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［パシフィコ横浜 広報誌］
  コンベンションニュース

小さな切手が
世界をつなぐ
日本国際切手展2011
2011夏～秋、ピックアップイベント

イベントカレンダー 7～10月

10年ぶりの日本開催！

国際QCサークル大会、
JAPAN DANCE DELIGHT VOL.18FINALほか

見逃せないイベントが盛りだくさん

Pick up

Calendar

特集

［パシフィコモバイル］
イベント情報ほか、施設マップやレストラン
情報などを携帯から閲覧できます！

http://www.pacifico.co.jp/m/
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来場者、参加者10万人規模！ 世界最高レベルを誇る切手コレクショ
ンのコンクール「国際切手展」が10年ぶりに日本へ上陸します。毎
年、世界各地で開催されるこのイベントには、国際郵趣連盟（FIP）に
加盟する65の国と地域から秘蔵のコレクションが集結。開催地は世
界的な国際都市が多く、これまで日本では東京開催のみでしたが、
今回、初めて横浜に上陸します。出展されるのは、国際文化遺産クラ
スの切手から、明治期の手彫り切手、珍品のエラー切手などの貴重
な品々。切手を見て、知って、楽しめる、10年に一度のチャンスです。

世界のマンガ・アニメ切手
世界の珍しい切手
その他のカテゴリ別切手

　国際規定の厳格な出品資格をクリアした、
　世界最高レベルのコレクションが集結

　各国で発行された切手コレクションから、
　発行順や額面別にまとめたコレクションが集結

　明治、大正、昭和、時代によって異なる郵便料金や
　郵便ルート、郵便消印などを中心に研究した作品を展示

　はがき、速達、書留などに限定して、
　体系的にまとめた作品を展示

　航空関係の郵趣材料を収集した作品を展示

　あるテーマに関連する郵趣マテリアル（切手、消印、
　はがきなど）でストーリー化した作品を展示

他にも21歳以下の出品者が集う「ユース」、郵趣に関する雑誌、カタログ
などが集まる「文献」なども充実しています。
※展示内容は変更となる可能性がございますので予めご了承下さい

※世界の珍しい切手画像は、切手の博物館よりご提供

参加対象

切手・手紙コレクション

郵便局体験ブース
絵封筒の紹介展示・風景印コーナー
外国郵政ブース、ディーラーズブース（国内切手商・海外切手商）

1．FIPチャンピオンシップクラス

2．伝統郵便

3．郵便史

4．ステーショナリー

5．航空郵趣

6．テーマティク

●その他の展示ゾーン

●世界の切手大集合 ●オフィシャルサポーター

●オリジナルフレーム
　切手作成

お問い
合わせ

公益財団法人日本郵趣協会
TEL：03-5951-3311※受付時間10：00〜17：00（日・月・祝を除く）

http://www.phi lanippon. jp/

65の国と地域から、秘蔵コレクションが集結
世界最大級の切手展が10年ぶりの日本上陸

切手を通して、世界を旅しよう。
「日本国際切手展 2011 〜小さな切手が世界をつなぐ〜」開催

PHILANIPPON 2011

開　催：2011.7.28（木）〜8.2（火）
　　　 10：00〜18：00（最終日のみ15：00終了）
入場料：中学生以下無料、高校生以上1日券500円、
通し券（6日間）1,000円
全国のローソンで特典付前売り券販売中　　Lコード：34340
当日券は会場入り口チケット売り場で販売
※会場のチケット売り場で、障がい者手帳をご提示の方および同伴者1名様まで無料

日本国際切手展2011
PHILANIPPON 2011

今
年
の

見
ど
こ
ろ

注
目
の

展
示
内
容

源氏物語にも登場！？ 実は、大きさも1枚の切手としては最大
世界最初の料理切手は“みやびなお餅” 日本一有名な切手「見返り美人」

世界各地で作成され、人気も高い料理をモチーフ
に描いた切手。実は、世界で最初に登場したのは日
本の“お餅”でした。描かれたのは、はるか昔、とあ
る妃の歳の数だけ作ったとされる「三

み か よ も ち

日夜餅」。結
婚式から3日目に新郎新婦がそろって食べる祝い
の儀式に欠かせないお餅で、あの「源氏物語」にも
登場しています。銀の器に盛られ、白木の台に置か
れた姿がみやびですね。

