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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

楽器にふれて          
 心がときめく

2011楽器フェア

2011秋～冬 ピックアップイベント

イベントカレンダー 10月～1月

第19回インターナショナル・キルトウィーク横浜 2011、
Amuse presents SUPER ハンサム LIVE 2011　ほかPick up

見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

2年に一度の楽器の祭典！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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情報提供：横浜中華街発展会協同組合

はじめて西洋楽器がもたらされた明治
時代、その玄関口となった横浜は風琴
（オルガン）、洋琴（ピアノ）、提琴（ヴァイ
オリン）などを製造する一大拠点でした。
なかでも現在の中華街の場所にあった
“周ピアノ”は有名でした。当時、ピアノは
「1台で家が建つ」といわれるほど高価
でしたが、いまも横浜で製造されたピア
ノが全国から発見されるなど、当時の人
気が偲ばれます。

楽器にふれて、心がときめく。
『2011楽器フェア ～みんなでおんがく みんなにおんがく～』

MUSICAL INSTRUMENTS FAIR JAPAN 2011

2年に一度！ 国内最大の楽器イベントです。一流
ブランドはもちろん、最新技術を駆使した新製品
など、さまざまな楽器の最新情報と音楽情報が集
まります。憧れの楽器を試奏できるほか、デモ演
奏やミニライブ、親子で楽器作りにチャレンジなど
楽しみ方は色 ！々 楽器が好きな人、始めたい人、
現役プレーヤー、もう一度演奏したい人、お一人
でもご家族でも楽しめます。ぜひ会場で楽器演
奏の魅力を感じ、楽しさを体験してください。

2年に一度の楽器の祭典
楽器を見て、ふれて、演奏しよう

前回の来場者は、約3万人と大盛況でした

開　催：2011.11.3（木・祝）～11.6（日）  　　　　　 
　　　 10:00～18:00
料　金：前売800円、当日1,000円（一日間有効） 

参加対象展示ホール

お問い
合わせ

日本楽器フェア協会
TEL：03-5298-0585　http://musicfair. jp/

2011楽器フェア

※高校生以下、70歳以上は無料

●電子ドラム＆パーカッション叩き放題！ コーナー
各社の電子ドラム＆パーカッションが勢ぞろい。
思う存分、叩き放題！

●楽器ふれあい広場
管楽器、弦楽器をはじめ、さまざまな楽器のミニライブやクリニッ
ク・セミナーなどが盛り沢山！ 身近で見て聴いて、魅力を発見！

※体験できる楽器の詳細や最新情報など、詳しくはオフィシャルサイトからご確認いただけます

横浜中華街の萬珍樓本店

めったに公開されない
貴重な品や憧れの楽器を

演奏できるチャンス！

貴重なピアノの
展示もお見逃しなく！

同
時

開
催

●アウトレットモール
製造終了のアイテムや商品サンプル、アウトレット品などを大特
価で販売。展示即売会「大楽譜市場2011」も！

ピアノの貴婦人「リラピアノ」　
武蔵野音楽大学楽器博物館所蔵

中華街にあったピアノ専門店
横浜と西洋楽器の歴史

●東日本大震災チャリティーコンサート
被災地への支援を目的としたチャリティーコンサートを開催

●未経験者限定「アコギ弾き語り体験」
●親子で手作り＠ワークショップ

●ファミリーアンサンブルパーティー 「with Mom！」
つるの剛士さんがゲスト出演！ ママを含む家族バンドのライブイベントほ
か、楽器経験が無くても家族で楽しめて、絆が深まる企画がいっぱい！

今
年
の

見
ど
こ
ろ

●アコースティック・パーク
ギターをはじめ、手軽でエコなアコースティック楽器の魅力を感
じる体感ゾーン

●オカリナ普及協議会
展示される多彩なオカリナ商品は、すべて試奏可能！ イベント
会場ではミニコンサートも開催。オカリナ仲間、集まれ！

●シンセ・サミット　2011楽器フェア
コルグ、ヤマハ、ローランドの国内3大メーカーが、シンセファン
に贈る「楽器フェア」ならではのスペシャルイベント！

には、いまも当時のピアノ
が置かれています
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LIVEタイトルの『YOU』に込められているのは、JUJUのファ
ンへの想い。“私”を表現するこれまでのスタイルから、“私”
に加えて聴いてくれている“あなた”を意識したスタイルへ、心
境の変化が表れています。新曲についても「聴いてスッキリす
るだけじゃなく、思わず口ずさんで、一緒に歌ってスッキリして
もらいたい。そうすることで“私”と“あなた”がひとつになれる
と思うから」と語る彼女。『JUJU LIVE TOUR 2011 ～
YOU～』を訪れて、JUJUの想いにふれてください。

