日本監査役協会会員を対象とした講演
・パネルディスカッション 

第21回AIAA通信衛星システム国際会議事務局（株式会社アイシーエス企画内） 
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/aiaaicssc21/

宇宙関連国際会議 

財団法人日本学会事務センター内ホトマスクジャパン事務局 
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823 
http://edpex104.bcasj.or.jp/pmj/

シンポジウム、技術展示会 

第21回AIAA通信衛星システム国際会議事務局（株式会社アイシーエス企画内） 
TEL : 03-3263-6769　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/aiaaicssc21/ 
 

宇宙関連国際会議・展示会 

国際ロータリー第2590地区　地区大会事務局 
TEL : 045-339-2590　FAX : 045-339-2591 
http:/homepage2.nifty.com/rid2590 
 

交歓と講演、問題の討議 

旅フェア実行委員会（事務局：社団法人日本観光協会） 
TEL : 03-3276-2318　FAX : 03-3276-2328 
http://www.tabifair.com

国内旅行の魅力満載「旅の総合見本市」
駅弁コーナーや物産・名産品の販売 

財団法人日本情報処理開発協会　情報処理技術者試験センター関東支部 
TEL : 03-5531-0067　FAX : 03-5531-0177 
http://www.jitec.jp

平成15年度　春期情報処理技術者試験
の実施 

株式会社アンリミテッド企画室  
TEL : 03-3230-0800　FAX : 03-3230-4896 
http://www.unlimi.com  e-mail: unlimited@dream.com 
 
 

実践経営者セミナー及びバーチャルプレ
ゼンテーション 

株式会社オプトロニクス社 
TEL : 03-3269-3550　 FAX ： 03-3269-2551 
http://www.optronics.co.jp/le/

レーザー発振器から周辺機器まで、レーザ
ーの総合展示会 

聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　救命救急センター 
TEL : 045-366-1111　FAX : 045-366-3024 
http://square.umin.ac.jp/jsem6/

救急医療の進歩と発展に寄与することを
目的とした医師・看護師・救急隊による医
学会 

ふれ愛わんニャンカーニバル実行委員会事務局 
TEL : 03-5250-0147　FAX : 03-3535-7600 
 

世界の犬猫600頭大集合 
楽しいショーやふれあいコーナー 
仔犬仔猫の即売会も実施 

財団法人横浜市スポーツ振興事業団 
TEL : 045-477-2226　FAX : 045-477-2250 
 

横浜市内を活動拠点とする音楽を使った
アマチュアのダンス・体操発表会 

株式会社ホビージャパン 
TEL : 03-3354-9341　FAX : 03-3354-8528 
http://www.hobbyjapan.co.jp/magic/ 
 

カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」
のプロトーナメント大会 

聖マリアンナ医科大学 
TEL : 044-977-8111（3215）　FAX : 044-976-5964

スライド･ビデオなどを用いた研究発表  
5.10（土） 

第76回 日本内分泌学会学術総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：約2,100人 
有料 12,000円 

5.9（金） 
 
～5.11（日） 

横浜市立大学医学部第3内科 
TEL : 045-787-2640　FAX : 045-787-8988 
http://www2.convention.co.jp/endo76/index.html 
 

第76回日本内分泌学会学術総会 

第15回 日本アレルギー学会春季臨床大会 
参加対象：一般公開　来場者数：3,000人 
有料 15,000円（但し市民公開講座は無料） 

5.12（月） 
 
～5.14（水） 

第15回日本アレルギー学会春季臨床大会事務局（都立駒込病院アレルギー膠原病科） 
TEL : 03-3823-2101　FAX : 03-4463-7569 
http://allergy-2003s.umin.jp/

「臨床医学の基礎と実際」をテーマに、ＩＴ化されたオンライ
ンシステムを用い、講演・シンポジウム・一般演題の発表を
行う　また、市民講座では最新の知見を分かり易く解説する 

