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あの恐竜展が
帰ってくる！
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イベントカレンダー 7月～10月
見逃せないイベントが盛りだくさんCalendar

ヨコハマ恐竜展2014  ～新説・恐竜の成長～
トランスフォーマー博  TRANSFORMERS EXPO
第18回 世界社会学会議 横浜大会

“世界最大級”の実物頭骨が横浜初上陸特集



入場料 大人（高校生以上） こども（中学生以下）
前売 1,400円 700円
当日 1,800円 900円

アメリカ・モンタナ州立大学付属ロッキー博物館
の古生物学者ジャック・ホーナー博士による最新
学説「白亜紀の恐竜のうち、1/3以上が実は異な

る種ではなく、ある恐竜の幼少期にあたる」を基に、恐竜の成長の謎に
迫ります。ホーナー博士の学説を証明する“世界でただ一つ”の貴重な
化石標本も数多く展示されます。

門外不出と言われていた世界最大級の
ティラノサウルス・レックスの実物頭骨が、
アメリカ・ロッキー博物館からパシフィコ横
浜に初上陸。実物大のティラノサウルスロ
ボットも登場。ホーナー博士監修による最新学説で復元させたロボッ
トは、まるで生きているかのような大迫力です。

「恐竜ロボットファクトリー 〜恐竜ロボットづくり体験〜」コーナーで
は、8つの製作行程を疑似体験しながら太古の恐竜の知識と、恐竜ロ
ボットに秘められた最新テクノロジーが学べます。

恐竜の背中に乗ったり、首にしがみついたりできる「プレイ恐竜コー
ナー」や、キャンプをイメージした店内でお食事ができる「モンタナアウ
トドアパーク」などを楽しめます。

ヨコハマ恐竜展2014 〜新説・恐竜の成長〜

開催： 2014年7月16日（水）〜8月28日（木）
10:00〜17:00　※入場は閉館の30分前まで

主催：ヨコハマ恐竜展2014実行委員会／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）、他／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、他／特
別協力：福井県立恐竜博物館　©Museum of the Rockies/Kokoro Co Ltd

マスコットキャラクター サウルスくん

参加対象

迫力満点!!世界最大級の
頭骨＆実物大・恐竜ロボット

恐竜ロボットをつくろう！ 恐竜に触れてみよう！

触れ合って遊べるプレイコーナーもあるよ！

展示ホール

 ヨコハマ恐竜展2014運営事務局（株式会社横浜アーチスト内）
  045-664-6610　  http://yokohamakyoryu.com

「ヨコハマ恐竜展2014」半券提
示で、パシフィコ横浜周辺の飲食
店・観光施設で割引が受けられる
よ。詳しくは、会場でチェック！

ホーナー博士が来日！ オープニング特別講演開催

※入場料は税込み、3歳以下無料

世界一有名な恐竜学者ジャック・ホーナー博士が学説「新説・恐
竜の成長」についての講演を開催。見た目や生態まで劇的に
変化する恐竜たちについて、わかりやすく解説します。
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
※特別講演は無料ですが、「ヨコハマ恐竜展2014」の入場券が必要です。
　また、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

2012年、16万6,000人を動員した「ヨコハマ恐竜展」が、パワーアップして今夏パシフィコ横浜に
帰ってきます。映画「ジュラシック・パーク」の監修者であり、主人公のモデルにもなった世界一
有名な恐竜学者ジャック・ホーナー博士の最新学説を基に、恐竜の成長の謎を解き明かしま
す。横浜初上陸、世界最大級のティラノサウルス・レックスの実物頭骨、実物大の恐竜
ロボットなど、子どもから大人まで勉強しながら楽しめる展示となっています。

大人気を博したあの恐竜展が帰ってくる！
The Growth and Behavior of Dinosaurs

ヨコハマ恐竜展2014
〜新説・恐竜の成長〜

ホーナー博士の
「新説・恐竜の成長」に、
興味と夢が広がる

大迫力！

ティラノ

サウルス

ロボが動く！

半券で
お得に！

“世界最大級”
“横浜初上陸”
“実物大”で

見逃せない

みんなで
見に来てね

©I.TOON

映画「ジュラシック・パーク」の監修者
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入場料 大人（大学生以上） こども（高校生以下）
前売 2,300円 1,100円
当日 2,600円 1,300円

9日間限定のテーマパーク！
世界最大級の“変

トランスフォーム

形”体感イベント!!

ホーナー博士の
「新説・恐竜の成長」に、
興味と夢が広がる

映画「TRANSFORMERS」のオートボット軍総司令官「オプティマスプラ
イム」の約7mの巨大モデルや、その仲間「バンブルビー」の実物大モデ
ルが、基地をイメージした空間に登場します。それに加え、カマロやコル
ベットといった映画にも登場する実車両や、生誕３０周年を記念してつくら
れた「コンボイトレーラー」が各地のキャラバンを経て会場に登場します。

名シーンを彷彿とさせる巨大ジオラマゾーンが、展示ホールに出現。
劇中の舞台をイメージしたジオラマの中に入り込むことで、あたかも来
場者自身がトランスフォーマーになったかのような体験ができます。