切手ブームの先駆けであり、“日本一有名な切手”といっても
過言ではない「見返り美人」。実は、日本切手を1枚の大きさで
比べたとき、もっともサイズの大きな切手のひとつです。それま
での日本切手にはなかったほどの大きさで、誕生秘話には“あ
る印紙”が関係していました。その印紙とは、前年に発行され
た「取

と り ひ き だ か ぜ い い ん し

引高税印紙」。この印紙の“カタ”を流用して生まれたこ
とで、「見返り美人」は堂 た々る迫力になったんですね。

展示ホール

「大正婚儀記念」
明治33年5月発行

切手趣味週間記念「見返り美人」　昭和23年11月発行

世界の
人気マンガ・
アニメ切手、
珍しい切手も
大集合！

7月28日に
日本国際切手展2011
記念切手第2弾発行！

お楽しみに！

磁石でくっつく切手

日本国際切手展2011記念切手

スワロフスキーの切手
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CEDEC2011は、現場の開発者など約5,000名が参加して
200の講演が行われる、ゲームを中心とするコンピュータエン
ターテインメント開発者に向けたカンファレンス。昨年、好評だっ
た「ショートセッション」のほか、参加者と発表者の議論を主眼と
した「ポスター発表」は「インタラクティブセッション」として更に
強化。また参加型の「CEDEC CHALLENGE」では、新し
い企画も導入するなど、さらに内容が充実しています。

日本のヨガを牽引し、ヨガ文化の向上を目的に開催され
る国内最大級のヨガイベント。トップクラスの指導者による
レッスン以外にも、さまざまな企業やメーカーの最新のヨガ
グッズ、ウェアなどの展示会も開催されます。今回は、東日
本大震災の復興支援を目的に「＋YOGA」と題し、無料
レッスンも多数開催。これからヨガを始めたいビギナーから
ヨガマスターまで、幅広いヨガにふれられる3日間です。

今年で13回目の開催となる「CEDEC 2011」
昨年は、約4,600名の開発者が3日間に渡り議論を交わしました

会場ではヨガレッスンのほか、チャリティーオークション、ダンサーによる
パフォーマンス、ミュージシャンによるライブなど内容盛りだくさん

参加対象

参加対象

お問い
合わせ

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会
TEL：03-3591-9151
http://cedec.cesa.or . jp

お問い
合わせ

ヨガフェスタ事務局
TEL：03-5771-2328
http://www.yogafest . jp/

コンピュータエンターテインメント
開発者を対象とした
国内最大級の技術情報カンファレンス

今年で8回目を迎える、
日本最大級のヨガの祭典

切手を通して、世界を旅しよう。
「日本国際切手展 2011 〜小さな切手が世界をつなぐ〜」開催

CEDEC 2011
（コンピュータ エンターテインメント デベロッパーズ カンファレンス2011）

ヨガフェスタ横浜2011

Computer Entertainment Developers Conference

Yoga Fest YOKOHAMA 2011

開　催：2011.9.6（火）〜9.8（木）
　　　  9:45〜19:00
入場料：当日一般1,500円〜

開　催：2011.9.23（金・祝）〜9.25（日）
23日10:00〜18:00、24日9:00〜18:00、
25日9:00〜15:00
1レッスン3,000円〜／1Fショーケース会場は無料

CEDEC 2011

ヨガフェスタ横浜2011

展示ホール アネックスホール

7月28日に
日本国際切手展2011
記念切手第2弾発行！

お楽しみに！

会議センター



Pickup Events
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ネオロマンスシリーズの豪華キャストが登場。
1年半ぶりの「ネオロマンス・フェスタ」を開催！

日本一の歴史と実績を持つ
世界最大のストリートダンスコンテスト

少女まんが誌が贈る日本最大の女の子イベント

世界各国の医師、研究者が
外科医療の最新の知見を発表、討論

「ネオロマンス・フェスタ」は、乙女ゲーム・ブランドの「ネオロマンス」ゲー
ムを題材としたバラエティイベント。今回は「アンジェリーク」シリーズ、「遙
かなる時空の中で5」、「金色のコ
ルダ」シリーズの声優陣を迎え、来
場者とステージが一緒に盛り上が
れる企画をご用意しています。もち
ろん、楽しいライヴやトークも盛り
だくさん！ 会場1Fロビーには、グッ
ズ類が購入できる「ネオロマンス・
マーケット」も設置されます。

