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国 
4.3（土） 

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 

ア 

宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習会 
参加対象：受講者のみ　来場者数：800人 
無料 

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/jitsumu.html 
 

宅地建物取引業法第18条に基づく取引
主任者資格登録の実務講習 

会 

（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：300人 
料金：未定 

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

平成15年度 社団法人日本フラワーデザイ
ナー協会神奈川県支部総会と付帯事業 

平成16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（火） 
学校法人北里学園 
TEL : 03-3444-7893　FAX : 03-3444-2530 
 

入学式 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

convention calendar
4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 

pick up!・・・イベント内容についてはP.2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 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

平成16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 

平成16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 

株式会社横浜アーチスト 
TEL : 045-681-3731　FAX : 045-681-3735 
http://www.iwasaki.ac.jp 
 

入学式および進級式 

会 国 
4.2（金） 

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

入学式 2004年度 関東学院大学入学式 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人 
無料 

展 

4.3（土） 
 
～4.4（日） 

4.3（土） 
 
～4.4（日） 

株式会社小泉神奈川 
TEL : 0467-43-1171　FAX : 0467-43-1175

住宅設備機器展示会 春の大感謝祭 
参加対象：招待者のみ　来場者数：2,000人 
無料 

国 
4.5（月） 

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

入学式 平成16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 

会 

4.1（木）～ 
 
4.2（金）・4.5（月） 

富士ソフトABC株式会社 
TEL : 03-5600-3388　FAX : 03-5600-2591 
http:/www.fsi.co.jp

富士ソフトABC株式会社の入社歓迎パー
ティー・ガイダンス 

富士ソフトABC株式会社入社式 
入社歓迎パーティー・ガイダンス 
参加対象：関係者のみ　来場者数：200人　無料 月 

4
開催日 催事名 内容 連絡先 

4.4（日） 

4.4（日） 

国 

国 

2

会 

LVJ 会社説明会 
参加対象：2005年3月四年制大学卒業予定者　来場者数：各回  1,000人 
無料 

4.6（火） 
 
 
http://www.louisvuitton.com 
 
 

会社説明会 

展 

2004国際医用画像総合展 
参加対象：関係者のみ　来場者数：延べ35,000人 
有料 3,000円 
 

4.8（木） 
 
～4.10（土） 

社団法人日本画像医療システム工業会 
TEL : 03-3816-3450　FAX : 03-3818-8920 
http://www.jira-net.or.jp

医療用画像診断機器、治療用装置及び
関連機器の展示 

ア 

コミックワールド横浜30
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人 
有料 500円 

エスイー株式会社 
TEL : 044-755-8833　FAX : 044-755-7530 
 

画材及び同人誌の展示即売会 

会 国 

（社）日本監査役協会設立30周年記念式典・ 
第58回 監査役全国会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,300人　有料 

4.13（火） 
社団法人日本監査役協会 
TEL : 03-5219-6125　FAX : 03-5219-6120 
http://www.kansa.or.jp/

（社）日本監査役協会会員会社監査役・監
査委員を対象とした講演・パネルディスカ
ッション 

ア 

情報処理技術者試験 
参加対象：関係者のみ　来場者数：450人 
有料 5,100円 

4.18（日） 
独立行政法人情報処理推進機構 
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

平成16年度春期情報処理技術者試験実
施のため 

国 

松浦亜弥コンサートツアー2004春～私と私とあなた～ 
参加対象：一般公開　来場者数：8,600人（2回公演） 
有料 6,300円 

4.17（土） 
 
～4.18（日） 

オデッセー 
TEL : 03-3796-9999 
http://www.ody-net.com

松浦亜弥コンサート 

会 

dSPACE ユーザ会 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
無料 

4.21（水） 
株式会社リンクス 
TEL : 045-979-0731　FAX : 045-979-0732 
http://www.linx.jp/control/seminar/event/dspace_conference04.html 
 

dSPACE ユーザ会 2004

展 
参加対象：一般公開　来場者数：15,000人 
有料 1,000円 

4.16（金） 
 
～4.18（日） 

横浜骨董ワールド事務局 
TEL : 03-5932-6705　FAX : 03-5938-0805 
http://www.kottouworld.com

和洋骨董・アンティークトイ＆コレクタブルのディーラー約400社

による大展示即売会。特別企画展示「昭和にみる子供着の絵

柄展」・骨董品無料鑑定及び買入・人形供養など、盛りだくさん 

第5回 横浜骨董ワールド 

国 

The 29th IRU  World Congress
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人　 
有料 

社団法人全日本トラック協会 
TEL : 03-5323-7109　FAX : 03-5323-7230 
http:/www.iru.org/

世界各国の貨物・旅客輸送関係者が参加
し共通テーマによる討論 

会 

国際ロータリー第2590地区 2003～04年度地区大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
登録 9,500円 

4.23（金） 
 
～4.24（土） 

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、地区内クラブ及び国際ロー
タリー全般に関する問題の討議 

ア 展 

LASER EXPO 2004
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
無料 
 

4.27（火） 
 
～4.28（水） 

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/

レーザー機器等の展示 

参加対象：関係者のみ　来場者数：JRC2003：学会7,305人、展示会35,250人 
有料 学会（会員12,000円、非会員18,000円）、展示会3,000円 

4.8（木） 
 
～4.10（土） 

有限責任中間法人日本ラジオロジー協会 
TEL : 03-3518-6111　FAX : 03-3518-6139

医学放射線学会、放射線技術学会、国際
医用画像総合展共同開催 

展 会 ア 

会 
4.11（日） 

全国競売評価ネットワーク 
TEL : 03-3592-6825　FAX :03-3592-6835

定期総会・パーティー 第1回 定時総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：350人 
無料 

ア 

財団法人日本学会事務センター（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11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 48,000円（事前登録締切：3月16日） 

