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著名な人気キルト作家に注目！
ケイフ・ファセット

“色の魔術師”の異名をとるケイフ・ファセット。彼の作品
に多くのインスピレーションを与える旅のスライドを見な
がらの楽しいトークショーやサイン会が楽しめます。

ウィークス・リングル

アメリカでのモダンキルトムーブメントで大きな影響を
与えているウィークス・リングル。日本初のモダンキルト
のワークショップを行います。

キャシー中島

明るい配色と大胆なデザインで人気のハワイアンキ
ルト。中でも人気ナンバー1のキャシー中島は、初日
のオープニングセレモニーやトークショーで登場。

第22回 インターナショナル・
キルトウィーク横浜2014

The 22nd International Quilt Week Yokohama 2014

特集  秋の芸術・文化イベント

第22回 インターナショナル・キルトウィーク横浜 2014

2014年11月6日（木）～11月8日（土）
10:00～18:00（最終日は17:00まで） ※入場は閉館の30分前まで

 大人（高校生以上）前売1,400円、当日1,600円
     ※中学生以下、身体障害者の方は入場無料（要証明書提示）

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

参加対象展示ホール

“夢・出会い・感動”をテーマに
繰り広げる参加型キルトの祭典
日本最大級のキルトの祭典「インターナ
ショナル・キルトウィーク横浜2014」。コン
テストの入賞作品から国内外の人気作家
の作品まで、1,000点以上ものキルトが展
示され、全国で200～300万人と言われる
キルトファンが集まるイベントです。一番
の見どころは、「IQW作品コンテスト
2014」の入賞・入選作品展。今回、キルト6
部門、生活小物2部門 約1000点の応募
作品の中から選ばれた約200点の作品を
展示発表。さらに歴代審査員13名による
作品展も開催されます。
　また、海外からは世界的な人気を誇
る色の魔術師ケイフ・ファセット、モダン
キルト作家として話題を呼んでいる

ウィークス・リングルらが参加。国内か
らはキャシー中島のハワイアンキルト、
斉藤謠子のアメリカンパッチワーク、片
桐好子の和心キルトなど、著名なキルト
作家の個性豊かな作品に出会えるの
も、このイベントの魅力です。さらに作
家から直接レクチャーが受けられる講
習会やトークショーも見逃せません。そ
の他、「幸せを運ぶピンクのキルト展」、

「韓国・台湾キルト交流展」、「南の島カオ
ハガンのキルト展示販売」、全国の人
気ショップ約150店からなる「キルト
マーケット」や「キルトのファション
ショー」なども催され、あらゆるタイプ
のキルトを鑑賞することができます。

近年、全米で大流行中のモダンキルト。
伝統的なトラディショナルパターンを
大きく扱ったり、無地をふんだんに使っ
たりすることで、若者たちのモダンなイ
ンテリアに合うシンプルでスタイリッ
シュなキルトがいま注目されています。

パッチワークとは小さい端切れを縫い
つなぐこと、さらにつなぎあわせキルト
トップを作ります。キルトトップと裏地の
間に薄い綿を入れて、重ねた状態で３
層を指し縫い（キルティング）してでき
るのがキルトです。

いま話題のキルトは『モダンキルト』 パッチワークとキルトの違い知っていますか!?

©I.TOON
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参加対象

毎年2回の開催を待ちわびるファンも多い、国内有数の室内アン
ティークイベント。着物、刀剣といった和骨董から時計、絵画など
の西洋アンティーク、古玩具、ノベルティ、各種蒐集品まで、幅広
いジャンルのアイテムが30万点以上集まります。室内イベントな
ので天候に左右されることなく、時間をかけながら品物を吟味で
きるのが魅力。また、当日先着順で骨董品やアンティークの「無料
鑑定」も実施するほか、有料で「人形供養」も受け付けます。

第26回 横浜骨董ワールド

2014年11月7日（金） ～11月9日（日）

参加対象

 前売800円、当日1,000円（小学生以下無料）
 横浜骨董ワールド事務局
 042-925-1455  http://www.kottouworld.com/

展示ホール

26th Yokohama Antique World

日本全国から和洋アンティーク
ディーラーが集結！ 
250店舗以上が出店する
国内最大規模の骨董市

日本フラワーデザイン大賞2014

2014年11月14日（金） ～11月16日（日） 

参加対象

 前売1,000円、当日1,200円
 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
  03-5420-8741  http://www.nfd.or.jp/activity/jfd-award/

展示ホール

Japan Flower Design Award 2014

日本一の作品が決まる国内最大規模の
フラワーデザインコンテスト 
第9回 NFD全国高校生フラワー
デザインコンテストも同時開催

国内最大規模のフラワーデザインコンテスト。フラワーデザイ
ン教室の講師やフラワーショップ店員、一般の愛好家らのデ
ザイン画による応募の中から、一次審査を通過した全9部門
380点の作品を展示。初日の表彰式で大賞が決定するほか、
各部門1位～3位および奨励賞、内閣総理大臣賞他5つの大臣
賞が贈られます。また、次世代を担う「第9回 NFD全国高校生
フラワーデザインコンテスト」も同時開催。場内ステージでは
過去の入賞者によるデモンストレーションで独自のアイデア
やテクニックが披露されるほか、子供も大人も楽しめる体験
レッスンが受けられます。