日本のストリートダンスシーンを牽引してきた、ストリートダンサー憧れの大
会。2006年にはパリ大会、2008年にはニューヨーク、タイペイ、ベルリ
ン大会、そして、2009年にはソウル、
2010年には上海、シンガポール大会
が開催され、ますます国際大会とし
て発展。いまや「日本一のストリートダ
ンスチームを決めるコンテスト」から、
日本発「世界最大のストリートダンス
コンテスト」へと変貌しています。

小学館の人気誌「ちゃお」「少女コミック」「ぷっちぐみ」が共同開催す
る夏の一大イベント。原画の展示をはじめ、漫画家の先生たちがイベント
のために描きおろした色紙の展示があるなど、見逃せません。また各日、

先着3 , 0 0 0名様におみや
げプレゼント、ナゾトキ㊙イ
ベント開催、最新ホビーなど
のメーカーブース、オリジナ
ルグッズの販売など内容も
充実しているので、家族み
んなで是非ご参加下さい。

100年以上の歴史を誇る、外科系最古の
国際的学術会議です。日本では1 9 7 7年
の京都開催以来、3 4年ぶりの開催。今
年は“Exp l o r i n g  t h e  Fu t u r e  o f 
Surgery”をテーマに、世界トップレベルの
研究者や医師が一堂に会し、外科学の最新
の研究成果について討論や発表を行いま

す。今後の外科治療のますますの発展と外科医療を担う人材の育成を目
的に、世界レベルでの外科技術の標準化を目指したイベントです。

ネオロマンス・フェスタ１２

JAPAN DANCE DELIGHT VOL.18FINAL
All Japan Street Dance Contest

ちゃおサマーフェスティバル
2011

第44回万国外科学会／
ISW2011

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

イベント事務局　TEL：045-561-6896
※開設期間は6月20日（月）〜7月22日（金）
　土日祝を除く平日10:00〜17:00
http://www.gamecity.ne.jp/media/event/2011/festa12/

KMミュージック
TEL：045-201-9999
http://www.dancedel ight .net/2009/index.html

ちゃおサマーフェスティバル事務局
TEL：03-5211-3760

（月〜金 11:00〜18:00、土日祝日を除く）
http://www.shogakukan.co.jp/pr/summerfes/

事務局：日本コンベンションサービス株式会社
e-mail：isw2011@convention.co. jp
http://www.isw2011.org/

7/23（土）~7/24（日）

8/28（日）

8/20（土）~8/21（日）

8/28（日）~9/1（木）
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毎年恒例のSeventeen夏の学園祭が
今年はパシフィコ横浜で開催決定！

マルイが主催する
4日間限りのお買得なバザール

国内外のレーザ、フォトニクス、
光デバイス製品が一堂に会する！

国内30件、海外155件の改善事例を
聴講できる国際QCサークル大会

※写真は去年のイベント時のものです

Seventeenを購入、応募してくれた方の中から抽選で1,500組3,000
名を招待する夏の恒例イベント。今年はM Cに楽しんごさんを迎え、
Seventeenモデルも全員集合！ ミスセブンティーン2011が発表される
ほか、STイケメンモデルやD☆DATE
なども参加予定で、STモデル＆STメ
ンズモデルによる人気ブランドファッション
ショーも開催されます。ほかにも、STモ
デル撮影コーナーやイケメンゲームコー
ナーなど、内容盛りだくさんです。

レディース、メンズのブランドファッションから、シューズ、バッグ、コスメ、イン
テリア雑貨、スポーツ、ジュエリー・アクセサリー、時計まで。さまざまなアイ
テムをお買得価格で手に入
れるチャンス！ 100以上の
人気ブランドや、着心地・機
能性・快適性にこだわった
アイテム、そして日替わりの
お買得グッズなど、豊富な
品揃えの中から、まるで宝探
しのように楽しめるイベント
です。