CGを駆使した立体感や3Dの臨
場感のある映像は、まるでロボッ
トが変

トランスフォーム

形して、スクリーンから飛び
出してくるかのような迫力です！

過去30年にわたる玩具が勢揃い！　アニメーションの原画なども
含め、過去最大規模の展示となります。

トランスフォーマー博 TRANSFORMERS EXPO

開催： 2014年8月9日（土）〜8月17日（日）
9：30〜19：00
※9日（土）は13：00から開館。入場は閉館の30分前まで

主催：日本テレビ放送網、WOWOW、シブヤテレビジョン、日テレイベンツ／特別協力：タカラトミー
協力：パラマウント・ジャパン／協賛：シボレー

参加対象

かつてないスケール、
巨大トランスフォーマーがお出迎え

展示ホール

 ハローダイヤル
  03-5777-8600　  http://www.ntv.co.jp/TFE/

日本生まれのロボット玩具、世界で活躍！

※入場料は税込み、3歳以下無料　※ローソンチケットで発売中 ©TOMY
©2008 Hasbro. All Rights Reserved. ©2008 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation.

「トランスフォーマー」とは、1984年に日本で誕生した変形ロ
ボット玩具。日本以外にも、これまでにアメリカをはじめ130以
上の国々で発売されてきました。ロボットが自動車や動物など
に変形する、精巧な仕組みとストーリー性とともに、デザイン性
も高く評価された、日本を代表する玩具です。

1984年に日本で誕生して以来、世界中で愛され続けている玩具・アニメー
ション「トランスフォーマー」。2007年にはマイケル・ベイ監督、スティーブン・ス
ピルバーグ製作総指揮で映画化され、シリーズ第1作から第3作まで累計
興行収入26.7億ドルを誇るハリウッド大作「TRANSFORMERS」へと進
化。生誕30周年と待望の映画最新作「トランスフォーマー／ロストエイジ」
公開（2014年8月8日全国ロードショー）を記念して、日本初、世界最大級の

「トランスフォーマー博 TRANSFORMERS EXPO」が開催されます。

生誕30周年 世界中で大人気の変形ロボット、横浜に集結

映画の世界に突入、
トランスフォーマーの目線を体感

9日間限定のテーマパーク！
世界最大級の“変

トランスフォーム

形”体感イベント!!

3Dプロジェクション
マッピング

歴代の玩具、アニメーション原画を展示

トランスフォーマー博
TRANSFORMERS EXPO
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第18回 世界社会学会議 横浜大会
World Congress of Sociology (WCS) 2014 in Yokohama, Japan

120以上の国と地域から
社会学者が集結

テーマは「格差社会と向き合う
　　　　 ーグローバルな社会学への挑戦」
どのような格差が存在し、どの程度深刻なものなのか、まず現実をみつめ、底辺の人
びとの生活の現状や苦悩に寄り添うところからスタートすることが多い社会学研究。
現在、世界中の社会学者が共通して関心を抱いているのは、グローバル化・情報化
が進む中での格差拡大。経済的な格差だけでなく、情報、地域間、男女間、世代間、
医療など、さまざまな格差について、最新の研究成果が報告されます。

120以上の国と地域を代表する約6,000人の社
会学者が参加し、63の分科会、1,100のセッ
ションで、約8,000もの最新の報告が行われま
す。研究成果は、学術的な論文や研究報告にとど
まらず、政策提言やNGOなどとの協働、政府や
国連などの国際機関への働きかけや、メディアや
SNSでのオピニオン・リーダーとしての活動を通
じて、社会に還元されます。

社会学はおもにアメリカ・ドイツ・フランス・
イギリスなどで研究が発達してきました。
日本では120年の歴史がありながら、海外
の研究者から大きな注目を集めるには至っ
ていません。今大会の日本開催は、日本を
含めた東アジアの社会学研究への注目を
集める大きな機会となります。今回の日本
の発表テーマは「災害と地域社会の復興」

「少子高齢化とジェンダー関係の変容」
「NGO・社会運動など、市民社会の課題」
「アジアにおけるグローバル化と移民、エ
スニシティの多様化」「アジアからの新し
い文化変動」などを予定。また、中国・韓

国・台湾の各社会学会主催の会議も並行し
て開催されます。本大会を機に、日本およ
び東アジアの社会学者の国際的な発信力
が高まることが期待されます。

社会学界最大の国際学術会議、
最新研究成果8,000件の発表

東アジアでは初開催！日本、東アジアが
中心となり、世界に発信する契機に

第18回 世界社会学会議 横浜大会

開催： 2014年7月13日(日)〜7月19日(土)
料金: 有料

参加対象

 運営事務局
 http://www.isa-sociology.org/congress2014/

人間を見つめればこそ、欠かせない社会学
T O P I C

社会学とは、人間と社会の関わりから生まれる、さまざまな現象の起
因を解明するための学問。研究対象は、日常の行動から私たちが属
するコミュニティ、社会構造や災害、科学技術など、多岐にわたりま
す。情報網の発達した近年、国際間をはじめ、国内、地域間の格差な
ども課題となっています。私たちが生きていく中で、必要不可欠な
学問です。

国際社会学会の会長・副会長と高校生が、
未来について話し合う

横浜市内在住の高校生を対象にした「高校生横浜みらい会議」を7月19日（土）に
横浜市と共催で開催（事前申込・抽選）。国際社会学会の会長・副会長と高校生30
人が、みなとみらいで「横浜と世界の未来」について考えます。