第21回 AIAA通信衛星システム国際会議 

国際的にも類のない「旅の総合見本市」。今回

は「旅の国、日本」をテーマに、日本の旅の楽しさ、

魅力をご紹介します。特に、日本の旅といえば温

泉ということで、来場者が体験可能な「温泉ゾー

ン」と、全国の駅弁、名産品販売コーナーは必見。 

5月21日（水）～23日（金） 展示ホール 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2003

最新の自動車技術を見て、触れて、体

験できる展示会。F1にも使われている、

ドライバーがアクセルを踏んだだけの力

をロスなく駆動輪に伝える、トラクション

コントロールの実車デモンストレーション等も見られます。 

　　　 お問合せ：社団法人自動車技術会 技術交流・出版グループ 

電話番号：03-3262-8214　FAX：03-3261-2204　http://www.jsae.or.jp/

6月5日（木） 国立大ホール 

ダリル・ホール＆ジョン・オーツ コンサート 

CMソング起用で、オールドファンだけでなく若

者にも人気のホール&オーツ。今年 2月に発

表したオリジナル・ニュー・アルバムを引っ提

げての登場です！デビュー30年の数々のヒット

ナンバーと新曲のステージが楽しみ。 

　　　 お問合せ：ウドー横浜　電話番号：045-664-6969 

http://www.udo.co.jp/

6月18日（水）～22日（日） 会議センター 

第11回フランス映画祭横浜2003

今年もやってきましたフランス映画祭。出来た

てホヤホヤの最新フランス映画約20本を上映

します。そして、この映画祭の楽しみは、監督

や俳優と身近に接することができるってこと。サ

インペンを忘れないでネ。 

　　　 お問合せ：キョードー横浜　電話番号：045-671-9911 

http://www.unfrance.jp/yokohama/



第20回日本TDM学会学術大会 
参加対象：一般公開　来場者数：1,500人 
有料 学会員：8,000円　非会員：9,000円 

北里大学 

TEL : 042-778-8101、7580　FAX : 042-778-9430 
http://www.pharm.kitasato-u.ac.jp/tdm20th

学術集会 

会 

convention calendar
5月 9月 
・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 

・・・展示ホール 展 ア ・・・アネックスホール convention calendar ・・・国立大ホール 国 ・・・会議センター 会 
・・・展示ホール 展 ア ・・・アネックスホール 

4 5

開催日 催事名 内容 連絡先 

平成15年度 日本内科学会生涯教育講演 Ｂセッション 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人 
有料 2,000円 

 
5.18（日） 

社団法人 日本内科学会 
TEL : 03-3813-5991　FAX : 03-3818-1556

会員のための生涯教育 

第１回 化粧品産業技術展 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人　 
有料 1,000円 

5.15（木） 
 
～5.17（土） 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
http://www.sccj-ifscc.com/index.html

化粧品に関連する産業の技術・商品を
展示・発表 

ア 展 
第44回 日本神経学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500人 
有料 13,000～15,000円 

5.15（木） 
 
～5.17（土） 

日本コンベンションサービス株式会社 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-0820 
http://jns.icc.u-tokai.ac.jp/

「21世紀の神経学はどうあるべきか」 

展 会 

国 
JSAE/SAE 2003 Spring Fuels & Lubricants Meeting
参加対象：関係者のみ  事前登録要　来場者数：600人 
有料 50,000円（早期登録料2003年4月15日まで）、60,000円 

5.19（月） 
 
～5.22（木） 

社団法人自動車技術会 
TEL : 03-3262-8211　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp/2003fl

燃料・潤滑油に関する国際会議。日・米・
欧が共同で、最新技術の提供・交換を行
う。 ア 

社団法人自動車技術会 2003年春季大会 学術講演会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,500 
有料 会員5,000円  会員外15,750円 

5.21（水） 
 
～5.23（金） 

社団法人自動車技術会　技術交流・出版グループ 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp/ 
 

自動車開発技術に関わる研究成果発表
の技術講演会 

会 
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2003
参加対象：一般公開　来場者数：35,000人 
無料 

5.21（水） 
 
～5.23（金） 

社団法人自動車技術会　技術交流・出版グループ 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp/

自動車に関わる先端技術を見て、触れて、
体験することができる国内唯一の専門
展示会 展 

オートモーティブ・テクノロジー・デイズ 2003
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：1,000人 
未定 