展 

2004 春ミキハウスランド イン 横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人 
無料 

4.17（土） 
 
～4.18（日） 

株式会社ミキハウストレード 
TEL : 0729-20-2088　FAX : 0729-20-2001

お客様サービスのファミリーイベント及び
自社商品の展示・即売 

会 

4.14（水） 
 
～4.18（日） 

4.14（水） 
 
～4.16（金） 

第1回環太平洋蛋白質科学会事務局 
TEL : 06-6873-2730　FAX : 06-6873-2750 
http://edpex104.bcasj.or.jp/pricps2004/　E-MAIL：pricps2004@bcasj.or.jp 
 

プレナリー講演、シンポジウム、ワークショ
ップ、一般講演（ポスター）、ランチョンセミ
ナー、機器・試薬展示会 

第1回 環太平洋蛋白質科学国際会議 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,300人 
有料 事前登録25,000円 

4.11（日） 

4.22（木） 
 
～4.24（土） pick up!

pick up!

JRC2004

4.8（木） 
ZARD What a beautiful moment Tour
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
有料 7,500円 

ZARD What a beautiful moment Tour
公演（コンサート） 

H.I.P. 
TEL : 03-3475-9999 
http://www.hipjpn.co.jp 国 

パシフィコ横浜で開催される催物を紹介します。 

pick up events
4月14日（水）～18日（日） 会議センター 

第1回環太平洋蛋白質科学国際会議 

日本蛋白質科学会が日本学術会議との共催で開

催する初めての国際会議。The  Protein Society

との初のジョイントミーティングでもあり、「環太

平洋における蛋白質の構造と機能への新たなる

アプローチ」をメインテーマにシンポジウム、ワー

クショップ、展示会、ランチョンセミナー等が行

われます。 

　　　 お問合せ：財団法人日本学会事務センター大阪事務所 

電話番号：06-6873-2730  FAX：06-6873-2750  http://edpex104.bcasj.or.jp/pricps2004/

5月13日（木）～16日（日） 展示ホール 

2004 ジャパンフードサービスショー 

食の豊かさや楽しさを積極的にアピー

ルし続けてきたこのショーは、まさに日

本の外食産業の歴史そのもの。BSE

問題等で食の安全・安心に対する国

民の関心がいっそう高まる中でのショー

の開催は、業界関係者ならずとも注

目したい催しです。 

　　　 お問合せ：社団法人日本フードサービス協会 2004 ジャパンフードサービスショー運営事務局 

電話番号：03-5403-1060  FAX：03-5403-1070  http://jfnet.or.jp

4月22日（木）～24日（土） 国立大ホール 

第29回IRU世界大会 

国際道路輸送連盟（IRU）とは、道路

輸送産業（貨物／旅客）を代表する唯

一の国際団体。世界の物流（旅客含

めて）の主体が道路である現代、地

球の大動脈から毛細血管までを統括し

ているわけです。それだけに地球規模での課題が山積。まさに人類

の未来を見据えての開催と言っても過言ではないでしょう。 

　　　 お問合せ：社団法人全日本トラック協会　電話番号：03-5323-7109 

FAX：03-5323-7230  http://www.iru.org/　 http://www.jta.or.jp

5月30日（日）～6月5日（土） 展示ホール 

第12回世界ベテラン卓球選手権横浜大会 

映画「ピンポン」や“愛ちゃん”の活

躍で注目されている卓球ですが、海外

に目を向ければ、むしろ生涯スポーツ

としての愛好者も多いようです。そん

な世界中の40歳～85歳以上のプレ

イヤーが集う国際大会。今も“愛ちゃん”に負けず、練習を重ねる選手

たちの熱いプレーに、大きな声援を送って大会を盛りあげてください。 

　　　 お問合せ：WVC横浜インフォメーションセンター 

電話番号：03-3586-7143  FAX：03-3586-2612  http://www.wvc-yokohama.com

5月8日（土）～10日（月） 会議センター、展示ホール 

ISPA 2004 JAPAN

日本で初めて開催される、スパに関する国際会

議と展示会です。～温泉大国日本ならではのス

パを求めて～をテーマに、官民が一体となって、

国内外の専門家を招いてスパの経営・導入に

不可欠な情報を提供・交換しあう、国際会議や

展示会が開かれます。 

　　　 お問合せ：ISPA 2004 JAPAN組織委員会事務局　電話番号：03-3255-7358 

FAX：03-3255-7377  ispa2004japan@ech.co.jp　http://www.ispa-japan.org/

5月31日（月）～6月3日（水） 会議センター 

第5回混相流国際会議 

武道や華道の流派のような名前で

すが、混相流とは“気体、液体、

固体が混合した流れ”のこと。 

3年に一度開催されるこの会議は、混相流の研究に携わる世界中の

研究者や技術者が一堂に会し、日頃の研究成果を発表。工学、理学、

医学、農学の基礎分野で先進的な役割を果たしていく重要な会議です。 

　　　 お問合せ：慶応義塾大学 

電話番号：045-566-1739  FAX：045-566-1720  http://www.jsmf.gr.jp/icmf/

5月15日（土） 国立大ホール 

AKINA NAKAMORI Live Tour 2004

昨年12月、井上陽水はじめ男性曲ばかりを

カヴァーしたアルバム「歌姫3～終幕」を

発表して好評の、中森明菜が、今年のツアー

を横浜からスタートします。歌唱力には定評

ある彼女。男性曲を歌うことでいっそう艶や

かさを増したようです。ステージではカヴァー

曲はじめ新旧のヒット曲が楽しめそう。 

　　　 お問合せ：キョードー横浜 

電話番号：045-671-9911

6月24日（木）～26日（土） 展示ホール 

ワールド・ライティング・フェア 2004

“東京ミレナリオ”のように、もはや

エンターテインメントとして親しまれて

いるライティング。このフェアは舞台、

テレビ、映画、テーマパーク等に携わ

る内外のライティング・クリエイターた

ちが情報を交換しあう絶好の機会。まさに21世紀のエンターテインメ

ント業界が体感できるイベントなのです。 

　　　 お問合せ：ワールド・ライティング・フェア運営委員会事務局 

電話番号：03-3706-5687  FAX：03-3706-6766  http://www.wlf.co.jp
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「都市にいのちの森を」市民フォーラム 
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人 