SARAH BRIGHTMAN in concert with Orchestra
世界でいちばん美しい歌がある

世界を代表する歌姫、イギリス
出身のサラ・ブライトマンが約
1年半ぶりに来日。『オペラ座の
怪人』『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』

『クエスチョン・オブ・オナー』など
を歌い、日本の音楽ファンにも
おなじみの存在となったサラ
ですが、2014年3月に発売され
た最新ベスト『感動のヴォーチェ
～サラ・ブライトマン・ビューティ
フル・ソングス～』ほか、全世界で

サラ・ブライトマン with オーケストラ

2014年12月9日（火） 開場18:00／開演19:00 

 S15,000円、A14,000円、B13,000円
 ウドー音楽事務所　  03-3402-5999
 http://www.udo.co.jp/Artists/SarahBrightman/

CD・DVDのトータルセールスが3,000万枚を超える人気ぶり
です。オーケストラと奏でる「世界でいちばん美しい歌」が横
浜にやってきます。
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第16回国際嗜癖医学会年次学術総会
16th International Society of Addiction Medicine Annual Meeting （ISAM2014）

合同開催

会期： 2014年10月2日（木）～6日（月）

第49回日本アルコール・薬物医学会
49th Japanese Medical Society of Alcohol and Drug Studies (JMSAS)

会 長  松下 幸生  国立病院機構久里浜医療センター 副院長

第36回日本アルコール関連問題学会
36th Japanese Society of Alcohol-Related Problems (JSARP)

会 長  成瀬 暢也  埼玉県立精神医療センター 副院長

第26回日本依存神経精神科学会
26th Japanese Society for Neuroscience of Dependence (JSND)

会 長  宮田 久嗣  東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授

http://www.congre.co.jp/addrs2014/

●運営事務局
株式会社コングレ内   〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル
TEL：03-5216-5318　FAX：03-5216-5552　E-mail：addrs2014@congre.co.jp

2014年
10月3日（金）-4日（土）
パシフィコ横浜 会議センター

物質と行動のアディクション　
～多様な時代へのチャレンジ～

平成26年度
アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会
Japanese Alcohol, Nicotine & Drug Addiction Conference 2014

演題募集期間
2014年3月3日（月）～5月29日（木）

「嗜
し

癖
へき

」とは、やめたいと思ってもそこから抜けられない悪い
習慣にふけってしまう状態のこと。アルコール、薬物などへ
の依存をはじめ、ギャンブルやインターネット等による「嗜

し

癖
へき

」は現代社会が抱える最も大きな社会・健康問題の一つと
なっています。国際嗜

し

癖
へき

医学会年次学術総会は、嗜
し

癖
へき

学を
国際的かつ包括的に扱う世界で唯一の学会であり、今回は、
日本初、アジアでは2回目の開催となります。総会では世界
トップレベルの研究者が一堂に会し、最新の研究成果につ
いて討論や発表が行われます。

第16回 国際嗜
し

癖
へき

医学会年次学術総会
（ISAM2014）

2014年10月2日（木）～10月6日（月） 

参加対象

 有料
 ISAM2014 運営事務局（株式会社コングレ内）
  03-5216-5318　  http://www.congre.co.jp/isam2014/

16th International Society of Addiction Medicine Annual Meeting
日本で初開催！「依存」と「嗜

し

癖
へ き

」の研究者が諸外国から参加する国際学会

日本のアルコール、薬物依存症問題を扱う、「第36回 日本ア
ルコール関連問題学会」「第49回 日本アルコール・薬物医学
会」「第26回 日本依存神経精神科学会」の３つの合同学術総
会。今回のテーマは、「物質と行動のアディクション～多様な
時代へのチャレンジ～」。依存症が、アルコールや覚醒剤な
どの精神作用物質から、ギャンブルやインターネットなどの
行動プロセスにまで拡大してきていることに注目し焦点を
当てたものです。また、各種講演や3学会合同のシンポジウ
ム、ワークショップなども数多く企画され、合同開催の国際
嗜癖医学会とのジョイント・シンポジウムも数多く用意され
ています。

Japanese Alcohol, Nicotine & Drug Addiction Conference 2014
現代社会に広がる様々な依存症問題について議論する合同学術総会

平成26年度
アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会

2014年10月3日（金）～10月4日（土） 

参加対象

 会員9,000円、非会員12,000円、学生ほか（当日）3,000円
 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（株式会社コングレ内）
 03-5216-5318
 http://www.congre.co.jp/addrs2014/
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Pickup Events

医薬品を中心に再生医療や機能性食品など、バイオ産業のオープン
イノベーションを目的としたパートナリングイベント。国内外の大手製薬
企業や大学・研究機関、ベンチャー企業等30ヵ国700社以上が参
加。また主催者セミナーなどが同時開催され、ノーベル生理学・医学
賞受賞者の山中伸弥
教授が主催者セミナー
で講演します。