多くの業界研究者やエンジニアなどが、活
発な意見交換をする場として注目を集める光産業の国際技術展示会
です。イメージングの進展に貢献するバイオ・医療分野の「BioOp t o 
Japan」、グリーン技術として照明やテレビのバックライト用途を中心に成
長著しい高輝度LEDにフォーカスした「LEDジャパン」、本年は新たに、
先端レーザ加工に焦点を当てた「LaserTech」が同時開催され、さらな
る注目を集めています。

1978年に東京で第一回の大会が開催された、QCサークル活動（小集
団改善活動）の国際大会です。アジアを中心に13ヵ国のコーディネータ団
体が、毎年持ち回りで大会を主催し、今までに33回の開催を数えます。日

本では2003年以来8年ぶり、今回で7回目
の開催。日本だけでなく、海外（特にアジア）
の改善事例を聴講することができ、広く海外
での事例を見聞きすることで、自組織の改善
活動に新たな気づきを得られる大会です。

Seventeen
夏の学園祭2011

InterOpto2011／LEDジャパン2011／
BioOptoJapan 2011／LaserTech2011

第11回秋のマルイビッグバザール
in パシフィコ横浜

国際QCサークル大会
（ICQCC2011-Yokohama）

お問い
合わせ

お問い
合わせ

お問い
合わせ

株式会社集英社
http://www.s-woman.net/st/

事務局：株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL：03-3219-3643
InterOpto2011：http://www.optojapan. jp/interopto/
LEDジャパン2011：http://www.led-japan.com/

BioOptoJapan2011：http://www.optojapan. jp/bio/
LaserTech2011：http://www.optojapan. jp/lasertech/

エポス　カスタマーセンター
TEL：03-3383-0101

（受付：9:30〜20:00）

財団法人日本科学技術連盟
TEL：03-5378-9815　FAX：03-5378-9843
e-mail：juseqccd@juse.or . jp
http://www.juse.or . jp/qc/83/

お問い
合わせ

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みでも可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

8/30（火）　

9/28（水）~9/30（金）

9/8（木）~9/11（日）

9/11（日）~9/13（火）

※QCサークル活動とは、企業・組織の職場第一線の方 が々小グループを形成し、さまざまな改善を行う活動です
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1（金）・2（土）

8（金）・9（土）

3（日）

9（土）

13（水）・14（木）

2（土）

9（土）・10（日）

5（火）・6（水）

11（月）〜13（水）

10（日）

6（水）・7（木）

14（木）

第37回日本骨折治療学会学術集会

平成23年度神奈川県立高等学校
PTA連合会･研修大会

第9回横浜市介護老人保健施設研究大会

平成23年度　関東甲信越静地区
衛生主管部（局）長・医師会長合同協議会

第38回日本トキシコロジー学会学術年会

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2011

Koda Kumi Live Tour 2011 〜Dejavu〜

TRC  ポスターセッション　2011

計装技術講習会

第13回日本女性骨盤底医学会

2011　MACウェルディングフェア in 関東

ソン・シギョン 2011 CONCERT 
in JAPAN SPECIAL 〜はじまりのうた〜

5（火） 第10回 かながわ高齢者福祉研究大会

7/10

事務局：株式会社アサツーディ・ケイ 
TEL:03-3547-2533　
http://www.2011jsfr. jp/

医療法人社団裕正会　介護老人保健施設　
ウェルケア新吉田　
TEL:045-590-3855 
http://www.rouken-yokohama.com/ 

神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL:045-432-5889

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会　
福祉サービス推進部　社会福祉施設・団体担当 
TEL:045-311-1424 
http://www.kanagawafukushitaikai.jp/index.html