ファンのために生まれた楽曲
JUJUの想いにふれるLIVE

『JUJU LIVE TOUR 2011 ～YOU～』

海外では、安全でエネルギー効率が高く、雇用と住生活が満
たされるなど、さまざまな観点から次世代の都市づくり「スマー
トシティ」が議論されています。日本では、企業レベルにおいて
豊富な知見や技術を持ちながらも、それらを議論し、まとめて
情報共有・発信する場が充分ではありませんでした。そこで
今回、スマートシティ分野の3イベントを同時開催します。

環境にやさしい都市づくりと
未来の住生活にふれる3日間

『Smart City Week 2011／FPD International 2011／LED ソリューション 2011』

ジャズをはじめ、さまざまな楽曲にふれることで独自の音楽性を築いてきたJUJU
数多くの賞を受賞している注目のアーティストです

東日本大震災からの復興に向けても注目される、役立つ技術や考え方が一堂に会します

●『Smart City Week 2011』では、国内外のキーパー
ソンや政府・自治体の関係者を招聘し、新たなスマートシティ
のあり方を問う国際会議を開催します。あわせて、スマートシ
ティ市場におけるビジネスモデルを徹底議論。震災復興にも
欠かせない都市づくりに特化した、注目のイベントです。

●『FPD International 2011』は、スマートシティ構想に
含まれるタッチパネルや、電子ペーパーなどの次世代ディスプ
レイ「フラットパネルディスプレイ」に特化したイベントです。

●『LED ソリューション 2011』では、国内・海外の最先端の
研究者や関係企業などから講師を招き、LED業界全体の展
開や各分野の将来展望について活発な情報交換を行います。

Smart City Week 2011

※展示会は26（水）～28（金）

参加対象展示ホール アネックスホール 会議センター

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

参加対象展示ホール アネックスホール 会議センター

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

お問い
合わせ

日経BP社
http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/

お問い
合わせ

JUJU LIVE TOUR 2011 ～YOU～

参加対象

お問い
合わせ

開　催：2011.10.23（日）開場17:00／開演18:00　
料　金：6,300円

国立大ホール

クリエイティブマンプロダクション
TEL:03-3462-6969

SOGO TOKYO
TEL:03-3405-9999

開　催：2011.10.26（水）～10.28（金）
料　金：2,000円（事前登録者は無料）

開　催：2011.10.24（月）～10.28（金）
料　金：2,000円（事前登録者は無料）
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脳神経外科医療の歴史を振り返り、
未来へとつなぐ学術総会

10/12（水）~10/14（金）

社団法人日本脳神経外科学会 第70回学術総会

最新の電気自動車と
クリーン発電システムを体感 !

10/12（水）~10/14（金）
最新電気自動車の展示や、同乗走行などが体験できる『電気自動車
開発技術展』と、CO2を排出しないクリーン発電システム並びに次
世代社会システムとして期待さ
れているスマートグリッドに焦点
を当てた、技術開発や情報発
信を目的とした『クリーン発電&
スマートグリッドフェア』を同時
開催。電気自動車の最新技術
とエコに関する最新技術を体
験できます。

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

薬品、食品、医療、環境を
網羅したバイオの総合展

10/5（水）~10/7（金）

お問い
合わせ

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

Bio Japan 2011

ゴム及びゴム製品（ホース、免震ゴムなど）
に関するISO国際会議

10/17（月）~10/21（金）

第59回ISO/TC45　国際会議

Pickup Events

 ISO/TC45とは基盤技術であるゴムの物理試験方法、化学試験方
法をはじめ、天然・合成ゴムなどのゴム用原材料、並びにホース、軟質
フォームなどのゴム製品に関す
る規格を制定・改正するISO
審議団体。今回、世界20ヵ国か
ら参加者を迎え、SC2幹事国
としては初の国際会議となりま
す。また東日本大震災の発生を
受け、「免震ゴム技術」に関す
る講演会も行われる予定です。