世界最先端の
歯科医療の講演と展示

国内外のレーザー、フォトニクス、
光デバイス製品が一堂に！

バイオビジネスにおける
アジア最大級のパートナリングイベント

生物学分野最大規模の学会に
研究者が集う

安心、安全な未来の社会づくりに向けた技術・ソリューションの展示会と
ディスプレイの技術革新に関する展示会を同時開催

10/10（金）~10/12（日） 10/15（水）~10/17（金）

10/15（水）~10/17（金） 11/25（火）~11/27（木）

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

BioJapan 2014 World Business Forum 第37回 日本分子生物学会年会

 26,500円～44,000円（デンタルショーは無料）
 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）
 03-5842-2270　  （日本）http://www.quint-j.co.jp/web/JDA/

（ワールド）http://www.quint-j.co.jp/web/world141010/

 2,000円（事前登録者は無料）
 株式会社ICSコンベンションデザイン　
 03-3219-3643　
 http://www.optojapan.jp/interopto/

 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

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

 正会員10,500円、学生会員6,500円、非会員13,500円
 第37回 日本分子生物学会年会事務局（株式会社エー・イー企画内）
 03-3230-2744　
 http://www.aeplan.co.jp/mbsj2014/

社会イノベーション2014/Smart City Week2014（災害対策展、老朽化対策展、エネルギーセキュリティ/マネジメント展、次世代ヘルスケア展、テクノインパクト）
ディスプレイイノベーション 2014（プリンテッドエレクトロニクス2014、OLED2014、タッチパネル2014）

国内外の歯科医療関係者から著名な講師を招
いて開催される学術大会。今回は海外から55
名近くの講師を招き、国内の講師376名を加え
た一大講演会となります。歯科医師、歯科衛
生士の合同セッションも企画され、歯科技工士
シンポジウムも行われます。また、あわせて国内
最大級のデンタルショー「第7回 ワールドデン
タルショー2014」も開催されます。

光産業に関わる研究者や技術者の意見交換の場である、最先端技
術の国際総合展「InterOpto」。光技術のバイオ・医療分野での応用
に関する展示「BioOpto Japan」、
先端レーザー加工技術に焦点を当
てた展示「LaserTech」、そして、紫
外線で殺菌するUV-LEDなどの研
究・開発の最先端を紹介する「LED 
Japan」が同時開催されます。

生命現象を分子レベルで解明す
ることを目指す分子生物学会。
本年会は、国の内外から分子生
物学に関わる研究者が一堂に
会し、最新の研究成果について
議論を交わします。その他、高校
生による研究発表や市民公開
講座なども開催されます。

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

10/29（水）~10/31（金）

 2,000円（事前登録者は無料）    （社会イノベーション2014/Smart City Week 2014）http://expo.nikkeibp.co.jp/social/  
 日経BP イベント・教育事業局          （ディスプレイイノベーション 2014）http://expo.nikkeibp.co.jp/display/

社会イノベーション2014/Smart City Week 2014
インフラや建築物の老朽化、自然災害、少子高齢化など、さまざまな課題を克服し、
安心して暮らせる次世代の社会づくりを目指した国際会議と展示会。「災害対策」

「老朽化対策」「エネルギーセキュリティ／マネジメント」「次世代ヘルスケア」といった
テーマのセミナーと展示会で構成されています。

ディスプレイイノベーション 2014
過去20年開催してきた「FPD International」がリニューアル。モバイル端末や自動
車、医療機器などの幅広い分野で活用が進むディスプレイの展示会。ディスプレイ
メーカーおよび、ディスプレイを構成する装置や材料、計測機器メーカーが出展します。
展示のほかに基調講演や各種セミナーも開催されます。
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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
http://www.0101.co.jp/

無料

2（木）～6（月）
第16回 国際嗜癖医学会年次
学術総会（ISAM2014）

Pickup!
P.4

ISAM2014 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
http://www.congre.co.jp/isam2014/

有料

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

Pickup!
P.4

運営事務局（株式会社コングレ内）
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

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

Pickup!
P.5

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

26,500円
～44,000円

（デンタルショーは
無料）

11（土）～12（日） Rejet Fes.2014 -DISCOVERY-
TLCユーザーサポート
TEL：03-5358-1301
http://rejetweb.jp/event/rejetfes2014/

A席7,800円
S席8,800円

SS席9,800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）
～All about Photonics 2014～
InterOpto 2014/BioOpto Japan 2014/
LaserTech 2014/LED Japan 2014

Pickup!
P.5

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
（事前登録者は無料）

15（水）～17（金） BioJapan 2014 World Business Forum Pickup!
P.5

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

17（金）～19（日） 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

19（日） 『魔法科高校の劣等生』スペシャルイベント
ホットスタッフ・プロモーション
TEL：03-5720-9999
http://mahouka.jp/bddvd/event.html

有料

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

Event Calendar
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21（火） 神奈川県私立中学校・高等学校 振興大会 神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901 無料