無料 

 
6.12（土） 

財団法人国際生態学センター 
TEL : 045-651-7690　FAX : 045-651-7692

環境問題に対する講演およびパネル討論 

会 
横浜焼酎委員会 Annual Convention 2004
参加対象：一般公開　来場者数：500人 
有料 

 
6.12（土） 

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

日本フラワーデザイナー協会 全国総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：300人 
無料 

6.21（月） 
社団法人日本フラワーデザイナー協会 
TEL : 03-5420-8741　FAX : 03-5420-8748 
http://www.nfd.or.jp/

全国代議員による総会 

会 

第50回 関東地区高等学校PTA連合会大会 
神奈川大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：4,500人　無料 

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL : 045-231-5869　FAX : 045-243-8049

関東地区7県の高等学校PTA会員が一堂
に会し、高等学校PTAの望ましいあり方を
探求する場 

平成16年度 日本内科学会生涯教育講演会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 
 

6.27（日） 
社団法人日本内科学会 
TEL : 03-3813-5991　FAX : 03-3818-1556

会員の為の生涯教育 

国 

第12回 フランス映画祭横浜2004
参加対象：一般公開　来場者数：20,000人 
料金：未定 

6.16（水） 
 
～6.20（日） 

フランス映画祭横浜受入委員会（横浜市芸術文化振興財団内） 
TEL : 045-682-2015　FAX : 045-682-2045 
http://www.unifrance.jp/yokohama

新作フランス映画を中心に上映。各上映
作品の監督・俳優・プロデューサーなどゲ
スト有 会 

STARC/ASPLA合同フォーラム（仮称） 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：700人 
有料 

株式会社半導体理工学研究センター TEL : 045-478-3300（代表） FAX : 045-478-3310 
株式会社SoC基盤技術開発 TEL : 042-775-6776　FAX：042-775-6799 
STARC http://www.starc.or.jp　ASPLA http://www.aspla.com/

半導体関連技術フォーラム 

会 

あづまの幼稚園 創立30周年記念祝賀会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
無料 

学校法人鎌田学園 あづまの幼稚園 
TEL : 045-301-6744　FAX : 045-303-6669 
http://www.adumano.ed.jp/

時を越えて 夢は今！世界へ翔く 

7.10（土） 
会 

第3回 かながわ乳がん市民フォーラム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
無料 

ブリストル・マイヤーズ株式会社 東京支店 
TEL : 045-476-9094　FAX : 045-476-9096 
http://www.kbcts.gr.jp

主に神奈川県内の乳癌患者さんと家族を
対象に乳癌の予防と治療に関する啓蒙
活動 

7.10（土） 
会 

第54回 日本病院学会 
参加対象：関係者のみ（市民公開講座1講座あり：事前申込要） 
来場者数：4,000人　有料 10,000円 

社団法人神奈川県病院協会 
TEL : 045-242-7221　FAX : 045-231-1794 
http://www.secretariat.ne.jp/54byouingakkai/

病院を構成する医師をはじめあらゆる職種
の方々を対象にした国内学会 

会 

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：450人 
無料 

6.19（土） 
明治大学教務事務部父母会事務室 
TEL : 03-3296-4078　FAX : 03-3219-6385

総会・懇親会 

会 
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 
無料 

6.19（土） 
けいゆう病院 
TEL : 045-221-8181　FAX : 045-681-9665

学会発表 

会 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

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） 
TEL : 045-221-2158　 
http://www.pacifico.co.jp

最新の福祉機器、介護サービス、バリアフリー
住宅・設備等の展示会及びイベント 

ア 展 

アクティブひゅーまんライフ2004 
～福祉を支える技術とサービス、あなたが選ぶくらし・いきかた～ 
参加対象：一般公開　来場者数：10,000人　無料 
 

第27回 総合リハビリテーション研究大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人 
有料 5,000円 

財団法人日本障害者リハビリテーション協会 
TEL : 03-5273-0601　FAX : 045-5273-1523 
http://www.jsrd.or.jp

わが国のリハビリテーション、障害者福祉
等に従事する専門職など関係者の交流、
研究の会合 ア 

第8回 首都圏TNT研修会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：50～60人 
有料 10,000円 

アボットジャパン株式会社 南関東支店 
TEL : 03-3557-6292　FAX : 03-3226-1395

医学研修会 

会 

国 

convention calendar
4月 7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 

pick up!・・・イベント内容についてはP.2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 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 

開催日 催事名 内容 連絡先 

事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 

開催日 催事名 内容 連絡先 

ベストインテリアショー ｉｎ 横浜 2004
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,000人 
無料　 