画像未

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

お問い
合わせ

EVEX・CSF事務局 アテックス株式会社内
TEL:03-3503-7660　
http://www.evex.jp/　http://www.cs-f. jp/

お問い
合わせ

ISO/TC45 国内審議委員会事務局 
TEL:03-5411-7382

お問い
合わせ

1986年の初開催から13回目の開催を迎え、日本のバイオ関連イベントで最も
インパクトのある展示会となった『Bio Japan』。今年はライフ（医療・創薬、
医療機器、機能性食品、化粧品）、
グリーン（バイオリファイナリー、バイ
オマスプラスチック、環境、食料）、
バイオクラスター＆ベンチャーの
3大テーマのもと、さまざまな企画
ゾーンや主催者セミナーなどを予
定しています。この機会にバイオの
世界にふれてみてください。

「脳科学に基づいた脳神経外科医の
研究と、臨床の検証と未来」をテーマ
に行われる学術総会です。「治療困
難なものは何か？」「何を克服すれば
いいのか？」など、各分野ごとに発表
される特別シンポジウムを実施。開催
70回というこれまでの歴史を踏まえつ
つ、脳神経外科医療の未来を展望す
る学術総会です。
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日本一の居酒屋が決定 ！
今年も熱い、 居酒屋甲子園

11/15（火）
“居酒屋から日本を元気にしたい”という想いを持った全国の同志によ
り開催される、外食業界に働く人が最高に輝ける場を提供する『居酒
屋甲子園』。年に1回、全国から
エントリーされた居酒屋のうち、
独自の選考基準で選ばれた優
秀店舗が会場に集結。ステー
ジで自店の想いや取組みを発
表し、 日本一の店舗を決定しま
す。居酒屋の頂点が決まる、そ
の瞬間をお見逃しなく ！

第6回　居酒屋甲子園

「生命の根源」を研究する
分子生物学のエキスパートが集う

12/13（火）~12/16（金）
すべての生物の生命の根元を分子レベル（遺伝子・DNAレベル）で研
究するのが分子生物学。「分子からヒトへ－メカニズムを知り、コントロー
ルする－」が今回のキャッチコ
ピーです。本学会では「分子構
造・生命情報」「分子・複合体
の機能」など6つの項目を柱に、
セミナー、シンポジウム、ワーク
ショップなどを実施。その他、若
手教育シンポジウムや市民公開
講座なども開催される予定です。

第34回 日本分子生物学会年会

日本最大級の
パッチワーク ・ キルトの祭典

11/10（木）~11/12（土）

第19回インターナショナル・キルトウィーク横浜 2011

注目の若手俳優と楽しむ
スペシャルでハンサムな夜 ！

12/26（月）~12/28（水）

Amuse presents SUPER ハンサム LIVE 2011

…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 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

 IQW作品コンテスト入賞作品をはじめ、フランスからは夫婦キ
ルト作家インゲ＆スターン、アメリカからはジャジーな作品が個性
的なマイケル・カミングスを迎
えてのキルトショー、日本の
著名な作家の和のキルト展
など。たくさんの講習会やス
テージでのトークショーもお
楽しみください。全国から人
気のショップが大集合、マー
ケットも必見です。

画像未

インターナショナル・キルトウィーク実行委員会
TEL:03-3816-5529 
http://www.viq.com/

お問い
合わせ

NPO法人居酒屋甲子園事務局 
TEL:03-5456-9775 
http://www.izako.org/

お問い
合わせ

キョードー横浜 
TEL:045-671-9911 
http://www.kyodoyokohama.com/

お問い
合わせ

第34回日本分子生物学会年会事務局
TEL:03-3230-2744　 
http://www.aeplan.co.jp/mbsj2011/

お問い
合わせ

数多くの人気俳優、女優、アーティストらが所属するアミューズの若
手俳優によるファン感謝祭。三浦春馬、佐藤健をはじめとする、これか
ら注目の若手俳優を中心に
過去最多の出演者が集いま
す。またHP上ではハンサム
達に歌ってほしい曲のリクエ
スト（10月31日まで）も受付
中！ 年末の締めくくりはスペ
シャルでハンサムな一夜で、
一緒に盛り上がりましょう！
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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
10 1（土） 株式会社ノジマ人材開発グループ 