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

21（火）～22（水） DIGI World Meeting 2014
株式会社 寺岡精工
TEL：03-3752-2131
http://www.teraokaseiko.com/

ー

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

24（金）～26（日） NLP創始者バンドラー博士 初来日セミナー
Bandler Japan 2014実行委員会
TEL：03-5444-6021
https://bandler.jp/

248,000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

26（日）
ジョジョの奇妙な冒険　
スターダストクルセイダース スペシャルイベント

ホットスタッフ・プロモーション
TEL：03-5720-9999 5,400円

29（水）～31（金）
社会イノベーション2014/Smart City Week 2014

（災害対策展、老朽化対策展、エネルギーセキュリティ/
マネジメント展、次世代ヘルスケア展、テクノインパクト）

Pickup!
P.5

日経BP イベント・教育事業局
http://expo.nikkeibp.co.jp/social/

2,000円
（事前登録者は無料）

29（水）～31（金）
ディスプレイイノベーション 2014 （プリンテッドエレク
トロニクス2014、OLED2014、タッチパネル2014）

Pickup!
P.5

日経BP イベント・教育事業局
http://expo.nikkeibp.co.jp/display/

2,000円
（事前登録者は無料）

1（土）
平成26年度 横浜市

「介護の日＆よこはま健康スタイル」フォーラム

横浜市コールセンター
TEL：045-664-2525
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/
kaigonohi.html

無料

1（土）～2（日） 舩井☆SAKIGAKEフォーラム
舩井☆SAKIGAKEフォーラム（株式会社船井メディア内）
TEL：0120-271-374
https://funaimedia.com/sakigake/

HP参照

2（日） 横浜市読書活動推進ネットワークフォーラム
横浜市中央図書館
TEL：045-262-0050
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/event/

無料

2（日）～3（月・祝） MJ’14 FALL 株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741

6,000円
（事前エントリー）

3（月・祝）
HAN-KUN TOUR2014

「LEGEND ～Roots＆Future～」
ホットスタッフ・プロモーション
TEL：03-5720-9999
http://www.red-hot.ne.jp/live/detail/20917/

5,500円（全席指定） 
※3歳以上チケット必要、

3歳未満入場不可

3（月・祝）～8（土）
50th Session of the International Tropical 
Timber Council

International Tropical Timber Organization
TEL：045-223-1110
http://www.itto.int/

無料

月
10

月
11

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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4（火）
第7回 QBハウス 全国店長会＆
ヘアカットコンテスト

キュービーネット株式会社
TEL：03-6418-9190
http://www.qbnet.jp/

無料

4（火）～7（金）
第16回 図書館総合展／
学術情報オープンサミット2014

図書館総合展運営委員会
http://2014.libraryfair.jp/ 無料

5（水）～7（金） 第73回 日本めまい平衡医学会総会・学術講演会
 運営事務局（株式会社 学会サービス）

TEL：03-3496-6950
http://www.gakkai.co.jp/memai73/

事前登録15,000円
当日登録18,000円

6（木）～8（土）
第22回 インターナショナル・キルトウィーク横浜 
2014

Pickup!
P.2

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

前売1,400円
当日1,600円

7（金）～8（土） 第69回 日本大腸肛門病学会学術集会
 学術集会 準備室

（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/69jscp/

医師12,000円、
初期臨床研修医5,000円、

コメディカル5,000円

7（金）～9（日） 第26回 横浜骨董ワールド Pickup!
P.3

横浜骨董ワールド事務局
TEL：042-925-1455
http://www.kottouworld.com/

前売800円
当日1,000円

（小学生以下無料）

8（土）
2014-15年度 国際ロータリー第2590地区
地区大会

国際ロータリー第2590地区
地区大会事務局
TEL：045-650-2590

10,000円

9（日） 2014 高橋佳子講演会 自分革命の挑戦
高橋佳子講演会実行委員会
TEL：050-3535-0515
http://keikotakahashi-lecture.jp/

3,000円

9（日） 横浜ウーマンビジネスフェスタ2014
実行委員会事務局（横浜市経済局経営・創業支援課内）
TEL：045-671-3828
http://yokohamawobizfesta.com/

一部有料

10（月）
PERFECT YEAR 2014 presents 
EXILE TRIBE 決起集会!! "THE ハイタッチ"

mu-moショップ カスタマーサポート
TEL：03-5413-8819 ー

10（月）～12（水） 第62回 日本ウイルス学会学術集会
株式会社サンプラネット メディカルコンベンション事業部
TEL：03-5940-2614
http://virus62.umin.jp/

学会員12,000円
非学会員13,000円

11（火） 第9回 居酒屋甲子園
NPO法人 居酒屋甲子園
TEL：03-3816-6880
http://www.izako.org/

有料

13（木）～15（土） 2014 日本ダイカスト会議・展示会
一般社団法人 日本ダイカスト協会
TEL：03-3434-1885
http://www.diecasting.or.jp/gyoji/2014/index.php

会議 有料
展示会 無料

14（金）～15（土） 第68回 国立病院総合医学会
運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318
https://www.congre.co.jp/nms68/