九州家具展事務局 
TEL : 0944-87-2038　FAX : 0944-87-2070

木製家具、インテリア新作展示会 

展 

6.23（水） 
 
～6.24（木） 

ワールド・ライティング・フェア 2004
参加対象：一般公開　来場者数：22,000人 
有料 3,000円 

ワールド･ライティング･フェア運営委員会事務局 
TEL : 03-3706-5687　FAX : 03-3706-6766 
http://www.wlf.co.jp

演出表現に関わる照明器具等の展示会
及び業界のプロフェッショナルたちによる
セミナー 展 

6.24（木） 
 
～6.26（土） 

第55回 日本東洋医学会 学術集会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：3,000人　 
無料 
 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 
高度救命救急センター 
TEL : 045-261-5656（内2000）　FAX : 0045-253-5350

国内外における東洋医学の進歩・発展を
目的とした学術集会 

会 

6.25（金） 
 
～6.27（日） 

7.1（木） 
 
～7.3（土） 

株式会社コングレ（登録手続きに関して） 
TEL : 03-5216-5551　FAX : 03-5216-5552　 
http://www.whec15.jp

国際会議 

会 

第15回 世界水素エネルギー会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,200人　 
有料 10,000～80,000円 

6.27（日） 
 
～7.2（金） 

7.2（金） 
 
～7.3（土） 

7.2（金） 
 
～7.3（土） 

7.10（土） 
 
～7.11（日） 

pick up!

pick up!・・・イベント内容についてはP.2をご参照下さい。 

自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展　2004
参加対象：一般公開　来場者数：35,000人　 
無料 

5.19（水） 
 
～5.21（金） 

社団法人自動車技術会 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp

自動車の技術に関する展示会 

展 

〈中森明菜〉AKINA NAKAMORI Live Tour 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：4,000人　 
有料 S席/6,500円、A席/5,500円 

キョードー横浜　 
TEL : 045-671-9911

中森明菜 AKINA NAKAMORI Live Tour 
2004

国 

英日・日英翻訳国際会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：200人 
有料 25,000円（JAT会員）、30,000円（一般） 

日本翻訳者協会（JAPAN ASSOCIATION OF TRANSLATORS） 
TEL : 042-370-5404　FAX : 042-370-5405 
http://www.jat.org

日本語・英語間の通訳や翻訳に携わる人
の会議 

会 

第27回 日本プライマリ・ケア学会 神奈川大会 
参加対象：関係者（一部一般公開）　来場者数：3,000人 
有料 

社団法人神奈川県医師会 
TEL : 045-241-7000　FAX : 045-241-1464 
http://www.kanagawa.med.or.jp/27pc/

学会 

国 会 

第5回 混相流国際会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：500人 
有料 55,000円 

5.31（月） 
 
～6.3（木） 

6.5（土） 
 
～6.6（日） 

慶應義塾大学　菱田公一 
TEL : 045-566-1739　FAX : 045-566-1720 
http://www.jsmf.gr.jp/icmf/

混相流体現象に関する学術講演 

会 

少林拳連盟 第13回 演武競演会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：2,800人 
無料 

心行巍禅少林拳連盟 
TEL : 045-242-8396　FAX : 045-241-8472

ブラスアンサンブル演奏・式典・演武発表会 

国 

社団法人自動車技術会 2004年春季大会 
参加対象：一般公開　来場者数：会議3,500人  展示35,000人 
有料 5,000円 

5.15（土） 

社団法人自動車技術会 
TEL : 03-3262-8214　FAX : 03-3261-2204 
http://www.jsae.or.jp 
 

学術講演会・フォーラム・自動車技術展 

ア 会 

第7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：2,000人　 
無料 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター高度救命救急センター　 
TEL : 045-261-5656（内2000）　FAX : 045-253-5350 
http://www.jsem7.umin.ne.jp/index.htm

日本における救急医療の進歩と発展に寄与
することを目的とした日本臨床救急医学会 

会 

展 

ジャパンフードサービスショー 
参加対象：一般公開　来場者数：134,000人 
有料 1,000円 

社団法人日本フードサービス協会 
TEL : 03-5403-1060　FAX : 03-5403-1070 
http://jfnet.or.jp

外食産業・関連産業の社会的役割、食の
豊かさ・楽しさを積極的にアピールする一
大イベント 

5.13（木） 
 
～5.16（日） 

5.14（金） 
 
～5.16（日） 

5.19（水） 
 
～5.21（金） 

pick up!

第14回 日本臨床工学会 
参加対象：関係者のみ  市民公開講座あり（無料）　来場者数：2,000人 
有料 5,000円 

5.22（土） 
 
～5.23（日） 

神奈川県臨床工学技士会 
TEL : 042-742-3577　FAX : 042-742-3640 
http://www.kanarinko.com/gakkai/jacet.htm

臨床工学に関する講演・研究発表 

会 

アルテラ・ソリューションズ・セミナ 2004
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
無料 

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・デバイスと設計ソリューションを
紹介 会 

第7回 脳卒中市民シンポジウム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：1,000人 
無料 

5.29（土） 
日本脳卒中協会 
TEL : 06-6629-7378　FAX : 06-6629-7377 
http://jsa-web.org

一般市民、脳卒中患者・家族を対象とす
る脳卒中に関する啓発 

会 

展 

国 

矢井田瞳 LIVE TOUR 2004 
YAIKO/ROCKS/50 ROUNDS
参加対象：入場券購入者のみ　来場者数：約4,000人　有料 6,300円 

キョードー横浜 
TEL : 045-671-9911

矢井田瞳　コンサート 

国 

FANCL フィットネスヨコハマ2004
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
有料 500円 

5.5（水） 
財団法人横浜市スポーツ振興事業団 
TEL : 045-477-2226　FAX : 045-477-2250 
http://www.hamaspo.com