アネックスホール展示ホール
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Pickup Events

日本癌治療学会は、本邦最大の癌臨床系専門
学会であり、癌の制圧を目指す学術団体です。
近年、遺伝子や患者の状態に合わせた個別の
治療選択が可能となっており「個別化医療の未
来」についての議論が行われます。また、東日本
大震災後3年間の復興状況や医療・健康管理・
治療体制など、原子力災害克服への科学的な
データに関する研究報告も行われます。

未来のちびっこエンジニア集まれ！
クルマを科学する楽しさを学ぶ

ピカチュウだらけのファイナルイベント
お祭りをみんなで楽しもう！

テーマは、「個別化医療の未来」と
「福島からの真の情報と感謝」

日本最大のゲーム開発者＆
関係者向けカンファレンス

今年で10回目！
アジア最大級のヨガイベント

最新の手法で神経科学を発展へ
神経回路の解明に迫る

7/25（金）~7/26（土） 8/16（土）~8/17（日）

8/28（木）~8/30（土） 9/2（火）~9/4（木）

9/13（土）~9/15（月・祝）9/11（木）~9/13（土）

キッズエンジニア2014
ピカチュウ大量発生チュウ！ at 横浜みなとみらい
ピカチュウまつりだ！せいや！せいや in パシフィコ横浜

©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモンは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

第52回 日本癌治療学会学術集会
CEDEC 2014
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2014

第37回 日本神経科学大会 ヨガフェスタ横浜2014

 キッズエンジニア2014事務局（公益社団法人自動車技術会）
 045-451-6689　  http://www.jsae.or.jp/kidse/

 ポケモンカスタマーサポートセンター　  0120-049-725

 第52回 日本癌治療学会学術集会 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内）
 022-722-1311　  http://congress.jsco.or.jp/jsco2014/

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

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

 運営事務局（株式会社コンベンションリンケージ内）　
 075-231-6357　  URL:http://www.neuroscience2014.jp/

日本の自動車産業を支えるさまざまな分野の科学技術に興味を持って
もらえるよう、小学生を対象に開催。豊かな感性で、創意工夫に満ち
た未来の技術者を育てることを目的
に、ものづくりの楽しさを紹介し、子
供たちの考える力を引き出します。教
室プログラム、働くクルマなどの展示
やペーパークラフトコンテストなど、体
験型学習イベントに参加できます。

『ポケットモンスター』シリーズで長く愛されてい
るポケモン、ピカチュウがパシフィコ横浜に大
量出現！　特大ピカチュウやぐらのほか、グッズ
やいろいろな遊びが楽しめる縁日ストリートが
設けられ、みなとみらいエリアを舞台にしたこの
イベントのファイナルを飾ります。ファンのみん
なでピカチュウに扮して、お祭りを楽しもう！

テレビゲームなど、コンピュータエンターテイン
メントの開発・研究や関連する業務に携わる
人々が一堂に会し、最先端技術の発表や情
報交換を行う研究会。本年のテーマは、保守
的な枠から飛び出して、新しいことに挑戦して
いく意味を込めた「Go for it！」。ソフトウェア開
発の高機能化や低廉化など、変化する開発
環境に関する講義などが行われます。

心身のバランスを整え、美容、健康へのさまざまな効能を持つヨガ。
その魅力を見て知って、実践できる場として毎年話題の「ヨガフェス
タ」。世界各国から集まった著名イ
ンストラクターによるレッスン、グッズ
メーカーによるアイテムの展示など
ヨガイベントとしてはアジア最大級
の規模を誇ります。ヨガの初心者か
ら経験者まで楽しむことができます。

学会設立40周年となる本年の大会は「神経科学が世界を変える」
がテーマ。神経回路の解明や高次機能の理解を深めるiPS細胞や
蛍光タンパク質、光遺伝学の新た
な手法の開発により、神経科学は
果てしない発展の可能性を秘めて
います。国内外のトップ研究者によ
る特別講演や意見交換が行われ
ます。

※一部、要事前申し込みのイベントあり

※一部、要事前申し込みのイベントあり

World Congress of Sociology (WCS) 2014 in Yokohama, Japan
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4（金）〜6（日） 第57回 日本腎臓学会学術総会
第57回 日本腎臓学会学術総会運営事務局
TEL：03-5842-4131　
http://jsn57.umin.jp/

会員・一般15,000円
コメディカル8,000円

初期研修医・学生無料

5（土） 第12回 横浜市介護老人保健施設研究大会
横浜市介護老人保健施設連絡協議会
TEL：045-532-1008
http://rouken-yokohama.com/

無料

6（日）〜8（火） 第13回 IRCAフォーラム ／ IRCAワークショップ
IRCAジャパン（インターナショナル・レジスター・オブ・ 
サーティフィケイテッド・オーディターズ・ジャパン株式会社）
TEL：03-6272-6307
http://www.irca.org/ja/Forum/

フォーラム
32,400円

ワークショップ
54,000円

8（火） 第13回 かながわ高齢者福祉研究大会
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会
TEL：045-311-1424
http://www.kanagawafukushitaikai.jp/

5,000円

9（水）〜11（金） 第23回 日本小児泌尿器科学会総会・学術集会 株式会社メディカル東友
http://www.mtoyou.jp/jspu23/

6,000円
～14,000円

10（木）〜11（金） 電機連合第62回定期大会
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

11（金） マイナビ進学フェスタ
株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4415
http://shingaku.mynavi.jp/

無料

11（金）〜12（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2014
横浜市総合リハビリテーションセンター
TEL：045-473-0666　FAX：045-473-1299
http://www.yotec.jp/