5.26（月） 
 
～5.27（火） 

株式会社ソロフライトインターナショナル 
TEL : 03-5459-0633　FAX : 03-5459-0644

最新の自動車技術関連セミナー 

ア 
アルテラ・ソリューションズ・セミナ 2003
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：600人 
無料 

 
5.27（火） 
 

日本アルテラ株式会社 
TEL : 03-3340-9480　FAX :03-3340-9487 
http://www.altera.co.jp

システム設計者向けにアルテラのプロ
グラマブル・ロジックと設計ソリューショ
ンを紹介 会 

日本麻酔科学会　第50回学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 

5.29（木） 
 
～5.31（金） 

日本麻酔科学会第50回学術集会事務局 
TEL : 03-5684-2566　FAX : 03-5684-2566 
http://www.jsa50th.org/

日本麻酔科学会　第50回学術集会 

展 会 国 ア 
2003年 横浜開港144周年式典・コンサート 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：4,000人 
無料 

 
6.2（月） 

横浜市市民局地域振興課 
TEL : 045-671-2318　FAX : 045-664-0734

横浜開港144周年記念式典・コンサート
の開催（歌手イルカ） 

国 
IUAI2003 横浜年次総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 

6.2（月） 
 
～6.6（金） 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537

国際航空保険者連合（IUAI）の年次総
会 

会 
第9回 紫外線・電子線硬化技術国際会議 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：600人 
有料（展示のみは無料）  事務局へお問合せください 

6.4（水） 
 
～6.6（金） 

Rad Tech Asia '03事務局　株式会社アイシーエス企画内 
TEL : 03-3263-6474　FAX : 03-3263-7537 
http://www.radtechjapan.org/asia03-e/index.htm

紫外線・電子線硬化技術の産官学・及
び海外との総合的な情報交換・交流を
計る国際会議 会 

第6回 日本地域看護学会学術集会 
参加対象：関係者のみ 　来場者数：1,000人 
有料　8,000円 

6.7（土） 
 
～6.8（日） 

第6回日本地域看護学会学術集会事務局 
FAX : 0463-90-2080

地域看護に関する研究発表、シンポジウ
ム、セミナーなど 

会 
第44回 全国IE年次大会 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：800人 
有料　35,000円 

6.9（月） 
 
～6.10（火） 

日本インダストリアルエンジニアリング協会 
TEL : 03-3400-8715　FAX : 03-3400-8694 
http://www.netforward.or.jp/jiie/ 
 

全国の経営幹部やIerが一堂に会し、講
演・事例発表などから交流を図る 

会 
'03 画像センシング展 
参加対象：一般公開　来場者数：25,000人 
無料 

6.11（水） 
 
～6.13（金） 

株式会社精機通信社　営業部 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://www.seiki-tsushin.com/sensing/

画像処理に関する機器、システムの展
示会 

展 
光ナノテクフェア2003
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
無料 

6.11（水） 
 
～6.13（金） 

日本光学測定機工業会 
TEL : 03-3435-8083　FAX : 03-3435-8083 
http://www2.ocn.ne.jp/̃joma

今年で40回目を迎える光学測定機器・
精密測定機器の日本唯一の展示会　
新技術発表コーナを設置 展 

第４回 アジアビューティエキスポ 
参加対象：関係者のみ　来場者数：30,000人 
有料 前売2,100円　当日3,150円 

6.15（日） 
 
～6.17（火） 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6881　FAX : 03-3263-7537 
http://www.ics-inc.co.jp/beautyexpo/

ヘアサロン向け商品・技術・情報の展示
会／ヘアショー 

ア 展 
2003年情報精密機器のメカトロニクスに関する日本・米国機械学会合同会議 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：300人 
有料 50,000円 

6.16（月） 
 
～6.18（水） 

名古屋大学 工学研究科　福澤健二 
TEL : 052-789-2747　FAX : 052-789-2747 
http://www.jsme.or.jp/iip/IIP-ISPS-Joint-MIPE.html 
 

日本機械学会と米国機械学会が共催す
る、情報精密機器のメカトロニクスに関
する国際会議 会 

第25回 全情連大会　ＡＮＩＡかながわ大会 
参加対象：招待者、会員、情報サービス産業関係者　来場者数：350人　 

 
6.17（火） 

社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 
TEL : 045-316-2244　FAX :045-316-2246 
http://www.kia.or.jp/ANIA/