事務局：日本イージェイケイ株式会社 
TEL:03-6459-0444　
http://www.wt-park.com/

社団法人日本計装工業会 
TEL:03-3580-8921
http://www.keiso.or.jp/  

マツモト産業株式会社 
TEL:03-5781-1975　

神奈川県保健福祉局 
TEL:045-210-4624

事務局：株式会社コンベンションアカデミア
TEL:03-5805-5261　
http://www.coac.co.jp/13jfpfm/

サンライズプロモーション東京  
TEL:0570-00-3337 
http://sungsikyung.jp/pc/index.shtml

第一三共株式会社　安全性研究所  
TEL:0538-42-4356（内線2500）  
http://www.ipec-pub.co.jp/tox2011/

キョードー東京　
TEL:0570-064-708 
http://kyodotokyo.com/ 

株式会社東レリサーチセンター 
TEL:03-3245-5666　
http://www.toray-research.co.jp/

有料

無料

有料
（事前振込み）

当日1,000円
（事前申込みで

入場無料）

17,000円

5,000円

―

有料

全席指定 
8,500円

14,000円
（公開講座は

無料）

7,800円

無料

―

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

月
7
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24（日）

28（木）〜8/2（火）

23（土）・24（日）

31（日）

16（土）・17（日）

26（火）・27（水）

22（金）・23（土）

30（土）

23（土）・24（日）

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2011 
〜福祉を支える人とテクノロジーの総合展〜

第3回　持続可能なアジア太平洋に関する
国際フォーラム（ISAP2011）

日本国際切手展2011

第29回全国郵趣大会＆第27回関東会員大会

全国国公立・有名私大相談会 2011  in横浜

第7回日本先天代謝異常学会セミナー

学研ナーシングセミナー
「グループワークで体験して理解する  チームSTEPPS」

ネオロマンス･フェスタ12

18（月・祝）

21（木）〜23（土）

16（土）・17（日）
がんばろう NIPPON  
サマーコンファレンス2011

第9回日本臨床腫瘍学会学術集会

第12回 2011神奈川全私学（中・高）展

Pickup!
P.2

Pickup!
P.4

マタニティ＆ベビーフェスタ2011

7/24 

一般社団法人日本マタニティフィットネス協会
TEL:03-3725-0071　
http://www.j-m-f-a.jp/mbf/ 

公益社団法人日本青年会議所/
サマーコンファレンス2011事務局　
TEL:03-3234-5601  
http://www.jaycee.or.jp/samacon/ 

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://www.phsk.or.jp/

学術集会準備室：日本コンベンションサービス株式会社
TEL:03-3508-1214　
http://www2.convention.co.jp/9jsmo/

横浜市総合リハビリテーションセンター 
TEL:045-473-0666 　
http://www.yotec.jp/ 

日本先天代謝異常学会 
TEL:058-230-7605 
http://www.jsimd-seminar.jp/

イベント事務局　TEL:045-561-6896 
（開設期間は6月20日（月）〜7月22日（金）、
土日祝を除く平日10:00〜17:00）
http://www.gamecity.ne.jp/media/event/2011/festa12/

株式会社学研メディカル秀潤社  セミナー事務局
TEL:03-6431-1238　
http://gakken-mesh.jp/seminar/

財団法人地球環境戦略研究機関 
TEL:046-855-3720 
http://www.iges.or.jp  

公益財団法人日本郵趣協会  
TEL:03-5951-3311
http://www.philanippon.jp/ 

公益財団法人日本郵趣協会 
TEL:03-5951-3311 
http://yushu.or.jp/

株式会社大学通信 
TEL:03-3291-3701
http://www.52school.com/entry/

無料

無料

無料

無料

20,000円

SS席7,800円
S席5,800円
A席3,800円

12,600円

ー

中学生以下無料、
高校生以上

1日券500円、 
通し券（6日間）

1,000円

有料

無料

医師（会員）15,000円
医師（非会員）25,000円
コメディカル（会員）8,000円

コメディカル（非会員）
10,000円

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みでも可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

月
7
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13（土）・14（日）
ソーゴー東京  
TEL:03-3405-9999 
http://www.sogotokyo.com/

3（土）
「保険流通維新の志士たちが語る未来戦略」
〜驚異の成長を続ける乗合代理店〜

一般社団法人保険代理店協議会 
TEL:03-5464-2438 
http://www.hodaikyo.org/

セミナー
9,000円
懇親会

7,000円

5（金）〜7（日） 第5回 相模原臨床アレルギーセミナー
独立行政法人国立病院機構相模原病院 
臨床研究センター　FAX:042-742-7990
http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi/

40,000円

6（土） 公開第10回かながわ乳がん市民フォーラム
かながわ乳がん市民フォーラム事務局
TEL:0120-006-344 
http://www.kbcts.gr.jp/

無料

7（日）
戸松遥 first live tour 2011

「オレンジ☆ロード in Yokohama」
ソーゴー東京  
TEL:03-3405-9999 
http://www.sogotokyo.com/

全席指定 
6,500円

7（日）・8（月）

3（水）・4（木）

第37回一般社団法人
日本看護研究学会学術集会 有料

2（火） ジャストカット 2011
株式会社きくや美粧堂
TEL:03-3496-6755 
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp 