無料

12（土）
TOKYO FASHION COLLECTION
〜Kids & Young's〜

Tokyo Fashion Collection実行委員会
http://tokyo-fashion-collection.com/

前売5,200円
当日5,700円

12（土）
平成26年度 神奈川県立高等学校PTA連合会
研修大会

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

4,000円

13（日） ハマトラ Fes. 2014 Summer
「ハマトラ Fes. 2014 Summer」イベント事務局
TEL：03-5418-5063
http://hamatorapj.com/event/

6,800円

13（日）〜19（土） 第18回 世界社会学会議 横浜大会 Pickup!
P.4

運営事務局
http://www.isa-sociology.org/congress2014/ 有料

月
7

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
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14（月） 吉田拓郎 LIVE 2014 株式会社キョードー横浜
TEL：045-671-9911 9,500円

16（水）〜8/28（木）
ヨコハマ恐竜展2014 
〜新説・恐竜の成長〜

Pickup!
P.2

ヨコハマ恐竜展2014運営事務局 
（株式会社横浜アーチスト内）
TEL：045-664-6610
http://yokohamakyoryu.com/

P2参照

19（土） w-inds. LIVE TOUR 2014 “Timeless” KMミュージック
TEL：045-201-9999

全席指定
6,800円

21（月・祝） 2014 ソ・ジソブ　イベント
チケットぴあインフォメーション
TEL：0570-02-9111
http://www.jisub.net/

11,500円

21（月・祝）
フォーライフ リサーチ ジャパン アワード フェスタ 2014
〜夢を生きる〜

フォーライフ リサーチ ジャパン, LLC
TEL：045-680-4811
http://japan.4life.com/

前売2,000円
当日2,500円

21（月・祝） 第15回 2014神奈川全私学（中・高）展
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://kanagawa-shigaku.jp/

ー

22（火）
平成26年度 高校生就職フェアPart1

（横浜･横須賀地区合同企業説明会）
横浜公共職業安定所 学卒第一部門
TEL：045-211-7759 無料

23（水） 全国公文進度上位者のつどい・町田 日本公文教育研究会町田事務局
TEL：042-727-1707 無料

23（水）〜24（木）
第6回 持続可能なアジア太平洋に関する
国際フォーラム（ISAP2014）

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）
TEL：046-855-3700
http://www.iges.or.jp/isap/2014/jp/

無料

25（金）〜26（土） キッズエンジニア2014 Pickup!
P.5

キッズエンジニア2014事務局
（公益社団法人自動車技術会）
TEL：045-451-6689
http://www.jsae.or.jp/kidse/

無料

26（土）

松田聖子 〜Pre 35th Anniversary〜
Seiko Matsuda Concert Tour 2014

「Dream&Fantasy」

KMミュージック
TEL：045-201-9999

プレミアムシート
22,000円

Ｓ席8,900円

27（日） 全国国公立・有名私大相談会 2014 in横浜
株式会社大学通信
TEL：03-3515-3541
http://www.52school.com/entry/

無料

月
7

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。
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■洋間・座敷・個室あり
■60名様まで各種ご宴会承ります
■ご予算に合わせてご相談ください

30（水）
全国公文進度上位者のつどい 2014 
in YOKOHAMA

日本公文教育研究会横浜事務局
TEL：045-450-2170 無料

31（木） 第9回 光通信工事技能競技会 一般社団法人情報通信エンジニアリング協会
http://www.itea.or.jp/ ー

1（金）〜3（日） 第8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
http://www.hosp.go.jp/~sagami/rinken/crc/a-semi/

40,000円

2（土）〜3（日） かながわ しごと・技能体験フェスタ 2014
神奈川県職業能力開発協会　
かながわ技能振興コーナー
TEL：045-633-5403
http://www.kanagawa-ginou.com/

無料

2（土）〜3（日） PHOENI-FES. 2014 PHOENI-FES. 2014 運営事務局
http://dacos.jp/fes2014/ ー

2（土）〜3（日） 第60回 日本母親大会
日本母親大会連絡会
TEL：03-3230-1836
http://hahaoyataikai.jp/

2,500円
（開催日ごと）

3（日）
第一回 横浜観艦式予行

「艦隊これくしょん−艦これ−」
バースデーソング
TEL:03-3496-6998
http://birthday-event.com/kancolle/

全席指定
7,800円

5（火） ジャストカット 2014
株式会社きくや美粧堂
TEL:050-3802-2001
http://www.kikuya-bisyodo.co.jp/

前売2,160円
当日3,240円

6（水）〜8（金）
日本モンテッソーリ協会　
第47回全国大会（学会）

日本モンテッソーリ協会（学会）
第47回全国大会事務局
TEL：045-915-7701

9,000円
～11,000円

9（土）
公開第13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
http://www.kbcts.gr.jp/ 無料

9（土）〜10（日） ちゃおサマーフェスティバル2014
ちゃおサマーフェスティバル事務局
TEL:03-3289-2640
http://www.shogakukan.co.jp/pr/summerfes/

無料

9（土）〜17（日）
トランスフォーマー博 
TRANSFORMERS EXPO

Pickup!
P.3

ハローダイヤル
TEL:03-5777-8600
http://www.ntv.co.jp/TFE/

P3参照

月
8

月
7

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
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10（日）
「WORKING!!」「サーバント×サービス」
夏祭りだよ！全員集合