情報産業団体全国大会 

会 
第11回 フランス映画祭横浜2003
参加対象：一般公開　来場者数：約18,000人 

6.18（水） 
 
～6.22（日） 

キョードー横浜 
TEL :045-671-9911 
http://www.unfrance.jp/yokohama/

フランス映画の新作を多数上映  
監督、俳優らゲストがサイン会、Q&Aなど
を行う映画祭 会 

第782回 日本皮膚科学会東京支部地方会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
 

 
6.21（土） 

けいゆう病院 皮膚科　菅原信、河原由恵 
TEL : 045-221-8181　FAX : 045-681-9665 
 

症例報告およびスライド供覧 

会 
神奈川県私立小・中・高等学校振興大会 
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
 

 
6.21（土） 
 

神奈川県私立中学高等学校協会 
TEL : 045-321-1901　FAX : 045-321-6008 
http://www.phsk.or.jp/

今後の私学振興を期し、教育の先駆者
としての役割を決意する大会 

国 
明治大学神奈川県東部地区父母会総会懇談会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人 
無料 

 
6.21（土） 
 

明治大学 父母会事務室 
TEL : 03-3296-4079　FAX : 03-3219-6385

総会・懇談会及び懇親会 

会 

第5回 国際ゲノム会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
有料 事前登録30,000円等：詳しくはホームページをご覧下さい 

国際ゲノム会議事務局（株式会社エー・イー・企画内） 
TEL : 03-3230-2744　FAX : 03-3230-2479 
http://agw.genome.ad.jp/

外国人･日本人講師30数名によるゲノム
に関する講演 

6.26（木） 
 
～6.27（金） 会 

pick up!

pick up!

pick up!

pick up!

pick up!

参加対象：一般公開　来場者数：4,000人 
有料 S席8,000円 A席7,000円（税込） 

 
6.5（木） 

ウドー横浜 
TEL : 045-664-6969 
http://www.udo.co.jp/

コンサート 

国 

「ダリル・ホール＆ジョン・オーツ」コンサート 

横浜焼酎委員会 Annual Convention 2003
参加対象：一般公開　来場者数：300人 
有料 

 
6.21（土） 
 

横浜焼酎委員会 
http://www.y-chu.jp　e-mail:jimukyoku@ychu.jp

選りすぐりの本格焼酎が勢ぞろい。多種
多彩な銘柄に埋め尽くされた会場で、本格
焼酎との新しい出会いをお楽しみください。 会 

月 

5

月 

6

開催日 催事名 内容 連絡先 

第13回 日本デコラティブペインティング協会（JDPA）コンベンション 
参加対象：一般公開　来場者数：7,500人 
有料 （当日券のみ）500円 

6.30（月） 
 
～7.2（水） 

日本デコラティブペインティング協会 
TEL : 03-5649-2321　FAX : 03-5649-2325 
http://www.jdpa.jp 
 

デコラティブペインティング作品900点余 
展示セミナー、販売ブース、デモンストレ
ーション　他 

横浜みなとみらい歌謡祭～青春夢航路～ 
参加対象：一般公開　来場者数：7,500人　 
有料 S席7,000円　A席6,000円　B席5,000円 

 
6.28（土） 

財団法人民主音楽協会 
TEL : 03-5362-3490　FAX : 03-5362-3451

出演・舟木一夫/山本リンダ/神野美伽/
ノブ＆フッキー/（司会）玉置宏　他 

国 

2003 IEEE International Symposium on Information Theoy
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：600人 
有料 70,000円程度（予定） 

6.29（日） 
 
～7.04（金） 

横浜国立大学 
TEL : 045-339-4166　FAX : 045-338-1157 
http://www.isit2003.org/

情報理論に関する国際シンポジウム 

会 

第6回 横浜リセールショウ2003・夏 
参加対象：一般公開　来場者数：30,000人 
有料 300円（招待状持参者無料） 

6.28（土） 
 
～6.29（日） 

株式会社見本市援護会 
TEL : 03-3296-1055　FAX : 03-3296-1056 
http://www.resaleshow.com/

全国のリサイクルショップ、質屋などによ
る二次流通マーケットの展示・即売会 

展 

展 
アクティブひゅーまんライフ2003 
～福祉を支える技術とサービス　高齢者・障害者の元気な笑顔～  
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　無料 