有料

20（土）・21（日） ちゃおサマーフェスティバル2011 Pickup!
P.4 無料

28（日）
JAPAN DANCE DELIGHT VOL.18FINAL　
All Japan Street Dance Contest

KMミュージック 
TEL:045-201-9999 
http://www.dancedelight.net/2009/index.html

Pickup!
P.4

前売5,500円 
当日6,000円

28（日）〜9/1（木） 第44回万国外科学会／ISW2011
事務局：日本コンベンションサービス株式会社
e-mail: isw2011@convention.co.jp
http://www.isw2011.org/

Pickup!
P.4

有料

30（火） Seventeen　夏の学園祭2011 株式会社集英社
http://www.s-woman.net/st/

Pickup!
P.5 ー

3（土）・4（日） 第17回日本HDF研究会学術集会・総会
株式会社日本旅行　
公務法人営業部・コンベンション営業部
https://apollon.nta.co.jp/hdf2011/ 

有料

3（土）・4（日） ファミリーライフフェア 2011 ファミリーライフフェア実行委員会
http://www.familylife-fair. jp/ 無料

第75回 日本循環器学会総会・学術集会
運営準備室：株式会社コングレ
TEL:03-5215-6956
http://www.congre.co.jp/jcs2011/

※詳しくはWebを
ご覧ください

ちゃおサマーフェスティバル事務局
TEL:03-5211-3760

（月〜金 11：00〜18：00、土日祝日を除く） 
http://www.shogakukan.co.jp/pr/summerfes/

第37回一般社団法人  
日本看護研究学会学術集会事務局
http://jsnr37.umin.jp/

THE 3RD PLANET Presents TBSラジオ「高見沢俊彦のロックばん」SPECIAL

Takamiy Legend of Fantasia 2011 黄金龍王

全席指定 
6,800円

学割
5,800円

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

月
8

月
9
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6（火）〜8（木）

3（土）・4（日）

6（火）・7（水）

8（木）〜11（日）

9（金）・10（土）

11（日）〜13（火）

7（水）・8（木）

18（日）

10（土）

10（土）・11（日）

14（水）〜17（土）

10（土）

7（水）

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)

第11回秋のマルイビッグバザール 
in パシフィコ横浜

CEDEC 2011
（コンピュータエンターテインメント
デベロッパーズカンファレンス2011）

国際QCサークル大会 
（ICQCC2011-Yokohama）

第29回 神整商･神整振フェスティバル／
23年度自動車整備技能コンクール

Pickup!
P.5

Pickup!
P.5

Pickup!
P.3

UIゼンセン同盟　第10回定期大会

にんげんクラブ全国大会

第34回日本神経科学大会
　　　　　　　　

第16回日本脳腫瘍の外科学会

第25回日本臨床細胞学会関東連合学術集会

第6回Neo Forum (首都圏新生児フォーラム)

第18回 改善実践リーダー集会

恩師久保角太郎先生生誕120年記念祭

会員
10,000円
非会員

15,000円

一日券一般（前売）
8,000円

両日券一般（前売）
13,000円

聴講参加 39,900円
当日参加 47,250円
フェアウェルパーティー

10,500円

事前登録 
会員13,000円

非会員17,000円

無料

無料

当日一般
1,500円〜

無料

無料

有料

3,000円

3,000円

無料

ITRI日本センター 
TEL:03-6402-2567

株式会社インタースタイル 
TEL:03-5840-8044 
http://www.interstyle.jp/

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 
TEL:03-3591-9151 
http://cedec.cesa.or.jp

株式会社ペック 
TEL:058-397-2531 

UIゼンセン同盟
（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟）
TEL:03-3288-3549 

エポス　カスタマーセンター 
TEL:03-3383-0101（9:30〜20:00）

第16回日本脳腫瘍の外科学会事務局
TEL:042-778-9334 
http://square.umin.ac.jp/bts2011/

アボットジャパン株式会社 病院製品部 関東エリア
TEL:045-290-7099 

学校法人聖マリアンナ医科大学 
TEL:044-977-8111 
http://www.marianna-u.ac.jp/jscc-kr25/HOME.html