8,000円
～10,000円

14（金）～16（日） 日本フラワーデザイン大賞2014 Pickup!
P.3

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
TEL：03-5420-8741
http://www.nfd.or.jp/activity/jfd-award/

前売1,000円
当日1,200円

月
11

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場

Event Calendar
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16（日） 恩師久保角太郎先生法要・追随式典 ITRI日本センター
TEL：03-6402-2567 無料

16（日） 第10回 JFEスチール 京浜地区 OB会　
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜
地区） 労働人事部
TEL：044-322-1123

2,000円

17（月）
平成26年度 高校生就職フェアPart2

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

18（火）
平成26年度 神奈川県私立幼稚園
父母の会連合会研修大会

神奈川県私立幼稚園連合会
TEL：045-440-3210
http://www.shinshiyou.com/parents.html

無料

19（水）～21（金） Embedded Technology 2014
Embedded Technology 事務局
TEL：03-3219-3648
http://www.jasa.or.jp/et/

1,000円
（事前登録者は無料）

20（木） 第52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/

1,000円

22（土） 第39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：06-6398-5003
http://resp-sem.umin.jp/

11,000円

22（土）～23（日） 第28回 日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会
 運営事務局（株式会社学会サービス）

TEL：03-3496-6950
http://www.gakkai.co.jp/senmon28/

15,000円

23（日） たまひよ ファミリーパーク 2014 in 横浜
たまひよホットライン
TEL：0120-68-0145
http://tamahiyo.jp/park/

無料

25（火）～27（木） 第37回 日本分子生物学会年会 Pickup!
P.5

年会事務局（株式会社エー・イー企画内）
TEL：03-3230-2744　
http://www.aeplan.co.jp/mbsj2014/

有料

27（木）～28（金）
36th International Symposium on 
Dry Process（DPS2014）

DPS2014事務局
TEL：046-841-3810
http://www.dry-process.org/2014/

有料

28（金） オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2014
デジタルプロセス株式会社
TEL：046-225-3924
http://www.dipro.co.jp/event/

無料

28（金）～29（土）
第12回 第1種滅菌技師認定学科講習会
第15回 第2種滅菌技士認定講習会（11/29のみ）

一般社団法人日本医療機器学会
TEL：03-3813-1062

第1種30,000円
第2種11,000円

28（金）～30（日）
冬スポ！！ WINTER SPORTS FESTA 
Season14

冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.fuyusupo.jp/

無料

29（土） パルゆめつなごう展 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ
TEL：045-470-6863 無料

月
11

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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29（土）～30（日） モンベルクラブ・フレンドフェア
モンベルクラブ事務局
TEL：06-6538-5793
http://club.montbell.jp/

1,500円
（会員・同伴者は

無料）

29（土）～12/1（月） 第33回 日本認知症学会学術集会
株式会社サンプラネット
TEL：03-5940-2614
http://jsdr33.umin.jp/

10,000円

3（水）～5（金）
国際画像機器展2014/
ビジュアルメディアExpo2014

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

無料

4（木）～5（金） ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2014
ViEW2014係（アドコム・メディア株式会社内）
TEL：03-3367-0571
http://www.tc-iaip.org/view2014/

5,000円
～25,000円

4（木）～6（土）
第30回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会
学術総会

連絡事務局（株式会社コンベックス内）
TEL：03-3589-4422　
http://jsnet2014.umin.jp/

20,000円

7（日） 第23回 ヨコハマ ホットロッドカスタムショー2014
ムーンアイズ
TEL：045-623-9662
http://yokohamahotrodcustomshow.com/

前売3,400円
当日3,900円

9（火） サラ・ブライトマン with オーケストラ Pickup!
P.3

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

S 15,000円
A 14,000円
B 13,000円

10（水）～12（金）
2014 マイクロウェーブワークショップと
マイクロウェーブ展（MWE2014）

MWE2014事務局
（株式会社リアルコミュニケーションズ内）
TEL：047-309-3616
http://apmc-mwe.org/mwe2014/

無料

11（木）～13（土） 日本放射線腫瘍学会 第27回学術大会  
 

大会事務局（北里ライフサービス株式会社内）
TEL：042-778-8703
http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~jastro27/

8,000円
～18,000円

14（日） 第25回 日本リウマチ学会関東支部学術集会
運営事務局（株式会社JTBコミュニケーションズ内）
TEL：03-5434-8759　
http://convention.jtbcom.co.jp/25jcr-kanto/

5,000円

18（木）
第11回 神奈川産学チャレンジプログラム
表彰式･懇親会

一般社団法人 神奈川経済同友会
TEL：045-671-7110 無料

20（土）～21（日） 第18回 日本統合医療学会
 運営事務局（株式会社アイ・エス・エス内）

TEL：03-6369-9984　
http://imj2014.com/

当日
IMJ会員12,000円
非会員14,000円

学生3,000円

23（火・祝）
エキスパートナース・フォーラム2014　　
褥瘡セミナー

照林社講演会事務局
TEL：03-5689-7377
http://www.shorinsha.co.jp/

13,000円

31（水）～1/1（木・祝） BREAKERZ COUNTDOWN LIVE 2014-2015
ディスクガレージ 
TEL：050-5533-0888
http://www.diskgarage.com/