7.4（金） 
 
～7.6（日） 

アクティブひゅーまんライフ運営事務局（株式会社アイシーエス企画内） 
TEL : 03-3263-0103　FAX : 03-3263-7537 
 

福祉の現在と未来がよくわかる展示会 

会 ア 

国 

展 
ベストインテリアショー（仮） 
参加対象：関係者のみ（11日のみ一般入場可 申込不要） 
来場者数：2,000人 

7.10（木） 
 
～7.11（金） 

全家工連九州ブロック支部 
TEL : 0944-87-2038　FAX : 0944-87-2070 
http://www.kagu-fukuoka.or.jp

九州で創られる木製家具、インテリアの
新作展示会 

展 
第5回「RINGの会」オープンセミナー 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：500人 

 
7.12（土） 

株式会社保険企画 
TEL : 044-555-6211　FAX : 044-555-6777 
http://ring-web.net/

保険業界の最新情報セミナー 

会 
JCサマーコンファレンス2003
参加対象：一般公開　来場者数：8,000人 
無料 

7.19（土） 
 
～7.20（日） 

社団法人横浜青年会議所サマーコンファレンス運営特別委員会 
TEL : 045-226-5489　FAX : 045-226-5490 
http://www.jaycee.or.jp/2003/samakon/

「誇り高き、人の時代」を目指し「日本改
新」へのソリューションを発信 

会 
2003神奈川全私学（中・高）展 
参加対象：一般公開　来場者数：24,000人 
 

 
7.20（日） 
 

神奈川県私立中学高等学校協会 
TEL : 045-321-1901　FAX : 045-321-6008 
http://www.phsk.or.jp/

県内141校の私立中学・高等学校・中等
教育学校が学校紹介を行う 

展 
インターナショナル・ファッション・フェア 
参加対象：業界関係者のみ　来場者数：30,000人 
無料 

7.23（水） 
 
～7.25（金） 

株式会社アイシーエス企画 
TEL : 03-3263-6032　FAX : 03-3263-7537 
http://www.senken.co.jp/iff

アジア最大の総合ファッショントレードシ
ョー 

展 
第32回 カウンセリング研修会神奈川大会 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：400人 
有料 学会員・学生22,000円、一般27,000円 

7.25（金） 
 
～7.27（日） 

NPO法人日本カウンセリングカレッジ 
TEL : 03-3583-2791　FAX : 03-3583-2792

日本カウンセリング学会主催のカウンセ
リング研修会（７コース） 

会 
第44回 思春期保健セミナー　コースⅠ 
参加対象：一般公開  事前申込要　来場者数：350人 
有料 31,500円 

7.25（金） 
 
～7.27（日） 

社団法人日本家族計画協会 
TEL : 03-3269-4785　FAX : 03-3267-2658

思春期保健の基礎を学ぶ。保健・医療・
福祉等思春期に携わっている方対象。 

会 

第13回 中小商工業全国交流・研究集会 
参加対象：一般公開 　来場者数：3,000人　 

8.23（土） 
 
～8.25（月） 

全国商工団体連合会 
TEL : 03-3987-4391　FAX : 03-3988-0820

中小商工業の発展方向についての交流
・研究と中小業者の商品・製品、技能・
技術発表会 ア 展 会 

第7回 日本看護管理学会年次大会 
参加対象：関係者のみ 　来場者数：800人　 

8.22（金） 
 
～8.23（土） 

慶應義塾大学　看護医療学部 
TEL : 0466-49-6215　FAX : 0466-49-6215

学術会議 

会 

第14回 日本急性血液浄化学会 
参加対象：関係者のみ  来場者数：350人 
無料 

9.11（木） 
 
～9.12（金） 

横浜市立大学 医学部　附属市民総合医療センター　救命救急センター 
TEL : 045-261-5656　FAX : 045-253-5350 
 

救急領域における各種病態下に対する
血液浄化法の意義と効果に関する学会
総会 会 

第10回 日本門脈圧亢進症学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 15,000円 

9.11（木） 
 
～9.12（金） 

東海大学医学部　外科　教授 幕内博康 
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659

医学学会 

会 
第276回 日本消化器病学会関東支部例会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 1,500円 