にんげんクラブ大会事務局 
TEL:03-5796-2710 
http://www.ningenclub.jp/nct/

財団法人日本科学技術連盟 
TEL:03-5378-9815 
http://www.juse.or.jp/qc/83/

大会事務局：
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
TEL:022-722-1311 
http://www.neuroscience2011.jp/ 

神奈川県自動車整備商工組合 
TEL:045-933-7901 
社団法人神奈川県自動車整備振興会 
TEL:045-934-2311

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みでも可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

月
9
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全国建設労働組合総連合　
第27回全国青年技能競技大会

第12回日本認知症ケア学会大会

InterOpto2011／LEDジャパン2011／
BioOptoJapan 2011／LaserTech2011

ヨガフェスタ横浜2011

バイオジャパン2011

第28回法人会全国大会　神奈川大会

大学進学フェスタ2011　in Yokohama

日本臨床検査自動化学会第43回大会
及び展示会

私学・私塾フェア2011　
神奈川・東京私立中高進学相談会

「TOTO」 イン・コンサート 2011

2011日本IE協会年次大会

モンベルクラブ・フレンドフェア

社団法人日本脳神経外科学会　
第70回学術総会

Pickup!
P.3

Pickup!
P.5

1（土）・2（日）

28（水）〜30（金）

29（木）

10（月・祝）

5（水）

6（木）

5（水）〜7（金）

12（水）〜14（金）

6（木）〜8（土）

23（金・祝）〜25（日）

24（土）・25（日）

20（火）

25（日）

日本認知症ケア学会事務センター 
TEL:03-5206-7431 
http://www.chihoucare.org/

事務局：株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL:03-3219-3643
※詳しくはホームページをご参照ください

社団法人かながわ民間教育協会　
横浜地区実行委員会事務局 
TEL:045-364-3319 
http://www.kmkk.or.jp/

全国建設労働組合総連合 
TEL:03-3200-6221 

ヨガフェスタ事務局 
TEL:03-5771-2328 
http://www.yogafest.jp/

CG高等館東進衛星予備校／
神奈川新聞社 
TEL:045-840-1714

ウドー音楽事務所  
TEL:03-3402-5999 
http://www.udo.co.jp/

株式会社モンベル　モンベルクラブ事務局
TEL:0088-22-0031、06-6536-5740　

（平日10:00〜17:30、土10:00〜15:00、日祝休） 
http://club.montbell. jp/

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/

日経BP社 
TEL:03-6811-8081 
http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan/

神奈川県法人会連合会 
TEL:045-201-2175 

日本臨床検査自動化振興会 展示事務局
TEL:03-3818-3205
http://www.jscla.com/meeting.html

事務局：株式会社コングレ 
TEL:03-5216-5318 
http://www.jns2011.jp/

無料

1レッスン
3,000円〜、

1Fショーケース
会場は無料

当日10,000円
（会員、事前のみ

8,000円）

全席指定 
S席9,000円
A席8,000円

会員及び同伴者は
無料、一般来場者は
モンベルクラブへの

入会が必要
（年会費1,500円）

24,000円

1,000円
（事前登録者は

無料）

6,000円

8,000円

無料

20,000円

2,000円
（事前登録者は

無料）

無料

Convention Calendar
開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者

参加方法 料金（税込）

月
9

月
10
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第一線監督者の集い：全国大会 事務局
TEL:03-3434-1930 
http://www.jma.or.jp/cpf/event/

販促・店舗装飾EXPO 実行委員会 
TEL:0120-73-1821 
http://www.spexpo.jp/yokohama/

運営準備室：日本コンベンションサービス株式会社
TEL:03-3508-1214 
http://www2.convention.co.jp/ejua76/

株式会社照林社 
TEL:03-5689-7377 
http://www.shorinsha.co.jp/seminar/

神奈川県商工労働局 労働部 産業人材課
TEL:045-210-5720 

日経BP社
http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/

日経BP社
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/
http://expo.nikkeibp.co.jp/leds/