TEL:050-3116-12162012年度　ノジマグループ内定式 無料

2011日本IE協会年次大会5（水）
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/

24,000円

Pickup!
P.45（水）～7（金）

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

Bio Japan 2011
1,000円

（事前登録者は
無料）

6（木）～8（土）
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

日本臨床検査自動化学会第43回大会及び展示会 8,000円
（展示会は無料）

Every Little Thing 
15th Anniversary Concert Tour 2011～2012
"ORDINARY"

9（日）
KMミュージック 
TEL:045-201-9999
http://www.kmmusic.co.jp/

6,800円

私学・私塾フェア2011　
神奈川・東京私立中高進学相談会10（月・祝） 無料

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/

2011 第一線監督者の集い ： 全国大会19（水）
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/

有料

1（土）～2（日） モンベルクラブ・フレンドフェア
株式会社モンベル モンベルクラブ事務局
TEL:06-6536-5740
http://club.montbell. jp/

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）

12（水）～14（金） 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

EVEX・CSF事務局 アテックス株式会社内
TEL:03-3503-7660　
http://www.evex.jp/　http://www.cs-f. jp/

当日券2,000円
（招待券持参者、

Web事前登録者
は無料）

Pickup!
P.4

17（月）～21（金） 第59回ISO/TC45　国際会議 ISO/TC45 国内審議委員会事務局 
TEL:03-5411-7382

Pickup!
P.4 ー

16（日） 7,800円戦国無双 声優奥義 2011秋
イベント事務局
TEL:045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/media/
event/2011/ougi/

6（木） 第28回法人会全国大会　神奈川大会 6,000円
神奈川県法人会連合会
TEL:045-201-2175
http://www32.ocn.ne.jp/~kanaho/

社団法人日本脳神経外科学会　
第70回学術総会12（水）～14（金）

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

20,000円Pickup!
P.4

臨港パーク フリーマーケット9（日）
リサイクル運動市民の会 
TEL:03-3226-6800
http://www.recycler.org/

無料
（出店参加は有料） 屋外
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開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

…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 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

日本郵政株式会社横浜逓信病院 
TEL:045-321-4782
http://2011teishinigaku.org/

無料22（土） 平成23年度逓信医学年次大会

2011秋 ミキハウスランド イン 横浜
ミキハウスランド運営事務局 
TEL:072-941-2965 
http://www.mikihouse.co.jp/jp/shop/event/land/

無料22（土）～23（日）

株式会社臨海セミナー 入試情報センター 
TEL:045-451-5148 
http://www.rinkaiseminar.co.jp/

無料23（日） 2011 私立高校入試相談会

ネオロマンス･フェスタ　
遙か祭2011 ～桜花恋模様～

イベント事務局 
TEL:045-561-6896
http://www.gamecity.ne.jp/neoromance/

SS席8,800円
S席6,800円
A席4,800円

29（土）～30（日）

2011かながわ技能フェスティバル 
第43回技能コンクール 無料29（土）

神奈川県商工労働局 労働部 産業人材課 
TEL:045-210-5720 
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6726/

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)

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

5,000円
（招待券持参者・
事前登録者無料）

19（水）～21（金）

第1回店舗環境改善展19（水）～21（金）
店舗環境改善展 実行委員会 
TEL:0120-73-1821 
http://storeinnovation-expo.jp/

5,000円
（招待券持参者・
事前登録者無料）

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

19（水）～21（金） 第2回販促・店舗装飾EXPO in 横浜
5,000円

（招待券持参者・
事前登録者無料）

26（水）～28（金） Pickup!
P.3

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

2,000円
（事前登録者

は無料）

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

Smart City Week 2011
2,000円

（事前登録者
は無料）

24（月）～28（金） Pickup!
P.3

日経BP社  
http://expo.nikkeibp.co.jp/scw/

展示会は26（水）～28（金）

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/

20（木）～22（土） 第76回日本泌尿器科学会東部総会
10/22

月
10

23（日） エキスパートナース・フォーラム2011(10月)
株式会社照林社 
TEL:03-5689-7377 
http://www.shorinsha.co.jp/seminar/