 
9.13（土） 

東海大学医学部　外科　教授 幕内博康 
TEL : 0463-93-1121　FAX : 0463-93-2659

医学学会 

会 
第31回 マルシン リフォームフェア 
参加対象：招待者のみ 

 
9.13（土） 

マルシン建材株式会社 
TEL : 03-3649-2001　FAX : 03-3649-2078

建材・住宅設備機器メーカーによる販売
店、工務店向けの展即会 

展 
第17回 日本臨床内科医学会 
参加対象：関係者のみ（市民公開講座は一般公開）　来場者数：1,200人 
有料 市民公開講座は無料　その他は事前申込13,000円・当日申込15,000円 

9.13（土） 
 
～9.15（月） 

株式会社メディカルトリビューン 
TEL : 03-3239-7273　FAX : 03-3239-7246 
 

医療従事者（主に医師）による学会 

会 
私学・私塾フェア2003　私立中･高進学相談会 
参加対象：一般公開　来場者数：7,000人 
無料　 

 
9.15（月） 

株式会社多摩英数進学教室　新百合本部校 
TEL : 044-966-3811　FAX :045-955-0135

神奈川・東京の私立中学・高校の先生と
直接対面で相談をする会 
受験生及び父母対象 ア 

2003 日本臨床検査自動学会・日本臨床検査医学会共催展示会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：7,000人 
無料 

9.17（水） 
 
～9.19（金） 

日本臨床検査自動化振興会 
TEL :03-5689-5910　FAX : 03-5689-5917 
 

臨床検査機器、試薬、システム 

展 会 
第7回 臨床解剖研究会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人 
 

 
9.20（土） 

横浜市立大学医学部　第2外科　遠藤格 
TEL : 045-787-2650　FAX : 045-782-9161 
 

研究会 

会 

pick up!

参加対象：一般公開　来場者数：150,000人 
有料 1,000円（前売り900円　保護者1名が同伴する未就学児2名までは無料） 

7.31（木） 
 
～8.3（日） 

株式会社アサツーディ・ケイ 
TEL : 03-3547-2660　FAX : 03-3547-2908 
http://www.toys.or.jp/

東京おもちゃショーが、一般消費者むけ
にパワーアップ　初の横浜開催 

展 

おもちゃみらい博 

月 

6

月 

7

月 

9

4th International Symposium on 157nm Lithography
参加対象：一般公開  事前申込要 　来場者数：250人　 

8.25（月） 
 
～8.28（木） 

株式会社半導体先端テクノロジーズ第二研究部　若宮 
TEL :  0298-49-1335　FAX : 0298-49-1186

157nmリソグラフィに関するシンポジウ
ム 

会 

pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 学会・会議・シンポジウム 大会・式典・その他 展  示  会 イベント・コンサート pick up!・・・イベント内容についてはP.4をご参照下さい。 学会・会議・シンポジウム 大会・式典・その他 展  示  会 イベント・コンサート 

6.27（金） 
 
～6.28（土） 

株式会社ミナミ 
TEL : 03-5209-7515　FAX : 03-3252-1183

スポーツ用品全般の物販 

展 

6.27（金） 
 
～6.29（日） 

月 

8

ミナミ スーパー サマーセール 
参加対象：一般公開　来場者数：9,000人 
無料 



パシフィコ横浜で開催されたイベントをご紹介します。 

close up event
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7回目を迎えた今回の開催は、日本をはじめ21カ国・地域から

534社・団体が出展。 

ファッション関係のトレードフェアでは、アジア最大規模のものと

なりました。展示ホール2万m2の会場を埋め尽くした出展者ブー

スには、日本やアジア各国のほか、スペインやイギリス等ヨーロッ

パ各国、北欧各国、カナダ、アメリカなどもあり国際色豊かです。

しかし一口にファッションといってもウェアだけでもレディス、メンズ、

カジュアル、アンダーウェア、スポーツウェア等があります。さら

にはコートなどの皮革製品、バック、シューズ、アクセサリー、傘、

各種グッズなど多彩で、中にはハンガーまであり、バラエティー

に富んだファッションの奥深さを実感しました。 

 