公募したアマチュアダンス・体操団体、グ
ループのパフォーマンス発表会 

国 

よこはまSlow Foodフェア2004
参加対象：一般公開　来場者数：1,000人 
有料 1,000円 

5.9（日） 
横浜スローフード協会 
http://www.y-slow.com/

神奈川のスローフードと酒蔵が大集合。「ス
ローフードな人生」著者:島村菜津さんの
基調講演など 

会 

第58回 日本口腔科学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,100人　 
有料 15.000円 

鶴見大学歯学部口腔外科学第2講座 
TEL : 045-581-1001　FAX : 045-580-8326 
http://jjss58.umin.jp/

学術発表会 

ザ・ワークプレイス・ネットワーク2004ワークショップ 
参加対象：関係者のみ　来場者数：60人 
無料 

5.9（日） 
 
～5.11（火） 

社団法人公共建築協会 
TEL : 03-3234-6265　FAX : 03-3239-3786

ザ・ワークプレイス・ネットワーク2004ワー
クショップ 

会 

4.29（木） 

5.7（金） 
 
～5.8（土） 

5.21（金） 
 
～5.23（日） 

5.25（火） 

展 会 

ISPA 2004 JAPAN
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：10,000人 
有料 展示会入場1,000円  会議は申込時、申込内容により変わります 

ISPA 2004 JAPAN 組織委員会事務局 
TEL : 03-3255-7358　FAX : 03-3255-7377 
http://www.ispa-japan.org/

国際的なスパに関する会議と展示会 5.8（土） 
 
～5.10（月） pick up!

pick up!

pick up!

pick up!

5.30（日） 
会 

照林社講演会事務局 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577

ナースを対象とした学術セミナー がん看護セミナー2004「オンコロジーナースへの道」 
参加対象：関係者のみ　来場者数：900人　 
有料 8,000円 

5.30（日） 
 
～6.5（土） 

WVC横浜インフォメーションセンター 
TEL : 03-3586-7143　FAX : 03-3586-2612 
http://www.wvc-yokohama.com

世界から40歳以上の選手が集い、世代別
の世界チャンピオンを競う卓球の国際大会 

第12回 世界ベテラン卓球選手権横浜大会 
参加対象：一般公開、参加選手は事前登録 
来場者数：3,000人　有料 1日券500円 

ア 展 

展 

情報通信配線技術フォーラム2004
参加対象：一般公開　来場者数：5,000人 
無料 
 

4.27（火） 
 
～4.28（水） 

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/npo/

通信配線の設備・機器の展示と技能五輪
大会種目「通信配線技術」の予選会 

4.29（木） 
 
～5.1（土） 

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：20,000人 
有料 1,000円 

日光ワンニャン村 
TEL : 0288-21-8477

世界の犬猫展示コーナー、仔犬・仔猫500
頭即売会等 

Mai Kuraki 2004 Live Tour 
"Wish You The Best" ～Grow, Step by Step～ 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：5,000人　有料 6,000円 

5.22（土） 
 
～5.23（日） 

H.I.P. 
TEL : 03-3475-9999 
http://www.hipjpn.co.jp

倉木麻衣コンサート 

国 

第21回 日本呼吸器外科学会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,500人 
有料 13,000円 

日本コンベンションサービス 
TEL : 03-3508-1214　FAX : 03-3508-0820

エビデンスに基づく呼吸器外科学のコン
センサスと新たな挑戦 

会 

5.27（木） 
 
～5.28（金） 

ビソーニ クリアランスセール 
参加対象：招待者及び一般公開（事前申込要）　来場者数：6,000人 
無料 

株式会社ビソーニ 
TEL : 03-3784-7000　FAX : 03-3784-7302

婦人・紳士・宝飾雑貨の展示販売会 

展 

5.28（金） 
 
～5.29（土） 

Selete Symposium 2004
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：600人　 
料金：未定 

Seleteシンポジウム2004事務局 
（株式会社セミコンダクタポータル内） 
TEL : 03-3560-3565　FAX : 03-3560-3566

半導体関連技術セミナー 

会 
5.24（月） 

 
6.6（日） 

第47回 全国私立保育園研究大会 横浜大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：約2,500人 
無料 

JTB教育旅行横浜支店 
TEL : 045-312-3333　FAX : 045-314-9198

保育園関係者の講習会 

会 国 

6.16（水） 
 
～6.18（金） 

'04画像センシング展 
参加対象：一般公開　 
来場者数：27,628人（同時開催光ナノテクフェア入場者含）　無料 

精機通信社 
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 

参加対象：一般公開　来場者数：28,000人 
無料 

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

光学・精密測定機器や関連製品の展示会 

展 

光ナノテクフェア 2004

第6回 RINGの会横浜オープンセミナー 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：600人 
有料 5,000円 

 
6.12（土） 

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

保険業界のセミナー 

会 

6.9（水） 
 
～6.11（金） 

6.9（水） 
 
～6.11（金） 

ア 

6.9（水） 
 
～6.11（金） 

画像センシング技術研究会 
TEL : 03-3367-0571　FAX : 03-3368-1519 
http://ssii.on.arena.ne.jp/ 
 

広い分野から研究者が一堂に会し、画像
技術という共通の研究開発について討論 

第10回 画像センシングシンポジウム 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：800人 
有料 20,000円 

創立75周年記念「玉川学園音楽祭」 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：10,000人 
無料 