12,000円

Pickup!
P.323（日） JUJU LIVE TOUR 2011 ～YOU～ 6,300円

クリエイティブマンプロダクション 
TEL:03-3462-6969
SOGO TOKYO
TEL:03-3405-9999

関東連合産科婦人科学会事務局 
TEL:03-3288-0993 
http://jsog-k.jp/122/

3,000円30（日） 第122回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会

事前登録
12,000円
 当日登録
15,000円
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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）

第13回図書館総合展運営委員会事務局
TEL:03-3357-1462 
http://2011.libraryfair. jp/

無料9（水）～11（金） 第13回　図書館総合展

7（月）～8（火） Ryu Siwon LIVE TOUR 2011 ☆NEGAI☆
KMミュージック 
TEL:045-201-9999 
http://kmmusic.co.jp/

8,800円

会員
15,000円
 非会員

20,000円
2（水）～4（金） 第55回 全国保育研究大会

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 
施設福祉課 TEL:045-201-2218 
http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/
taikai55/youkou.html

全国楽器協会 
TEL:03-3251-7444　 
http://www.zengakkyo.com/

無料3（木・祝） 第47回全国楽器協会大会

2011 高橋佳子講演会
高橋佳子講演会実行委員会 
TEL:050-3535-0515 
http://www.keikotakahashi-lecture.jp/

3,000円6（日）

第17回弁護士業務改革シンポジウム 日本弁護士連合会　業務部業務第一課
TEL:03-3580-9981

一般 無料
弁護士 有料11（金）

第20回　横浜骨董ワールド 1,000円11（金）～13（日）
横浜骨董ワールド事務局 
TEL:03-5932-6705 
http://www.kottouworld.com

第39回日本関節病学会
第39回日本関節病学会運営事務局 
TEL:03-5434-8759 
http://www.jsjd39.jp

3,000円
～12,000円12（土）～13（日）

月
11

2011楽器フェア Pickup!
P.23（木・祝）～6（日）

日本楽器フェア協会 
TEL:03-5298-0585
http://musicfair. jp/

前売800円　
当日1,000円（1日有効）

　高校生以下、
70歳以上は無料

国際ロータリー第2590地区　
2011-12年度　地区大会

国際ロータリー第2590地区ガバナー事務所
TEL:045-650-2590 4（金）～5（土） ー

平成23年度 
神奈川県私立幼稚園父母の会連合会研修大会

社団法人神奈川県私立幼稚園連合会
TEL:045-440-3210 
http://www.shinshiyou.com/

9（水） 無料

インターナショナル・キルトウィーク実行委員会
TEL:03-3816-5529 
http://www.viq.com/

当日1,500円
前売1,300円10（木）～12（土） 第19回

インターナショナル・キルトウィーク横浜 2011
Pickup!

P.5

神奈川県立神奈川工業高等学校　
創立百周年記念式典

神奈川県立神奈川工業高等学校 
TEL:045-491-9461
http://www.kanagawa-th.pen-kanagawa.ed.jp

無料11（金）

第15回日本医療ガス学会学術大会 ・ 総会 3,000円
～5,000円12（土）

横浜市立大学医学部麻酔科 
TEL:045-787-2918
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/
~masuika/15JSMG/
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開催日 催事名 連絡先 会場参加対象者
参加方法 料金（税込）

…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 …当日の申し込みが可能…会員を対象とした催事
…一般向けに講座有

日本内科学会学術集会 第39回内科学の展望13（日）
社団法人日本内科学会 
TEL:03-3813-5991 
http://www.naika.or.jp/meeting/tenbo/tenbo_top.html

3,000円

Embedded Technology 2011／
組込み総合技術展16（水）～18（金）

Embedded Technology 運営事務局 
TEL:03-3219-3563
http://www.jasa.or.jp/et/

有料
（事前登録者は

無料）

第49回神奈川県立高等学校
PTA連合会大会

神奈川県立高等学校PTA連合会 
TEL:045-432-5889 
http://www.kanagawa-koupren.org/

有料
（事前振込）17（木）

第14回日本腎不全看護学会　
学術集会・総会

日本腎不全看護学会 
TEL:045-226-3091 
http://www.procomu.jp/jann2011/

19（土）～20（日）
9,000円

～15,000円
（学生3,000円）

第52回日本視能矯正学会19（土）～20（日）
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 
TEL:03-5434-8759　　 
http://52orthop.jtbcom.co.jp

3,000円
～15,000円

第1回  インプラント ・ CAD/CAMミーティング
クインテッセンス出版株式会社 
TEL:03-5842-2270 
http://www.quint-j .co.jp/

12（土）～13（日） 24,000円 他

第6回　居酒屋甲子園 Pickup!
P.5

NPO法人居酒屋甲子園事務局 
TEL:03-5456-9775 
http://www.izako.org/

15（火） 有料

VISIT JAPAN 
トラベルマート2011(VJTM2011) 22（火）～23（水・祝）

VISIT JAPAN トラベルマート2011事務局
TEL:03-6213-0898　　 
http://www.vjtm.jp/j/

計装士技術維持講習
社団法人日本計装工業会 
TEL:03-3580-8921 
http://www.keiso.or.jp/

13,000円22（火）

月
11

第33回日本呼吸療法医学会セミナー
日本呼吸療法医学会セミナー委員会 
TEL:06-6385-1807 
http://resp-sem.umin.jp/

19（土） 11,000円

ー

パトリシア・ベナー博士来日講演会
株式会社医学書院 
TEL:03-3817-5696 
http://www.igaku-shoin.co.jp/seminarTop.do

12（土）～13（日） 10,000円

第108回 日本内科学会講演会13（日）
社団法人日本内科学会 
TEL:03-3813-5991 
http://www.naika.or.jp/meeting/nenji/nenji_top.html

5,000円

パラダイス牧場 Premium Event2011 エイベックス・マーケティング 
TEL:0120-850-095 ー17（木）

介護の日記念フォーラム　「となりの介護」 横浜市健康福祉局介護保険課 
TEL:045-671-425214（月） ー
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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
12

ウィンタースポーツフェスタ　シーズン11 冬スポ Club Fan事務局
TEL:0120-64-1166 無料25（金）～27（日）

第26回日本臨床リウマチ学会3（土）～4（日）
株式会社オフィステイクワン 
TEL:052-930-6145 
http://www.cs-oto.com/cra26/

有料

株式会社イズミ産業グループ
創業40周年記念・新社屋落成記念パーティー23（水・祝） 株式会社イズミ産業 

TEL:045-382-5151 無料

第32回日本レーザー医学会総会
3,000円
（学生）

～18,000円
（非会員）

24（木）～25（金）
株式会社ピーシーオーワークス (PCO Works)
TEL:03-3291-3636
http://www.pcoworks.jp/jslsm32/

PEC工場経営フォーラム 株式会社ペック（PEC産業教育センター)
TEL:058-397-2531 10,000円5（月）

ヨコハマホットロッドカスタムショー20114（日）
ムーンアイズ 
TEL:045-623-9662 
http://www.yokohamahotrodcustomshow.com

有料

第14回神奈川看護学会 4,000円
～7,000円3（土）

社団法人　神奈川県看護協会　
神奈川看護学会担当 
TEL:045-263-2926 
http://www.kana-kango.or.jp/gakkai/

月
11

エムジェイトーナメント2011（仮）
株式会社エム・ジェイ・エス 
TEL:045-328-3741 
http://www.mjs-co.net

26（土）～27（日） 7,000円

7（水）～9（金） 国際画像機器展2011／ビジュアルメディア
Expo2011／先端光テクノロジー展2011

アドコム・メディア株式会社 TEL:03-3367-0571
http://www.adcom-media.co.jp/ite/
http://www.adcom-media.co.jp/vme/
http://www.adcom-media.co.jp/aots/

ー

ハマふれんど“ゆめ”コンサート　2011 横浜市勤労者福祉共済 
TEL:045-662-4435 無料23（水・祝）

2011 Microwave Workshops & Exhibition 
(MWE 2011)

マイクロウェーブ展2011 事務局 
TEL:047-309-3616 
http://apmc-mwe.org/mwe2011/

30（水）～12/2（金）
無料

（ワークショップダイ
ジェストが必要な場
合は一般5,000円）

KANG JI HWAN
ドラマコンサート「私はチョ・テギュだ」（26日）
「私に嘘をついてみて」PROMOTION SPECIAL EVENT（27日）

サンライズプロモーション東京
TEL:0570-00-333726（土）～27（日） 10,000円

復興講演会　岩手の復興に向けて
 ― 平泉文化と縄文文化から ―

御所野縄文博物館 
TEL:0195-32-265229（火） 1,000円
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月
1

月
12

…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 …当日の申し込みが可能…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）

沢田研二 LIVE 2011-2012　
　ゲスト：瞳みのる・森本太郎・岸部一徳

全席指定
7,000円23（金・祝）

KMミュージック 
TEL:045-201-9999 
http://www.kmmusic.co.jp/

電機連合　第98回中央委員会
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26（木）～27（金）

第56回日本生殖医学会学術講演会 ・ 総会 15,000円
～16,000円8（木）～9（金）

株式会社MAコンベンションコンサルティング
TEL:03-5275-1259 
http://www.jsrm.or.jp/jsrm56/

第5回ひな人形・五月人形 大ご奉仕会 無料13（金）～15（日）
人形の町 岩槻
雛匠東玉・赤ちゃんワールドプロジェクト 
TEL:048-756-1111 
http://www.tougyoku.com/

ITRI日本センター第七支部　決起大会 ITRI日本センター第七支部 
TEL:03-3437-0802 無料15（日）

第36回 日本ショッピングセンター全国大会
社団法人日本ショッピングセンター協会
TEL:03-3536-8121 
http://www.jcsc.or.jp/index.html

18（水）～20（金） ー

第23回日本臨床微生物学会総会
第23回日本臨床微生物学会総会 運営事務局
株式会社コングレ内
TEL:03-5216-5318 
http://www.congre.co.jp/jscm2012/

21（土）～22（日） 8,000円

ViEW2011　ビジョン技術の実利用ワークショップ
アドコム・メディア株式会社内 ViEW2011係
TEL:03-3367-0571 
http://www.tc-iaip.org/view2011/

5,000円
～25,000円8（木）～9（金）

第34回 日本分子生物学会年会 Pickup!
P.5

第34回日本分子生物学会年会事務局
TEL:03-3230-2744　 
http://www.aeplan.co.jp/mbsj2011/

13（火）～16（金） 有料

Amuse presents 
SUPER ハンサム LIVE 2011

キョードー横浜 
TEL:045-671-9911 
http://www.kyodoyokohama.com/

26（月）～28（水） S席6,500円
A席5,800円

Pickup!
P.5

関野あやこ スペシャルイベント 2012（仮）3（火） アンフィニグローバル 
http://www.infini-global.org/ 有料

第12回スポーツフォーラム21
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
TEL:045-974-2221 
http://www.sufrh.com/sf21/sf21-00.htm

10,000円15（日）

医療事故・紛争対応研究会　
第6回年次カンファレンス

医療事故・紛争対応研究会  
http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/conference/

4,000円
～5,000円10（土）

みなとみらいの夜景を眺めに…

今回、タボンと愛犬コロネは、横浜港大さん橋国際客
船ターミナル屋上の“くじらのせなか”にやって来まし
た。ふたりはすっかり冷たくなってきた海風を感じなが
ら、暮れゆくみなとみらいに見惚れています。幻想的に
光るパシフィコ横浜とヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル、存在感のある大観覧車コスモク
ロック21と横浜ランドマークタワー、そして横浜赤レン
ガ倉庫。海側から眺めるみなとみらいの姿は、まさに横
浜を代表する風景です。

今号の表紙『PACIFICO』

みなとみらい駅

馬車道駅
桜木町駅

日本大通り駅

大さん橋
横浜赤レンガ倉庫コスモクロック21

横浜ランドマークタワー

パシフィコ横浜
★

Vol.54



パシフィコ横浜施設内テナント情報

2011年10月1日発行（季刊・年4回）

20年、もっとみらいへ ～Sail To The Future～

パシフィコ横浜は2011年7月に開業20年を迎えました。
みなさまのおかげで1991年の開業以来20年間、
コンベンション都市横浜の中核施設として、数多くの国際会議、
展示会、イベントにご利用いただいてまいりました。
2011年7月～2012年6月までを「開業20周年」とし、記念ロゴマーク、
およびキャッチコピーを社内公募の中から決定いたしました！

パシフィコ横浜開業20周年
記念ロゴ、キャッチコピー決定！

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

表紙・P2 イラスト ： ジュジュ タケシ（lualuz）