Noodle WORLD 実行委員会 
TEL:0120-73-1821 
http://www.noodleworld.jp/

店舗環境改善展 実行委員会 
TEL:0120-73-1821 
http://storeinnovation-expo.jp/

日本郵政株式会社 横浜逓信病院 
TEL:045-321-4782  

株式会社臨海セミナー 
TEL:045-451-5148 
http://www.rinkaiseminar.co.jp/

関東連合産科婦人科学会事務局 
TEL:03-3288-0993 

ISO/TC45　国内審議委員会事務局 
TEL:03-5411-7382 

Smart City Week 2011

FPD International 2011／
LEDソリューション 2011

第122回関東連合産科婦人科学会総会・
学術集会

17（月）〜21（金）

19（水）〜21（金）

19（水）〜21（金）

19（水）〜21（金）

20（木）〜22（土）

26（水）〜28（金）

12（水）〜14（金）

19（水）

23（日）

29（土）

30（日）

22（土）

23（日）

第2回販促・店舗装飾EXPO in 横浜

エキスパートナース・フォーラム2011(10月)

2011 私立高校入試相談会

2011かながわ技能フェスティバル

第1回店舗環境改善展

平成23年度逓信医学年次大会

第76回日本泌尿器科学会東部総会

第59回ISO/TC45　国際会議

2011 第一線監督者の集い：全国大会

電気自動車開発技術展（EVEX）2011／
クリーン発電&スマートグリッドフェア（CSF）2011

当日券2.000円
（招待券持参者、

Web事前登録者
は無料）

ー

有料

5,000円
（招待券持参者・
事前登録者無料）

5,000円
（招待券持参者・
事前登録者無料）

5,000円
（招待券持参者・
事前登録者無料）

事前登録
12,000円 
当日登録
15,000円

無料

12,000円

無料

2,000円
（事前登録者は

無料）

2,000円
（事前登録者は

無料）

無料

3.000円

Noodle WORLD 2011
（第6回ラーメン産業展／第2回うどん・そば産業展／
第2回パスタ産業展／第3回国際製麺・包装技術展）

電気自動車開発技術展（EVEX）2011 事務局
TEL：03-3503-7660　http://www.evex.jp/
クリーン発電&スマートグリッドフェア（CSF）2011 事務局
TEL：03-3503-7660　http://www.cs-f. jp/

24（月）〜28（金）
展示会は26（水）〜28（金）

…会議センター …国立大ホール

…展示ホール …アネックスホール

…一般向けの催事 …関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みでも可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

月
10



パシフィコ横浜施設内テナント情報

2011年7月1日発行（季刊・年4回）

今号の表紙は、臨港パーク

表紙は人気イラストレーターのジュジュタケシ氏
による、本誌のための描き下ろしの作品です。
今号のロケーションは、パシフィコ横浜の海側
に広がる臨港パーク。開放感いっぱいの広大
な芝生広場の目の前には海が広がり、横浜ベ
イブリッジが一望できる人気の公園です。　
次号以降、タボンとコロネがどこを訪れるのか…
どうぞお楽しみに！

プ
ロ
フィ
ー
ル

1962年生まれ。神奈川在住。
アパレルブランドのデザイナーとし
て活躍後、渡仏して欧州各地を
放浪。帰国後、セールスプロモー
ションの企画デザインなどを手が
ける。2003年、アートブランド

「ルーアルース」を設立。横浜や
湘南の風景にオリジナルキャラク
ターを溶け込ませた明るい色調の
イラストは、ほのぼのとした雰囲気
で見る人の心を癒してくれる。

ジュジュタケシ jujuTakeshi

浜辺を走ったり、海に飛び込
んだり。後は寝るだけの日々。
タボンのパートナーです。

Corone（コロネ）

コンベンションニュース『PACIFICO』リニューアル！ 青年の名は「タボン」
といいます。彼の生活
を通して、素晴らしい
自然、歴史、町並み、そ
して何よりそこで生活
する人々の持つ「やす
らぎ」を感じていただけ
ればうれしいです。

Tabom（タボン）

みなとみらい
公共駐車場

みなとみらい
センタービル

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

カフェ・ド・クリエ
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-223-2557

横濱ミルクホール
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-221-1239

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 電車でお越しのお客様
ア
ク
セ
ス

飛行機をご利用のお客様
（羽田空港より直通バスあり）

車でお越しのお客様
▶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

▶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

▶首都高速横羽線
　みなとみらいランプより約3分