ホットスタッフ・プロモーション
TEL:03-5720-9999
http://www.natsumatsuri2014.jp/

全席指定
7,500円

10（日） スポーツフォーラム21 第2回 The Vollyball
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
TEL：045-974-2221
http://www.sf21.jp/sf21-00.html/

10,000円

16（土）〜17（日）
ピカチュウ大量発生チュウ！ at 横浜みなとみらい
ピカチュウまつりだ！せいや！せいや in パシフィコ横浜

Pickup!
P.5

ポケモンカスタマーサポートセンター
TEL：0120-049-725 無料

19（火） 第7回 日本高校ダンス部選手権 全国決勝大会
DANCE STADIUM大会事務局
TEL：06-6110-2222
http://www.dancestadium.com/

有料

20（水）〜22（金） 第61回 日本栄養改善学会学術総会
8/22

 
 

第61回 日本栄養改善学会学術総会 運営事務局  
（日本コンベンションサービス株式会社内）
TEL：03-3508-1214
http://www2.convention.co.jp/kaizen61/

3,000円
～15,000円

21（木） Seventeen 夏の学園祭2014 株式会社 集英社
http://r.hpplus.jp/st/gakuensai2014/ ー

23（土）〜26（火） 日本心理臨床学会 第33回秋季大会
一般社団法人 日本心理臨床学会
TEL：03-3817-5851
http://www.ajcp.info/

有料

25（月） 第6回 コロワイドグループ労働組合 大運動会 コロワイドグループ労働組合
TEL：045-274-6001 無料

28（木）〜30（土） 第52回 日本癌治療学会学術集会 Pickup!
P.5

第52回 日本癌治療学会学術集会 運営事務局  
（日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内）
TEL：022-722-1311
http://congress.jsco.or.jp/jsco2014/

2,000円
～20,000円

2（火）〜4（木）

CEDEC 2014
（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2014）

Pickup!
P.5

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/

デイリーパス
当日21,600円

3（水）〜4（木）
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）
株式会社インタースタイル
TEL：03-5840-8044
http://www.interstyle.jp/

無料

5（金）〜7（日） 日本腎不全看護学会 第11回基礎研修
日本腎不全看護学会
TEL：045-226-3091
http://ja-nn.jp/

有料

11（木）〜13（土） 第37回 日本神経科学大会 Pickup!
P.5

運営事務局 
（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL:075-231-6357
http://www.neuroscience2014.jp/

15,000円
～24,000円

月
8

月
9

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。
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13（土）〜15（月・祝） ヨガフェスタ横浜2014 Pickup!
P.5

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

入場無料
（一部有料
レッスンあり）

14（日） 第32回 神整商・神整振フェスティバル 神奈川県自動車整備商工組合
TEL：045-933-7901 無料

17（水） 第22回 改善実践リーダー集会
株式会社ペック協会（PEC協会）
TEL：058-397-2531
http://www.pec-g.co.jp/

有料

20（土）〜21（日） 健康生活フェア 2014
株式会社エルアウラ 健康生活フェア事務局
TEL：03-5778-3290
http://www.healthylifefair.net/

1,000円

21（日）
ディーパック・チョプラ博士
2014年来日講演会 

チョプラ博士2014講演会事務局（株式会社エルアウラ 内）
TEL：03-5778-3290
http://www.bodymindspirit.co.jp/chopra/
seminar0921.html/

8,640円
～32,400円

21（日） 2014 私立高校入試相談会 株式会社臨海 入試情報センター
TEL：045-451-5148 無料

22（月）〜23（火・祝） きょうされん 第37回全国大会 in かながわ
 
 

きょうされん 第37回全国大会 in かながわ実行委員会
TEL：045-334-0491
http://kyousarenkanagawa.blog.fc2.com/

6,000円
～12,000円

23（火・祝） LOVE STREET LOVE STREET事務局
TEL:03-5911-0038 2,000円

25（木）〜26（金）
からくり改善くふう展2014／
製造現場における「見える化」改善展2014

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
TEL：03-5733-6900
http://www.jipm-topics.com/karakuri/

9,720円
～16,200円
（予定）

25（木）〜27（土） 第73回 日本癌学会学術総会
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/jca2014/

有料

27（土） 大学進学フェスタ2014 in Yokohama
株式会社中萬学院 大学受験指導事業部
TEL：045-840-1714
http://www.chuman.co.jp/

無料

2（木）〜5（日）
第14回 秋のマルイビッグバザール
in パシフィコ横浜

株式会社丸井 店舗事業本部
第2営業部 アウトレット催事課
TEL：03-5343-0113

無料

3（金）〜4（土）
平成26年度 アルコール薬物依存関連学会
合同学術総会

平成26年度 アルコール薬物依存関連学会 
合同学術総会 運営事務局
TEL:03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/addrs2014/

会員9,000円
非会員12,000円
学生他（当日）

3,000円

月
9

月
10

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Convention Calendar
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4（土）〜5（日） ハックドラッグ 健康と美の祭典2014 in かながわ
テレビ神奈川（tvk） 事業推進室
TEL：045-651-1873
http://www.kenbisai.jp/