全席指定
8,618円

10（土）～12（月・祝） Pet博2015 in 横浜
Pet博運営事務局
TEL：06-6352-7942
http://www.pethaku.com/

1,300円

月
12

月
11

月
1

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場
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10（土）～12（月・祝）
冬スポ！！ WINTER SPORTS FESTA 
Season14

冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.fuyusupo.jp/

無料

11（日） ITRI日本センター第七支部 決起大会 第七支部決起大会実行委員会
TEL：03-3437-0802 無料

11（日） スポーツフォーラム21 第15回 The Baseball
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

11（日）
株式会社ファンデリー 2016年度入社 
新卒栄養士 会社説明会

株式会社ファンデリー 人事総務部
TEL：03-6741-5890
https://fundely.co.jp/recruit/fresher2016/

無料

12（月・祝） 第13回 かながわ薬剤師学術大会 第13回 かながわ薬剤師学術大会事務局
TEL：045-761-3241

当日登録
会員4,000円
一般6,000円
学生1,000円

14（水）～15（木） 第41回 横浜植木株式会社 園芸総合展示会
横浜植木株式会社
TEL：045-262-7400
http://www.yokohamaueki.co.jp/

無料

16（金）～18（日）
第8回 ひな人形・五月人形 大ご奉仕会 
in パシフィコ横浜

人形の町 岩槻 人形の東玉・赤ちゃんワールド 
プロジェクト
TEL：048-756-1111
http://www.ningyousaiji.com/

無料

18（日） 楽天証券 新春講演会 2015
楽天証券株式会社
TEL：0120-188-547
https://www.rakuten-sec.co.jp/

無料

21（水）～23（金） 第39回 日本ショッピングセンター全国大会
 一般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/event/bf2015/

未定

24（土） 第52回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会
株式会社コンベンション・ラボ
TEL：042-707-7275
http://www.jds52kanto.org/

有料

29（木）～30（金） 電機連合第101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

30（金）
平成26年度 ｢保育所等におけるアレルギー疾患
に対する普及啓発講習会｣

独立行政法人環境再生保全機構 予防事業部事業課
TEL：044-520-9571
http://www.erca.go.jp/yobou/event/senmon/

無料

30（金）～2/1（日） ジャパン フィッシングショー 2015
ジャパン・フィッシングショー2015運営事務局
TEL：03-5857-8500
http://www.fishingshow.jp/

1,300円
（中学生以下は

無料）

31（土） 横浜市福祉サービス協会 創立30周年式典
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
TEL：045-450-3110
http://www.hama-wel.or.jp/

ー

月
1

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

パシフィコ横浜は、8月8日 国立大ホール20周年記念イベント
「夏休みこども施設探検ツアー」を開催しました。多数のご応
募の中から、25組79名の方にご参加をいただきました。
パシフィコ横浜はどのような会社なのか、どのようなイベントを
開催しているのかを紹介し、普段見ることのできない舞台裏や
海を一望するシーサイドロビーなどを見学。また、5,000名収容
の大ホールの舞台上へ登壇し、壇上でアナウンスをしたり、同
時通訳などの設備を体験したりと、国際会議への参加を疑似
体験しました。
お子様向けの施設案内をするのは、初めての試みでしたが、
参加者からは、「また来たい！」「楽しかった！」とうれしい感想
を多数いただきました。なかには、「女子アナになって戻ってき
ます」との夢のあるコメントも。
今後もパシフィコ横浜を
身近に感じ、楽しんで
いただけるイベントを企
画します。お楽しみに！

みなとみらい21地区の夏の風物詩「第７回 みなとみらい大盆
踊り」（主催：同実行委員会）が臨港パーク南口広場で開催さ
れました。8月15日・16日の2日間で、約16,000人の過去最高の
来場者を記録し、大盛況のうちに終了しました。

「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」
や「ピカチュウまつりだ！せいや！せいや！inパシフィコ横浜」
から「ピカチュウ」がゲストで飛び入りし、定番の縁日コーナー
やフードコーナーも大人気となりました。
心地よい海風に吹
かれて、大きな輪
になり、夏の夕べを
楽しむ人々で連日
賑わいました。

「夏休みこども施設探検ツアー」

「第7回 みなとみらい大盆踊り」
大盛況のうちに終了

シーサイドロビーは海が目の前！

舞台登壇体験
「ようこそパシフィコ横浜へ！」

ぼくの映像操作で画面が
切り替わったよ！

同時通訳ブースで
同時通訳者体験だ

ハロー、エブリ
ワン！

舞台袖は機械がいっぱい。舞台監
督さんの説明にみんな真剣な表情

①ヨコハマ恐竜展から「サウルスくん」が登場、楽しく一緒に踊りました♪　
②シークレットゲストで「ピカチュウ」が参加！　
③西区文化協会の踊り手さんのリードで、たくさんの輪になって踊りました　
④盆踊りの灯りは電気自動車「日産リーフ」が供給するスマートエネルギー　
⑤みなとみらい３大ホテルのカレーバトルをはじめ、飲食コーナーは大人気　
⑥どの色も可愛いくて、目移りしちゃうヨーヨーつり