学校法人玉川学園 
TEL : 042-739-8928　FAX : 042-739-8929 
http://www.tamagawa.jp

玉川学園1～12年生（小学部・中学部・高
等部）が一堂に会し実践発表する音楽祭 

国 
7.3（土） 

7.11（日） 

7.12（月） 

光計測シンポジウム 
参加対象：一般公開　来場者数：500人 
無料 

日本光学測定機工業会 
TEL : 03-3435-8083　FAX : 03-3435-8083

光計測についてその方法と応用 

ア 

 
6.9（水） 

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

6



パシフィコ横浜で開催された催物をご紹介します。 

close up event

参加対象：関係者のみ　来場者数：700人　有料 

財団法人日本学会事務センターOECC/COIN2004事務局 
TEL : 03-5814-5800　FAX : 03-5814-5823 
http://edpex104.bcasj.or.jp/oecc-coin/

学術会議 

会 

第9回 光エレクトロニクス･光通信国際会議 
第3回 光インターネット国際会議 

7.12（月） 
 
～7.16（金） 

第12回 国際熱傷学会 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：2,000人 
有料 詳細はHPをご参照下さい 

株式会社コングレ 
TEL : 03-5216-5551　FAX : 03-5216-5552 
http://www.congre.co.jp/isbi2004

世界の熱傷研究専門家と熱傷医療従事
者が一堂に会し、世界的レベルでの熱傷
の予防施策と治療法の増進を図る 会 

エキスパートナースフォーラム2004 
急変対応 実践のコツ  
参加対象：関係者のみ　来場者数：600人　有料 12,000円 

9.5（日） 
照林社講演会事務局 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 

ナースを対象とした学術セミナー 

会 

第40回 日本眼光学学会・ 
第19回 眼科ME学会合同学会総会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　有料  
 

9.11（土） 
 
～9.12（日） 

北里大学医学部 眼科学教室 
TEL : 042-778-9012　FAX : 042-778-9920 
http://ganko.jtbcom.co.jp

眼科の学会 

会 

エキスパートナースフォーラム2004  
エビデンスに基づく安全医療の実践 
参加対象：関係者のみ　来場者数：900人　有料 13,000円 

9.20（月） 
照林社講演会事務局 
TEL : 03-5689-7377　FAX : 03-5689-7577 
 
 

ナースを対象とした学術セミナー 

会 

第22回 神整商･神整振フェスティバル 
参加対象：関係者及び一部一般公開　来場者数：2,000人　 
無料 

9.19（日） 
神奈川県自動車整備商工組合 
TEL : 045-933-7901　FAX : 045-932-8660

組合員及び家族等を対象としたイベント 

展 

第13回 日本集中治療医学会関東甲信越地方会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：500人　 
有料 

 
8.28（土） 

横浜市立大学医学部付属病院 集中治療部 
TEL : 045-787-2800　FAX : 045-787-2916 
http://icu2004.umin.jp/d

ICU関連領域のテーマについて、シンポジ
ウム・講演・研究発表等 

会 
第24回 国際航空科学会議横浜大会（ICAS2004） 
参加対象：参加登録を行った方　来場者数：1,800人 
有料 62,000円他 詳細はHPをご参照下さい 

8.29（日） 
 
～9.2（木） 

第24回 国際航空科学会議組織委員会事務局 
TEL : 03-3519-4808　FAX : 03-3519-9998 
http://www.jsass.or.jp/icas

航空科学に関する国際会議 

会 
制御と信号処理における適応・学習に関する国際ワークショップ 
および周期制御システムに関する国際ワークショップ 
参加対象：関係者のみ（当日の一般参加も可）  来場者数：300人　有料 45,000円 

8.30（月） 
 
～9.1（水） 

慶應義塾大学　理工学部 
TEL : 045-563-1141　FAX : 045-566-1720 
http://www.ifac04.sd.keio.ac.jp/

特別講演（4名）と一般講演・招待講演か
らなる 

会 

かながわ就職面接会 
参加対象：一般公開　来場者数：2,500人 
無料　 

9.7（火） 
神奈川県労働局職業安定部職業安定課 
TEL : 045-650-2646　FAX : 045-650-2804

企業と新規大学等卒業予定者との合同
就職面接会 

展 

私学・私塾フェア2004 
「神奈川･東京私立中高進学相談会」 
参加対象：一般公開　来場者数：8,000人　無料 

社団法人かながわ民間教育協会 東京連絡事務所 
TEL : 03-3431-6636　FAX : 03-3431-6638 
http://www.kmkk.or.jp

神奈川・東京私立中高と受験生との個別
相談会 

会 

第7回 治験の国際化シンポジウム 
参加対象：関係者のみ　来場者数：800人 
有料 16,000円（予定） 

9.4（土） 
第7回治験の国際化シンポジウム参加受付係（株式会社メディカル東友内） 
TEL : 046-220-1705　FAX : 046-220-1706 
http://www.mtz.co.jp/chiken

日欧米の治験の現況を対比させて欧米治
験関係者との討論を行う 

会 

主催者の都合により、記載内容が変更になる場合がございます。 

第32回 マルシン リフォームフェア 
参加対象：招待者のみ　来場者数：1,500人 
 

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

住宅資材の展即会 

展 

社団法人日本オーディオ協会 
TEL : 03-3546-1206　FAX : 03-3546-1207 
http://www.jas-audio.or.jp

音楽と映像のソフトとハードを中心に展示
とデモによって新技術・新製品を紹介する 

ア 展 

A＆Vフェスタ2004
参加対象：一般公開　来場者数：80,000人 
無料 
 

convention calendar
7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 

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 事前の開催告知を希望していない催物は掲載しておりません。 
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8.22（日） 
 
～8.26（木） 

9.22（水） 
 
～9.25（土） 

9.23（木） 

7.27（火） 
 
～7.30（金） 

社団法人日本下水道協会 
TEL : 03-5200-0811（代）　FAX : 03-5200-0839 
http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/