クリエイターたちの熱気に興奮 

色とりどりのファッションが出揃った会場は、歩いているだけで楽

しい気分を味わえます。また、各出展者が趣向を凝らしたブース

は華やかであり、とても賑わっていました。それは、この展示会

が有力ブランドはもとより、日本・アジア及び世界各国の新進ブ

ランド・メーカーの発表・情報発信の場としても力を入れている

からでしょう。それも次のトレンドを予感させる新しいデザインだけ

でなく、例えば日本古来の手ぬぐいをＴシャツに仕立てたものや、

染物や織物の伝統技法を新しい感覚で見直したものなどがあり

時間が経つのを忘れて思わず見入ってしまいました。クリエイター

たちの自由な発想は、驚きであり、すごく新鮮です。この会場

に出展したクリエイターたちの中から、明日のトップブランドが生

まれるような熱気に包まれた会場でした。 

 

ファッションを身に付ける喜び 

会場には新進ブランド・メーカーの他にも、日本ではあまり馴染

みのないヨーロッパのブランド・メーカー等も出展しています。

スペインの伝統的な手作りの手法で作られた革製品の手にしっと

りと馴染む心地よさ。イギリスの紳士傘を閉じたときのスタイリッ

シュさと、開いたときの安定感。シーアイランド・コットンのシル

クと間違うばかりの肌触り。シルク製品の煌くばかりの輝き。また、

手先が器用なアジアの国の職人さんの、一針一針に込められた

丁寧な仕事ぶり。これらは、実際に手にし、目で見てこそ初め

て納得でき、その価値を理解できるものではないでしょうか。そ

れがファッションの楽しみでもあり、満足感だと感じられました。

だからこそ、実際の製品を展示して、クリエイター達が交流でき

る場が必要であり、イベント開催の意義なのでしょう。 

世界各国の 
最新ファッションが大集合!

01.01. 巨大なスケートランプを特設した会場 
02～04.展示ブースも出展者も来場者もどこかスタイリッシュ 

01.今回のシンボルマークの「鍵」をあしらったサイン 
02～05.2万m2の会場を各国からの多彩な展示で埋め尽くした出展者ブース 
 

高品質な皮革製品が多かったスペインのゾーン
は、ブティックのようなディスプレイ 

スノーボードが好きだから 
“SMART STYLE” 

スノーボード、スケートボード、 
BMX etc. ・・・ここは 
アクションスポーツ・ワンダーランド 

SBJ9 and ACX1（第9回スノーボードジャパン2003） 
2003.2.12   2.14 
展示ホール 

スノーボードがウインタースポーツのひとつとして定着した今、

SBJは、スノーボード業界世界最大級のトレードショーです。 

熱気渦巻く日本・アジアから世界へ 
明日のファッション情報を発信！ 

第7回 インターナショナル・ファッション・フェア（IFF） 
2003.1.15   1.17 
展示ホール 

日本で購入した欧州ブランドのファッションがアジア製なのも普通

の時代。ファッション業界の“いま”が、ひと目で分かるイベントです。 

 