開催レポート

開催レポート

3

4

1

2

5 6

国立大ホール20周年記念イベン
ト

同時通訳レシーバーを
つけてみよう！

大きなステンドグラス！
どんな星座が見えるかな？

天の川が
見える！

英語が
聞こえるよ！

緊張する〜

©2014 Pokémon. ©1995-2014 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ベイブリッジが
見える！
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6月30日、アメリカ・フロリダ州のオーランドで開かれた国際ゾンタ
世界大会において、「第64回 国際ゾンタ世界大会（2018年）」の
開催地が横浜に決定しました。欧米圏以外では初めての開催と
なります。国際ゾンタ26地区（日本）による積極的な誘致活動と、
日本政府観光局（JNTO）、横浜市、公益財団法人横浜観光コン
ベンション・ビューローとパシフィコ横浜が協力して横浜開催の利
点をアピールしたことが決定につながりました。
国際本部による視察の際は、日本最大級のMICE施設であるパ
シフィコ横浜の機能性や、みなとみらいエリアのホテルや商業施
設が充実しているといった横浜の多彩な魅力が高く評価を得ま
した。また、世界中から女性が集まる会議という特性もあり、横浜
市が政策に掲げている女性が働きやすい環境作りへの先進的
な取り組みが決定を後押ししています。
2018年の横浜開催にあたっては、市内への経済波及効果はもと
より、女性に関する施策等への相乗効果も大いに期待されます。

7月16日～8月28日 「ヨコハマ恐竜展2014」（主催：同運営事務
局）が開催され、44日間で約19万3千人の来場となりました。
アメリカ・モンタナ州のロッキー博物館所蔵の標本30点が集
結。門外不出とい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」が横浜に初上陸し、鋭い歯が並ぶ
凶暴な口元は、子供たちをくぎ付けにしました。初日には、
展示テーマ「新説・恐竜の成長」の解説のため、古生物学
者ジャック・ホーナー博士が来場。「現在、学名がつけられた
白亜紀の恐竜のうち3分の1以上が、実は異なる種ではなく
同一種の成長個体である」など博士の衝撃的な新たな学
説が披露されました。周辺観光・商業施設で特典が受けら
れる「サービスクーポンガイド」も大好評のなか、連日多くの
家族連れで賑わいました。

開催決定！  「第64回 国際ゾンタ世界大会」誘致成功

連日大盛況！  「ヨコハマ恐竜展2014 ～新説・恐竜の成長～」

①幼体から成体までの成長過程が分かる標本展示　②恐竜に触ってみたよ！　
③プレイコーナーで恐竜の時代にタイムトリップ体験　
④ロッキー博物館所蔵の標本

⬆リアルに動いて本当に怖い！　ホーナー
博士の学説をもとに復元した大迫力の実
物大「ティラノサウルスロボット」

⬅ヨコハマ恐竜展
応 援 隊 長として
AKB48 チームK
のメンバーの永尾
まりやさんが来場、
自分で描いた恐竜
の絵で盛り上げま
した

⬅映画「ジュラシック・パーク」の監修者で
主人公のモデルとして有名な古生物学者

「ジャック・ホーナー博士」が新説を自ら解説！

➡横浜初上陸の「ティラノサウルス・
レックスの実物頭骨」

開催レポート

国際ゾンタは全世界の女性の地位向上のために
活動する世界的な奉仕団体で、世界67ヶ国に
1,200以上のクラブがあり、約30,000人の会員
で運営されています

⬆今年のオーランドでの国際ゾンタ世界大会の
様子。2018年の横浜大会では2,000名、うち海
外から1,200名の参加を見込んでいます

1
2 3 4

神奈川新聞社提供

神奈川新聞社提供

神奈川新聞社提供
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展示ホールの２階、海とベイブリッジが
目の前の絶好のロケーションにあるレス
トラン、アッティモとダンゼロ。10月に入
り、美味しい秋の味覚が揃いました！　
どちらもシェフのこだわりで選ばれた地
場の野菜や新鮮な魚をふんだんに取
り入れ、目に美味しく、体に優しいお料
理たち。デートや記念日だけではなく、
カジュアルにもお使いいただけます。
その中でもおすすめのラインナップを
ご紹介！

このコースを食べるとイタリア旅行ができると評判のメ
ニュー。イタリアの各州の伝統料理を中心に、日本の
旬の食材を合わせたアッティモオリジナルコースです。
メニューには、各州の特徴、料理に関する情報などが
満載なのでその土地に行った気分に。2ヶ月毎に変わる
メニューで、各州を制覇して、イタリア一周を狙っては？

日本の四季を織り交ぜ、和魂洋才の
精神を糧にしたオリジナル和洋折衷フ
レンチコース。こだわりの朝採り三島野
菜をはじめ、毎月旬のものから、シェフ自
らが選び抜いた食材を使用。特にメイ
ンディッシュは、じっくりと低温で素材の
旨みをとじこめながら焼き上げた極上の
一品でお楽しみいただけます。