無料

5（日）
私学・私塾フェア2014
神奈川・東京私立中高進学相談会

一般社団法人 かながわ民間教育協会
TEL:045-364-3319
http://www.kmkk.or.jp/

無料

5（日）
平成26年度 日本内科学会
生涯教育講演会 Bセッション

日本内科学会 事務局
TEL：03-3813-5991
http://www.naika.or.jp/

有料

10（金）〜12（日）
第7回 日本国際歯科大会／
第7回 ワールドデンタルショー2014

第7回 日本国際歯科大会 事務局
（クインテッセンス出版株式会社内）
TEL：03-5842-2270

19,500円
～44,000円

13（月・祝）〜14（火） 第79回 日本泌尿器科学会東部総会
連絡事務局（株式会社コンベックス内）
TEL：03-3583-6676
http://ejua79.umin.jp/

有料

15（水） 2014日本IE協会年次大会
日本インダストリアル・エンジニアリング協会 

（日本IE協会）
TEL：03-3400-8715
http://www.j-ie.com/

IE協会会員・
協賛団体24,700円

一般43,200円

15（水）〜17（金） BioJapan 2014 World Business Forum
BioJapan 事務局

（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3565
http://www.ics-expo.jp/biojapan/

一般5,000円
（事前登録者は無料）

マッチングメンバー
登録料50,000円

15（水）〜17（金）

〜All about Photonics 2014〜
InterOpto 2014／BioOpto Japan 2014／
LaserTech 2014／LED Japan 2014

株式会社ICSコンベンションデザイン
TEL：03-3219-3643
http://www.optojapan.jp/interopto/

2,000円
（但し、事前登録者

は無料）

17（金）〜19（日） 第37回 日本高血圧学会総会
第37回 日本高血圧学会総会 運営事務局

（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/37jsh/

有料

18（土） 第20回 神奈川上肢外科研究会
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
TEL：045-974-2221
http://ksshe.umin.jp/

有料

21（火） フォーデイズ株式会社 第14回全国大会
フォーデイズ株式会社
TEL：03-5643-0651
http://fordays.jp/

有料

23（木）〜24（金） 第45回 日本看護学会−急性期看護−学術集会
公益社団法人 日本看護協会
TEL：042-492-9120
http://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/

4,000円
～8,000円

25（土） 第7回 神奈川呼吸器外科研究会 帝人ファーマ株式会社
TEL：045-473-7722 1,000円

月
10

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

…一般向けの催事
…一般向けに講座有

…会員を対象とした催事

…関係者を対象とした催事 …事前に申し込みが必要 …会議センター …国立大ホール

…招待客を対象とした催事 …当日の申し込みが可能 …展示ホール …アネックスホール

※内容が変更される場合がございます。最新情報は連絡先及び弊社 HP などでご確認ください。
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PACIFICO News

去る6月30日に開催された株主総会及び取締役会を経て、パシフィ
コ横浜の第7代代表取締役社長として鈴木隆が新たに就任いたし
ました。鈴木新社長より、パシフィコ横浜の展望をお伝えします。

【開業23年の歴史を継承して】
　パシフィコ横浜は、今年で開業23年を迎えました。2013年度
は、TICAD Ⅴ（第5回アフリカ開発会議）をはじめ大規模な国
際会議や、展示ホールを利用した長期イベントが開催されるな
ど全施設が高稼働を確保し、総売上高・会場使用料収入とも
に過去最高となり、開業以来14度目、12期連続の黒字決算を
達成することができました。
　社長就任にあたり、開業以来の実績をさらに発展させるため
に、売上・利益目標の達成と顧客満足度を向上させる商品の
提供、新たな価値の創出への取組を重点に、企業価値の一層
の向上に努めます。
　また、2013年6月に、横浜市は国土交通省観光庁の指定する

「グローバルMICE戦略都市」に選出されました。私どもパシフィ
コ横浜は、その中核施設として、使命を全うできるよう努めてま
いります。

【魅力ある施設へ、新たなチャレンジ】
　当社は、競争力の維持強化を図るべく、2013年度から2030
年度に亘る中長期大規模改修工事を開始いたしました。国内
やアジア太平洋地域では、MICE施設の新設・拡張が相次い
で計画されております。特に国内では、2020年の東京五輪の
開催が決まり、都内の既存MICE施設の拡張や都市インフラの
整備が予定されており、MICEの誘致に向けた競争が激化す
るものと思われます。
　このため、主要な設備の更新に加え、省エネや機能強化を
すすめ、国内外の競合施設に負けないように安全・安心で快適
な施設を提供して、お客様満足度の向上に努めてまいります。
　横浜市は、当社隣接地である20街区に新たなMICE施設の

整備方針を表明しました。パシフィコ横浜は、開業以来の施設運
営の豊富な経験を生かし、計画への協力を行い、横浜のMICE
機能の更なる強化にも貢献してまいります。

【国際的なプレゼンス向上を目指して】
　パシフィコ横浜の国際会議開催件数および参加者数は、12
年連続で全国1位です※2。
　当社の強みは、海を臨む美しいロケーション、国内外への良
好なアクセス、会議・展示・宿泊機能が1箇所に集積したオール
インワンの施設であり、活力あふれる街の魅力や市民のホスピ
タリティも魅力の構成要素です。
　現在、施設の規模や国際会議の開催件数では、アジアの有
力都市に及びませんが、医学をはじめとする学術系会議では
絶対的な信頼があり、今後横浜市がライフイノベーションの拠
点として発展していく中で、国際的なプレゼンスを一層向上さ
せることが可能です。
　昨年は、当社社員が世界最大のコンベンション業界組織ICCA