01

02

03

04

01 02

03

0504

ウインターシーズン真っ盛りの2月に開催されたこの展示会は、

来シーズン・モデルのトレードショーです。ボードやビンディング

をはじめとする用具、ウェアや各種アクセサリー、ウインターリゾー

トなどスノーボード関連の出展者が、国内だけでなく海外からも

集まりました。ビジネスマーケットという観点からも、スノーボード

が日本に定着したことが実感できます。スノーボード業界世界最

大級になったこの展示会は、雰囲気も完全にインターナショナル

で、会場にはラップなどの音楽がいつも聞こえており、出展者も

来場者も一体となって楽しんでいるように感じられました。 

会場にはスノーボードの他、BMX型のスノーバイクなど各種の

新しいウインタースポーツも展示・紹介され、さらには特設のスケー

トランプが設けられていました。 

また、このSBJ9はスケートボードやBMXをはじめとする新しい

アクションスポーツ関連のトレードショーACX1も兼ねています。

ここではDJのトークに合わせてスケートボードの妙技をデモンス

トレーションしていました。セミナー会場では、クリス・ガーナソ

ンさん（愛称：ガーニーで親しまれるアメリカのトップ・プロ）を

ゲストに、老若男女を問わず、初心者も上級者も、安全に楽し

めるスノーボードパークの設計と運営についての解説が行われて

おり、講演タイトルは、“SMART STYLE”。SMARTを辞書で

調べると“きちんとした”というのが第一義です。ルールを守っ

て安全に滑るのが、かっこいい滑りの第一歩ということでしょうか。 

ここでは若いスノーボーダー達も、リゾート経営者と見られる年輩

の方々と一緒になって耳を傾けていました。 

スノーボードを愛するが故に業界を上げて楽しく、また真剣に取

り組んでいる姿が印象的な展示会でした。 



表紙：SBJ9 and ACX1 
        （第9回スノーボードジャパン2003） 
　 

パシフィコ横浜。最新情報！ 

pacifico news

【JR線】 
桜木町駅から徒歩12分　バスまたはタクシー利用5分 
 
【駐車場】 
首都高速横羽線みなとみらいランプ約1分 
みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可　260円／30分 

臨港パーク 
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みなとみらい駅 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1 
TEL 045-221-2155（総合案内） 
TEL 045-221-2166（交通案内） 

URL http://www.pacifico.co.jp

2003年4月1日発刊（季刊・年4回） 

7月4日（金）～6日（日）  展示ホール・アネックスホール・会議センター 

アクティブ ひゅーまん ライフ 2003 
～福祉を支える技術とサービス 
高齢者・障害者の元気な笑顔～　開催決定！！ 

LED 250（スーパービジョン） 完成！！ 

オープン以来数々のイベントに使用されてきた、国立大ホー

ルの自光式大型映像装置「ジャンボトロン」が「LED250（スー

パービジョン）」として更にグレードアップし生まれ変わり

ました。 

パソコンのSXGAに対応し、従来より高輝度・高画質になり

ました。 

ライブカメラ・ビデオ・パソコン・テレビ等様々な用途でご

利用いただける「LED250」を是非ご活用ください。 

画面サイズ　Ｗ 5,040mm × Ｈ 3,840mm（250インチ） 

来年2月、みなとみらい21線が開通します。これは「横浜駅」

と、「みなとみらい」「馬車道」を通って「元町・中華街」

を地下で結ぶ路線で、横浜駅では東急東横線と相互直通運

転となり渋谷までが直結します。「みなとみらい駅」は、みな

とみらい21の中心に位置し、パシフィコ横浜へは徒歩3分。

なお、横浜駅～高島町～桜木町を結ぶ現在の東急東横線は

新路線開通によって廃止になります。 

（平成15年3月現在の情報です） 

みなとみらい21線 
2004年2月開通 決定!

介護とリハビリテーションの最新情報が展示ホールに一堂に集結！ 

来る7月4日（金）～6日（日）の3日間、（社福）横浜市リハビリテー

ション事業団、（社）かながわ福祉サービス振興会、パシフィコ横浜

の3者が、福祉・医療関連の多くの関係団体の協力を得て、「ア

クティブ ひゅーまん ライフ 2003」～福祉を支える技術とサービス 

高齢者・障害者の元気な笑顔～を開催することとなりました。 

ここに来れば福祉の現在と未来がよく分かる！それが「アクティブ ひゅー

まん ライフ 2003」です。皆様のご来場をお待ちしております。 

 
商品名 

1日 2日間 3日間 以後1日 

450,000円 675,000円 900,000円 100,000円 

料　金 

LED250
出展お申し込み：アクティブ ひゅーまん ライフ 運営事務局（アイシーエス企画内） 

電話番号：03-3263-0103　FAX：03-3263-7537 

お問合せ：アクティブ ひゅーまん ライフ 組織委員会事務局（パシフィコ横浜内） 

電話番号：045-221-2158　FAX：045-221-2136

横浜駅 
新高島駅 

みなとみらい駅 

馬車道駅 

日本大通り駅 
（県庁・大さん橋） 

元町・中華街駅 
（山下公園） 
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