※写真は8月・9月のメニュー
10月・11月は、中部イタリア「トスカーナ州～ウン
ブリア州」です

白を基調とした淡い
グリーンが美しいエ
レガントな店内。夜
はまるで静かな海の
なかにいるような幻
想的な空間に

美味しい秋を
召し上がれ！

リストランテ アッティモ

レストラン ダンゼロ

★季節限定　「スタジオーネコース」5,400円

★フリードリンク付きディナーコース 
7,500円

「パシフィコ横浜ウィンターイルミネーショ
ン」が10月30日からスタートします。
店内からもイルミネーションがご覧いた
だけます。（詳細は15ページ参照）

おすすめ情報

パシフィコ横浜 グルメ情報

カジュアルエレガントな店内

その他おすすめメニュー
★ランチコース	 2,000円～
レディースランチ（火曜日限定）1,620円
★パーティーメニュー（立食280名まで）
おつまみプラン	2,500円
フリードリンク付きパーティープラン6,500円
女子会プラン	 5,000円

その他おすすめメニュー
★ランチセット	 2,000円～
★ディナーコース	5,000円～
フリードリンク付きレディースプラン	
4,500円

★パーティーメニュー（立食250人まで）
フリードリンク付きパーティープラン	
5,400円～

TEL	045-640-1270
URL	http://www.attimo.jp/
ランチ	11：30～15：30（LO	14：30）
ディナー	17：30～22：00（LO	21：00）
（休）月曜日（祝日の場合は、翌日振替）
（席）130席
（予）ランチ2,000円～、
　　ディナー5,000円～

リストランテ アッティモ（ATTIMO）

TEL　045-633-3563
URL　http://danzero.net/
ランチ	11：30～15：00（LO	14：00）
ディナー	17：30～22：00（LO	21：00）
（休）月曜日（祝日の場合は、翌日振替）　
（席）100席
（予）ランチ1,480円～、ディナー5,000円～

レストランダンゼロ（DANZERO）

※写真はイメージです。どんなメニューになるか、お楽しみに！
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1,580円→1,250円に
通常 お一人様4,130円→3,800円（税込）

毎年恒例の冬のイルミネーション「パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2014」。
ベイブリッジや横浜港の美しい夜景との光の競演で大好評のイベントです。
今年は、省エネルギー技術とアーティストの融合イベント「スマートイルミネーショ
ン横浜2014」に初参加し、実施を約1か月早めて開催します。
パシフィコ横浜の玄関、クイーンモール橋周辺や展示ホール2F海側のレストラ
ン前をきらめく光で彩るほか、ぷかりさん橋へのアプローチとなる階段やターミナ
ルの装飾を一新。シャンパンゴールドに輝くターミナルと七色に彩られるウッド
デッキで幻想的な夜を演出します。レストランディナーとあわせて、ロマンチック
なデートコースに加えてみては？

「スマートイルミネーション横浜」に初参加！
パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2014

パシフィコ横浜 催事情報

開催概要 参考情報

パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2014
2014年10月30日（木）～2015年2月15日（日）日没～24：00
実施エリア： クイーンモール橋周辺およびぷかりさん橋、
 展示ホール2F海側デッキ（レストラン アッティモ・ダンゼロ前）
お問い合わせ： パシフィコ横浜 総合案内　045-221-2155
URL：www.pacifico.co.jp

～東アジア文化都市2014横浜～
スマートイルミネーション横浜2014
2014年10月30日（木）～11月3日（祝・月） 17：00～22：00
実施エリア： 象の鼻パーク、横浜都心臨海部、ほか
お問い合わせ： イベント事務局　045-633-9660
URL：http://www.smart-illumination.jp/

写真はイメージです
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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

広報誌PACIFICO設置エリアは

2014年10月1日発行（季刊・年4回）

制作／株式会社ブーン　表紙／I.TOON Ltd.

芸術・文化の秋。横浜では毎年多くの音楽
イベントが行われます。そこで今回の表紙は

「音楽」をテーマに、パシフィコ横浜で行われ
る芸術・文化に関連するイベントをモチーフ
に描いています。港街「Y」の住人レンガくん
が指揮者を務め、秋の夕焼けをバックに、仲
間たちや街の建物と、優雅で華麗な演奏を
繰り広げています。

表紙用の撮影を行う、伊藤有壱氏

「Blue Eyes -in HARBOR 
TALE-（ブルーアイズ イン 
ハーバーテイル）」

（製作：I.TOON Ltd.）
伊藤有壱監督のオリジナルアニ
メーション。ビスクドールとレンガくん
が登場する港街の物語の最新作

芸術・文化の秋
コーラスを奏でる港街

ビスクドール
100年以上の時を経て、
港街「Y」で命を宿した少
女の人形。

今月の表紙 『PACIFICO』Vol.66  

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

横浜をモデルにしたアニメ「ハーバーテイル」とのコラボレーション