（国際会議協会：International Congress and Convention Association）のア
ジア太平洋支部の役員に日本で初めて選出されたほか、会議
運営の国際認証「CMP（Certified Meeting Professional）」を取得す
るなど国際舞台への進出のきっかけとなる大変意義ある年であ
りました。国内外で活躍できるホスピタリティの高い人材を育成
してゆくことは、当社の国際的な競争力を高めていくことにつな
がるものと考えております。
　グローバルMICE戦略都市・横浜の中核施設として、社員が
一丸となり、行く先をしっかりと見据えて、変化の風をチャンスと
とらえ、大きく帆を張りながら世界へと航海していきたいと思い
ます。

※1	 グローバルMICE戦略都市とは
  観光庁が海外競合国・都市との誘致競争に打ち勝てる

ポテンシャルのある都市を選定して集中的に支援し、グ
ローバルレベルの競争力を有する都市を育成することを
目的として「グローバルMICE戦略都市」事業がスタート
し、2013年、横浜市を含む５自治体が選定されました。

※2	 JNTO（日本政府観光局）2012年統計より
  日本で開催された国際会議の統計発表によると、施設別

の催事開催件数、外国人参加者数、国内参加者数、参
加者総数においてパシフィコ横浜が全国1位となりました。

鈴木　隆（すずき　たかし）プロフィール

経歴▪昭和49年 横浜市入庁。横浜市都市経営局長・行政運営調整局長・総務局長を歴任
し、平成24年 横浜市副市長を経て、平成26年6月より現職

好きな言葉▪ぶれない。こびない。へこたれない。

趣味▪10年前から始めた絵画。絵画鑑賞や旅先でのスケッチ、油絵などを描いており、
パシフィコ横浜の美しい姿もそのひとつに収めたい。ヘタだけれども自分にしか作れない
ものだから大切、と思っている。

グローバルMICE戦略都市※1・横浜の
中核施設として、さらなる発展を目指します

鈴 木 隆 社 長 展 望 を 語 る
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1994年4月25日に東日本唯一の国立国際会議場
としてオープンした国立大ホール。本年４月に
20周年を迎えました。
20年間の利用実績は催事件数2,140件・延べ来
場者数は１,051万人にのぼり、国内外の会議だ
けでなく、コンサート等の興行イベントや企業イン
センティブなど様々な用途でご利用いただいてい
ます。
オープン20周年を記念して、5月7日には国立大
ホールのエントランスを飾る国内最大級のステン
ドグラスを、時間を大幅に拡大して一般開放を行
い、多くの方々にご来場いただきました。
8月上旬には楽しい記念イベントも計画中！
詳細はホームページ等でご案内します。

パシフィコ横浜では、地域経済への貢献を測定す
るため、2012年度に開催されたMICE※1による
経済波及効果測定調査を実施いたしました。
あわせて、パシフィコ横浜が存在することで、横浜
市民に、MICEへの参加機会を提供してきた”価
値”を測定し、可視化する調査を実施しました。

※1	 	MICE：Meeting（企業ミーティング）、Incentive Travel
（報奨旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition/
Event（展示会/イベント）等のビジネスイベントの総称

おかげさまで国立大ホールオープンから20周年

～2012年度 経済波及効果測定調査～
全国への経済波及効果は約2,070億円、うち横浜市内へは約870億円、

「横浜市民が感じるパシフィコ横浜の価値」は約35億円と推計

（左）平山郁夫画伯下絵により1994年の開港記念日
（6月2日）の星空をデザインした「星座・‘94 横浜」。
発光ダイオード（LED化）で明るさが1.5倍に。
一般公開日はホームページにてご確認ください

地域経済に対する貢献

市民生活への貢献

全国 神奈川県 横浜市

①直接効果 約940億円 約610億円 約580億円

②経済波及効果
（　）内は、前回
（2007年）調査

約2,070億円
（約1,930億円）

約920億円
（約770億円）

約870億円
（約690億円）

③雇用効果
雇用者所得誘発額

約17,800人分
約545億円

約9,300人分
約253億円

約7,900人分
約238億円

④誘発税収額 約270億円
国税･地方税合計

約24億円
県民税・
事業税・
その他間接税

約14億円
主に市民税

2012年度開催催事	経済波及効果

横浜市民に対して、約35億円/年の価値を提供

横浜市内にパシフィコ横浜が存在していることで、市民が時間をかけて市外まで出かけずに、低コスト（安い交通費等）で 
高頻度に様々なＭＩＣＥに参加できるという提供価値※2を測定。

※2	 提供価値：市民がMICEへの参加を通じて感じる価値 － 訪問に必要な費用（交通費＋時間価値）

横浜市民が感じるパシフィコ横浜の価値　

詳細はパシフィコ横浜ホームページ 
http://www.pacifico.co.jp
プレスリリース「PACIFICO NEWS」
2014年3月20日発信をご参照ください。
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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
主催：みなとみらい大盆踊り実行委員会
TEL：045-221-2155（パシフィコ横浜  総合案内）

2014年8月5日（火）19：00～20：30　荒天時順延（正午決定）
場所：横浜みなとみらい21地区・臨港パーク前面海上
主催：神奈川新聞社　問い合わせ先：神奈川新聞花火大会実行委員会
TEL：045-227-0744（平日10：00～17：00）

毎年恒例、大人気の縁日コーナーや西区打ち水大
作戦など、子どもから大人まで楽しめる盆踊り大会。
今年は「ヨコハマ恐竜展2014」のマスコットキャラク
ター「サウルスくん」が会場にやって来ます。さらに、
ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル・横浜
ベイホテル東急・横浜ロイヤルパークホテルのみなと
みらい地区３大ホテルのカレーバトルなど、グルメ
企画も用意してお待ちしております。お楽しみに！