下水道に関する幅広い分野の最新技術の
展示・紹介。一般住民向けPＲゾーン有り 

会 

第6回 内燃機関燃焼の診断とモデリングに関する 
国際会議 
参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：300人　有料 50,000円 

8.3（火） 
 
～8.5（木） 

武蔵工業大学 
TEL : 03-3703-3111（内線3831）　FAX : 03-5707-1173

内燃機関の燃焼診断とモデリングに関す
る国際会議 

会 

第13回 国際生物発光・化学発光シンポジウム 
参加対象：関係者のみ、一部一般公開 事前申込要（最終日のみ一般公開（中 
高生向き、理科教育あり））　来場者数：280人　有料 35,000～50,000円 

8.2（月） 
 
～8.6（金） 

近畿日本ツーリスト株式会社　東京イベントコンベンション支店 
TEL : 03-3263-5581　FAX : 03-3263-5961 
http://www10.showa-u.ac.jp/̃ISBC/index.html

生物発光・科学発光に関する先端研究の
発表学会 

2004年 サマースクール横浜大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：1,800人 
有料 11,000円 

日本幼年教育研究会（株式会社メイト） 
TEL : 048-250-1577　FAX : 048-252-9861

保育士・幼稚園教諭のための実技研修会 

第19回 全日本私立幼稚園連合会関東地区 
教員研修神奈川大会 
参加対象：関係者のみ　来場者数：6,000人　有料 10,000円 

社団法人神奈川県私立幼稚園連合会 
TEL : 045-250-0102　FAX : 045-250-0103

関東地区の私立幼稚園の教員研修会 

会 国 

会 

ア 会 展 

8.9（月） 
 
～8.10（火） 

8.20（金） 
 
～8.21（土） 

JCサマーコンファレンス2004
参加対象：一般公開　来場者数：15,600人   
有料 9,000円　 

社団法人日本青年会議所 担当者：岩城浩眞（横浜JC） 
TEL : 045-671-7485　FAX : 045-671-7489

多様なつながりに生かされている社会ス
ローソサエティを体感する大会 

会 国 

7.24（土） 
 
～7.25（日） 

下水道展'04横浜 
参加対象：一般公開　来場者数：100,000人　 
無料  

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 
7.19（月） 

2004 神奈川全私学（中・高）展 
参加対象：一般公開　来場者数：25,000人 
無料 

神奈川チョキちゃんフェスティバル 2004 
第48回 関東甲信越理容競技大会 
参加対象：一般公開：事前申込要　来場者数：10,000人　無料 

神奈川県理容生活衛生同業組合 
TEL : 045-771-3422　FAX : 045-771-9339 
http://www.krk.or.jp

お客様に感謝「小林幸子ショー」・理容技
術競技 

会 国 
7.19（月） 

参加対象：一般公開 事前申込要　来場者数：350人 
有料 お問合せください 

社団法人日本能率協会 
TEL : 03-3434-1930　FAX : 03-3434-6447

各社の改善事例発表 

会 

Innovative Team's Conference 2004
7.14（水） 

開催日 催事名 内容 連絡先 

ア 

月 

9

月 

8

月 

7
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パシフィコ横浜でのコンサートにのぞむ意気込み 

みなとみらい線の開業で横浜がにぎやかになるのは、イイネ！ 
単独インタビュー クレイジーケンバンド 横山剣 氏 

パシフィコ横浜“ホッとチョコレート”クレイジーケンバンドショウ 
2004.2.7　国立大ホール 

パシフィコ横浜では、2月1日のみなとみらい線の開業を記念して“ホッとチョコレート”と題したスペシャル

イベントを開催しました。子どもから大人まで楽しめるバラエティに富んだイベントは大いに盛り上がりまし

た。皆さまご来場ありがとうございました。さて、イベントの幕開けを飾ったのは「クレイジーケンバンドショ

ウ」。本誌では、コンサート前日に横浜出身であるボーカルの横山剣さんにお会いし、発展していく横浜と

ザ・サウンド・オブ・ヨコハマと銘打たれるクレイジーケンバンド（CKB）の音楽についてお話を伺いました。 

インタビュー翌日、幅広い世代のCKBファンがパシフィコ横浜の会場を満たし熱気にあふれたコンサートになりました。 

みなとみらい線が開通したことについて 

横浜の活性化 横浜への郷土愛について 

3月3日に初のベストアルバムが出ました。まあ、今までのすべてがベス

トなので今日選んだらまた違う選曲になると思いますが（笑）。アルバム

でフォローできなかった曲は同日発売のDVDになっています。“動くCKB”

もぜひ見てください。東京公演の様子なのでちょっと緊張気味のCKB

もまたイイネ！ですよ。ファンクラブ「クレイジーケンバンド友の会」も発

足し、4月からはTVKテレビでベースの洞口信也がメインパーソナリティ

の「ハマトラ深夜族」も始まります。こちらもどうぞよろしく、です。（談） 

ＣＫＢ最新情報 

今回は、埠頭をステージに再現します。ええ、ドラム缶やワッチマン

の小屋などを置き、波止場をイメージして。僕も含めてCKBのメンバー

の半分以上が港湾関係で仕事をしていましたから、そこから生まれた

音楽ということで、ハマっぽさを演出します。港の景色というのは身

近過ぎて、灯台下暗しで（笑）今回が初めての試みです。これだけ

の広さを活かすためスクリーンも用意しています。映像とミックスする

のも初めてですね。入場料の倍は楽しんでもらえるコンサートをお見

せしますよ。 

 

明日もたくさんの方が、みなとみらい線に乗ってパシフィコ横浜にいらっ

しゃるんでしょうね。開通当日、僕もみなとみらいにいましたが、もうス

ゴイ盛り上がりで。街に大きな「熱」

があって、まさにイイネ！って感じで

した（笑）。ちょっとそこまでという

時には車より便利ですから、中華

街に事務所がある僕も乗る機会が

増えそうです。渋谷から元町・中

華街まで35分という近さになった

ので、東京の人にもどんどん来て

もらって横浜がさらに賑わって欲し

いですね。 

 

横浜は大好きな街です。そう、だから横浜市からごみ減量のキャンペー

ンソングの依頼があったときは、待ってましたって感じでした（笑）。街

中で「G30」の歌が流れてるなんて嬉しいじゃないですか。横浜のた

めなら何でもやる、奇麗事ぬきで郷土愛があります。誤解を怖れずに

言えば、かなりダサイことも平気です。ダサイことも格好良くやればい

いんだから、ね。アメリカのフィラデルフィアでもそうですが、地元の

音楽を育てて活性化していく、街おこしのような動きがある。日本にも

そういうのがあっていいなと思いますね。20歳になる前の2年ほど東

京に“浮気”した僕も、横浜を客観的に見て「東京よりこっちだ」と帰っ

てきた。今また仕事で東京に行くことも多くなりましたが、やっぱりベー

スは横浜。オフもたいてい本牧辺りで遊んでますしね。独自の文化、

風土、ファッションなどを育んできた横浜を感じながら、ザ・サウンド・

オブ・ヨコハマを表現していきたいですね。 

 



ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 
中国料理レストラン　　がリニューアル！　 

4月1日からの消費税総額表示方式の導入に伴い、料金表を消費税込の

料金に改訂いたしました。 

また、国立大ホール　マリンロビーの市民利用料金ならびにアネックスホー

ル単独利用料金の改訂をいたしました。詳しくはホームページの料金表

にてご確認ください。 
●ホームページ　http://www.pacifico.co.jp

料金表改訂 

かりゅう 

福祉の総合見本市「アクティブひゅーまんライフ2004」が、今年も7

月1日（木）から3日（土）にかけて展示ホールを中心に大々的に開催

されます。 

主催のアクティブひゅーまんライフ組織委員会（構成：社会福祉法人

横浜市リハビリテーション事業団・社団法人かながわ福祉サービス

振興会・パシフィコ横浜の3団体）は、初めての開催で8,000名の来

場者を集め大成功を納めた昨年の「アクティブひゅーまんライフ2003」

をベースに、「出展企業の拡大」・「セミナーの充実と情報の増大」・

「7つのテーマ設定によるゾーニング」・「同時開催・併催イベント（学

会等）との連携強化」等、更なる内容の拡充を図り、福祉業界関係

者はもとより一般の来場者にも分かり易く・役に立つトレード＆パブリッ

クショーとして、独創的な福祉関連コンベンションの創造に意欲的に

取り組んでいます。 

2回目となる今年は「福祉を支える技術とサービス、あなたが選ぶ く

らし・いきかた」をメインテーマに、トレードショーとしての充実を図る

「AHLエキスポ」と、体験型パブリックショーとして最新の技術を紹

介する「YOTEC」が、更なる融合を果たし、多岐にわたる「くらし・い

きかた」を提案します。 

「アクティブひゅーまんライフ 2004」の概要 
●日　時 2004年7月1日（木）～3日（土）10：00～17：00 
●会　場 パシフィコ横浜　展示ホール・アネックスホール 
●入場料 無料 
●ホームページ　http://www.pacifico.co.jp 

パシフィコ横浜。最新情報！ 
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【みなとみらい線】みなとみらい駅から徒歩3分 
【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】みなとみらい公共駐車場　1,200台（普通車）　24時間利用可 
平日8時～23時　最大1,300円 
※上記時間帯以外及び土・日・祝日は260円／30分 

横浜ワールドポーターズ 

〒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） 

2004年4月1日発刊（季刊・年4回） 

表紙：クレイジーケンバンドショウ 

新しい「　　」は、木のぬ

くもりを感じさせるダーク

ブラウンとガラスの透明

感で演出される、チャイニー

ズレストランです。 

店内は、7つの個室と2つ

のブース、約60席のフロ

アからなる、3つのゾーンで構成されます。プライベート感覚を重

視した個室やブースは、ご商談から大切な方とのお食事まで、様々

な場面でご活用いただけます。またフロア席からはベイブリッジ

や横浜港を一望すると同時に、横浜市街の夜景をご覧いただく

こともできます。お料理は、フカヒレや北京ダックなどの伝統的

料理の継承は残しつつ、洋の東西にとらわれない自由な発想を

とりいれた新しいメニューの数々をご提供いたします。ドリンク

類も、伝統的な中国飲料はもとより、世界のワインコレクション、

さらに数々の中国茶コレクションをご用意するなど、より充実さ

せました。 

シックでモダンな新空間で、進化し続ける新しいテイストの中国

料理を、ぜひお試しください。 

かりゅう 

［アクティブひゅーまんライフ2003開会式と会場風景］ 

●場　　所 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル31階 
 中国料理「　　」 
●営業時間 ランチ/11時30分～14時30分（土・日・祝は、～16時30分）
　 ディナー/17時30分～21時30分 
●席　　数 全130席（個室×7、ブース×2、フロア×64席） 
●お問い合せ先TEL：045-223-2677（中国料理「　　」直通） 
●ホームページ  http://www.interconti.co.jp/yokohama/index.html

かりゅう 

かりゅう 