横浜の夏の風物詩、「神奈川新聞花火大会」が今年も
開催されます。首都圏有数の規模を誇る本大会では、
尺玉連打や関東最大級の直
径480メートルにおよぶ2尺玉、
音楽に合わせて打ち上がる花
火などが横浜の夜空を彩りま
す。なお、例年8月1日の実施で
すが、今年は8月5日の開催に
変更になりましたので、日程に
ご注意ください。

鉄道発祥時に初代横浜駅だった桜木町駅が7月にリ
ニューアル。みなとみらいへ雨にぬれずにアクセスが可能
となる「北改札」（1日）と新商業施設「CIAL桜木町」（16
日）がオープンします。クロークと配送サービスが利用でき
る観光案内所『横濱情報プラザ』と横浜の老舗・銘店、カ
フェ、コンビニ、生活雑貨などの飲食・物販37店舗が並
び、観光にビジネスに、便利な賑わい空間が誕生します。

海風に吹かれて夕涼み
「第7回みなとみらい大盆踊り」開催

音と光の祭典「第29回神奈川新聞花火大会」
8月5日に開催

桜木町駅が7月にリニューアル
「北改札」と「CIAL桜木町」で便利に

開駅140周年を迎えた桜木町駅（外観イメージ）

『ヨコハマ恐竜展2014』
マスコットキャラクター　
サウルスくん

一緒
に

盆
踊
り
大
会
を

楽
し
も
う
！
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パシフィコ横浜の海の玄関「ぷかりさん橋」２階の
ホテル直営レストラン・海鮮びすとろ「ピア21」に、
6月2日の開港記念日を記念して、パシフィコとホ
テルのコラボレーションメニューが登場しました。
社内公募した25案から、洋館スタイルの建物を
イメージした横浜らしいレトロなメニューが選ばれ
ました。ホテルのシェフが腕を振るった美味しい
料理を、クルージング気分でお楽しみください。

コラボレーションメニューがぷかりさん橋「ピア21」に登場！
パシフィコ横浜×ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

おとなさまランチ ぷかり風

お子様ランチの楽しさをそのままに、ボ
リュームと素材を少し上質に“おとな”仕様
にしました。ピラフ、グラタンなどにもシー
フードを使った、同店ならではの豪華なラ
ンチセット。
1,620円（コーヒー付、ランチタイム限定）

ぷかりアラモード

横浜の海をイメージしたオリジナルパ
フェ。プリン・生クリーム・アイスクリー
ムが一度に楽しめる昔ながらの懐か
しさ溢れるプリンアラモード。
850円

ぷカリーパン

シーフード（えび・帆立貝・アサリ）をふ
んだんに使用し、独自配合のスパイ
スを使ったたっぷりのカレーを、自家
製パンで包み込んだホテル特製カ
レーパン。
280円 （1日20個、テイクアウト限定）

お問い合わせ
ヨコハマ	グランド	インターコンチネンタル	ホテル
海鮮びすとろ「ピア21」　
TEL：045-223-2141　営業時間：11：30〜21：00

（ランチ 11：30〜14：30LO、ディナー 17：00〜20：00LO）
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みなとみらい
公共駐車場

カップヌードル
ミュージアム

日本丸メモリアルパーク

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

横浜ベイホテル東急

クロスゲート

みなとみらい
センタービル

MARK IS
みなとみらい

みなとみらい
グランドセントラルタワー

MMパークビル

クロスパティオ

三菱重工横浜ビル

CIAL桜木町

臨港パーク

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

横濱ミルクホール
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-221-1239

ハーベジカフェ
【軽食・喫茶／2F】
TEL:045-662-9565

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＆サービスセンター
【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 ア
ク
セ
ス

パシフィコ横浜施設内テナント情報

車でお越しのお客様電車でお越しのお客様

飛行機をご利用のお客様
（羽田空港より直通バスあり）

▶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

▶首都高速横羽線
　みなとみらいランプより約3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

編集発行／株式会社横浜国際平和会議場
2014年7月1日発行（季刊・年4回）

制作／株式会社ブーン　表紙／I.TOON Ltd.

新たな表紙を手がけたのは、NHK Eテレ
で19年連続放送中のクレイアニメ

「ニャッキ！」で知られるアニメーション作
家、伊藤有壱氏。港町を舞台にしたアニメ

「ハーバーテイル」の主人公レンガくんと
友達のカモメが、「ヨコハマ恐竜展2014」
のために船でやってきた恐竜たちを出迎
えています。次号以降もお楽しみに！

キャラクターや建物は粘土で
作ったものに、CGで質感など
を加工しています。

横浜を拠点に活躍する
アニメーション作家の新作

伊藤有壱	 Yuichi Ito

1962年 東京都生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。1998年 スタジオ
I.TOON設立。2011年 オリジナル短編アニメ「ハーバーテイル」制作。日本アニメーショ
ン協会理事。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授。

Profile

カモメ
港で暮らしている、レン
ガくんの友だち。

レンガくん
築100年以上を経た
古い洋館の赤レンガの
一片。港を見て回るた
めに壁から抜けだした。

『PACIFICO』表紙がリニューアル！

展示ホール

臨港パーク

会議センター

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル


