
イベントカレンダー 2015年10月～2016年1月
見逃せないイベントが盛りだくさん

パシフィコ横浜最新ニュース

Calendar

パシフィコ横浜のCS活動・MICEのお仕事体験イベントレポート ほか
Pacifico News

第31回 日本義肢装具学会学術大会 ほか

義肢装具の現在と未来について考特集 える

未来につなぐ　
先端技術

パシフィコ横浜 イベント情報 ［広報誌］

Vol.70 2015年
10/11/12月



The 31st Scientific Meeting of the Japanese Society 
of Prosthetics and Orthotics, 2015

日本義肢装具学会は、医師・義肢装具士・エンジニア・理
学療法士・作業療法士・義肢装具製作技術者などの義
肢装具に関わる様 な々プロフェッショナル約2,500名がメン
バーとなっている学会です。
年に一度開催される『日本義肢装具学会学術大会』で
は、国内外の研究者や医師などによる特別講演やシンポ
ジウムが行われるほか、企業や研究機関などが参加す
る、最新義肢装具を体感できる展示もあります。また、今
年度はサブテーマのひとつに『スポーツ』が取り上げられ
ており、2020年のパラリンピックに向け、義肢装具の知識
や理解が深められる大会となっています。

義肢装具の現在と未来について
考える長い伝統を誇る学術大会

江戸後期に、医療伝道宣教師として来日したジェームス・カーティス・ヘボン博士。横
浜の宗興寺の敷地内に、神奈川施療所を設立して医療活動を開始したのが
1859年。以降31年間、横浜における近代医学のパイオニアとして活躍し、現在の
横浜市立大学医学部の前身である、横浜十全病院の医療にも多大な影響を与え
ました。そのヘボン博士は1867年に、演技中に落下して傷を負い、脱

だ っ そ

疽（壊死の状
態から、腐敗菌感染などのためにさらに悪化したもの）を患った当時の人気歌舞伎
役者・三代目澤村田之助の左足切断手術を施術。そして、近代的な義足をアメリカ
から取り寄せて装着させ、舞台に見事復帰させるという偉業を初めて成し遂げまし
た。この切断手術の様子は、現在も横浜市立大学医学部図書館の入口に錦絵と
して飾られています。
それまで竹などを編んで
下腿の断端を入れる棒
義足などしかなかった日
本において、初の義足を
用いた例だと言われてい
ます。同大学には、この
功績を称え、『ヘボンホー
ル』と名付けられた講堂も
造られています。

第31回 日本義肢装具学会
学術大会

第31回 日本義肢装具学会学術大会

2015年11月7日(土)～11月8日(日)
 2,000円〜15,000円
 大会事務局（公立大学法人横浜市立大学 附属病院リハビリテーション科）
 045-787-2713　　  http://web.apollon.nta.co.jp/jspo31

参加対象

パラリンピックで注目を集める義肢装具

C o l u m n

展示ホール

義肢装具学とは
事故や病気で失った手や足を補うために装着する人工四肢を
「義肢装具」といいます。義肢装具学は、精神的な問題を軽減し、
身体機能を回復できるよう、義肢装具を改良し、効果的なリハビ
リや使用方法まで考える学問です。日常生活はもちろん、スポー
ツ競技用の義肢装具も作られており、障害者のスポーツ文化の
発展にも貢献しています。

ヘボン式ローマ字の考案者
としても有名なヘボン博士
の肖像（左）と切断手術の錦
絵（右）

2014年に行われた冬季パラリンピック・ソチ大
会では、日本代表の躍進が注目を集めました。そ
の活躍を支えていたのが、スポーツ競技用の義肢
装具です。昨今、大きく進化している競技用義肢
装具は、「失われた身体機能を補うだけでなく、身
体能力を大きく伸長させる効果を持つことで従

来の記録を塗り替える要因ともなっており、ス
ポーツの概念を変えつつある」とも言われ注目を
集めています。2016年のリオデジャネイロ大
会、そして2020年の東京大会では義肢装具に注
目してみると、スポーツの見方も変わってくるか
も知れません。

11/8

特集 秋・冬の学会・学術イベント
©I.TOON Ltd.

近代医療のパイオニアがつなぐ
横浜と義肢装具学の縁

どなたでもご参加いただける
市民公開講座もあります！
 テーマ：

「旅へ出よう！みんな一緒に
 –旅行を支援する人・モノ・しくみ–」
日　時 ： 2015年11月8日（日）　15:00～16:30
会　場 ： 会議センター

参加無料
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展示ホール アネックスホール

第25回 日本医療薬学会年会

開催：2015年11月21日（土）～11月23日（月・祝）

 3,000円〜16,000円
 運営事務局（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内）
 03-5434-8759　  http://convention.jtbcom.co.jp/25jsphcs

参加対象

医療の発展と共に薬剤も日進月歩で進化し、私たちの健康な生活
と高寿命化に貢献しています。病院・薬局・製薬企業の関係者が参
加する日本医療薬学会年会では、学会が設立された1990年から
の25年を振り返り、医療薬学がどのように社会に貢献したかを考え、
さらにこれから先の四半世紀にどのような発展を遂げるべきなのか
を話し合います。がんや糖尿病などの最新投薬治療の研究報告を
はじめ、地域やスポーツと医療薬学の関わりなど、多彩な切り口で
講演やシンポジウムが開催されます。そのほか、一般に公開される
発表会やポスター展示、市民公開講座なども予定されています。

医療薬学の歩んできた道を知り
これからの目指すべき未来を考える

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society 
of Pharmaceutical Health Care and Sciences

私たちの暮らしをより豊かに変える最新の産業機械と先端技術の国際会議

IECON2015 
41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

IECONはアメリカを中心に国際的な大都市で毎年開催される、産
業電機分野における最大規模の国際会議です。工場の生産機械
に使われている電力変換器や産業用ロボット、機器を制御するソフ
トウェアといった多彩な分野の最新機械や先端技術が発表されま
す。日本での開催は15年ぶり、横浜では初開催となり、約40か国か
ら1,000名の参加が見込まれています。
今回は高齢化社会が抱える介護問題や環境問題といった様々な
社会問題に適応し、また解決を図るための新たなエレクトロニクス
技術についても議論や発表が行われます。

IECON2015　41st Annual Conference of 
the IEEE Industrial Electronics Society

 HP参照
 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
 http://iecon2015.com

開催：2015年11月9日（月）～11月12日（木）

参加対象

11/23
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Pickup Events

 無料
 たまひよホットライン
 0120-68-0145
 http://tamahiyo.jp/park/

体験＆参加型プログラムが盛りだくさん！
妊婦や子育て家族の幸せ応援イベント

11/1（日）

たまひよ ファミリーパーク 2015 in 横浜

 前売800円 当日1,000円
 横浜骨董ワールド事務局
 04-2925-1455
 http://www.kottouworld.com

日本最大級のインドア骨董フェア
骨董無料鑑定会も同時開催

11/13（金）~11/15（日）

全国から250店舗が出店する日本最大級の
骨董フェア。着物・箪笥・刀剣などの和骨董
や、陶磁器・銀器・時計・ランプといった西洋
アンティーク、ポップな欧米のヴィンテージ雑
貨など幅広いジャンルから約30万点が出品
されます。また、骨董品無料鑑定や買取り相
談会、不要になった人形供養の受け付けも
同時開催。入場者全員に特別冊子のプレゼ
ントもあります。

妊婦さんや子育てファミリー向けのイベント。子育てライフに役立つ
グッズやサービスを紹介する出展ブース、なりきり表紙体験やたま
ちゃんひよちゃんとの記念撮影など家族で
楽しめる体験・参加型のプログラム、人気
アーティスト「ケラケラ」がママのために
作った曲を披露するスペシャルライブなど、
盛りだくさん。マタニティペイントやマタニ
ティヨガなど妊婦さん向けプログラムも充
実。来場者にはプレゼントも。

第28回 横浜骨董ワールド

 150USドル～850USドル
 株式会社イーサイド
 03-6435-8789
 http://www.ietf.org/meeting/94/index.html

インターネット関連技術の
世界的標準を決める国際会議

11/1（日）~11/6（金）

今や世界中をつなぎ、生活の上で欠かせないインターネット技術。
IETFは、各国の専門家約40か国1,100名以上が集まり、インター
ネットで利用される技術の標準化を
策定する国際会議です。今回は日
本のインターネットの父と呼ばれる
村 井 純 氏が 創 設した W I D E 
Project がホスト。日本の技術を世
界に示す場でもあります。

94th IETF Meeting Yokohama
(Internet Engineering Task Force)

 指定席9,800円、プラチナム指定席20,000円
 クリエイティブマンプロダクション
 03-3499-6669
 http://www.creativeman.co.jp/

伝説的ロックバンドの名曲をカバーした
アルバムを携え、約2年ぶりに来日公演

10/30（金）

イギリスのハードロックバンド『ホワイトスネ
イク』の約2年ぶりとなる来日公演です。
1977年の活動開始以来、解散と再結
成を繰り返しながらもボーカルのデヴィッ

ド･カヴァーデイルは第一線で活躍。彼が
かつて在籍していた伝説的ロックバンド

『ディープ･パープル』の名曲をカバー、今
年4月に発売した『ザ･パープル･アルバ
ム』を携えての熱いステージは必見です！

WHITESNAKE THE PURPLE TOUR
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Pickup Events

九州の農畜水産物、加工食品や酒など
多彩な「食」の魅力を日本中へ発信

12/3（木）~12/4（金）

 無料（関係者のみ入場可能）
 一般社団法人九州経済連合会 農林水産部
 092-761-4261
 http://www.kyukeiren.or.jp/allfood/

九州・山口･沖縄の農畜水産物･加工食品・酒などの生産･加工を
行う約200社が集まる、横浜初開催となる商談会。百貨店・スー
パー・コンビニ・外食産業・ホテルな
ど、全国から招いた多数の優良バ
イヤーに向けて、九州の特産品の
魅力をPRします。九州の美味しく
て安全な食の幸が、これまでよりさ
らに身近になることでしょう。

オール九州食品商談会 in 横浜

 無料
 公益財団法人横浜市老人クラブ連合会
 045-433-1256
 http://yokorouren.com/

楽しく運動をして、
健康寿命を伸ばそう

12/12（土）

高齢者が健康的で活き活きとした日常を送れるように、スポーツの楽
しさを紹介するイベント。円盤を投げ、ゴールに入るまでの回数を競う
「ディスクゴルフ」ほか、球を投げ
て、目標からより近い距離を競う

「室内ペタンク」や、スキーのように
二本のストックを使うことで、歩行を
補助し運動効果を高められる「ノル
ディックウォーク」などのシニア向け
スポーツが体験できます。

創業67年の家具･インテリア専門店主催による展示販売会。国内
有名産地メーカーとの協力を基に新作家具をいち早く展示。ヨー
ロッパの最新デザイン家具や60％
以上オフのアウトレット品など、お得
な価格で提供されます。さらには期
間中の配送費、組立費、設置が無
料に。そのほか、総額10万円分の
割引クーポン券プレゼントにも注目
です。

 無料
 株式会社村内ファニチャーアクセス 外商部
 042-691-1218
 http://www.murauchi.net/news/dynamic_bargain.html/

国内外メーカーの家具を
お買い求めやすい価格で大量展示販売

11/22（日）~11/23（月・祝）

村内ファニチャーアクセス　ダイナミックバーゲン

組込み技術とは家電製品や機械に組込まれているソフトを開発する
技術のことで、IoTとはそれらをインターネットでつなげる技術。例えば
一人暮らしの高齢者の家電の使
用状況から安否確認するサービス
などに活用されています。世界最大
級の組込み総合技術展と、初の
IoT総合技術展を同時開催するこ
とで、さらなる応用拡大を図り、より
豊かで安全な暮らしを実現します。

 1,000円（事前登録・招待状持参者は無料）
 事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
 03-3219-3648
 http://www.jasa.or.jp/expo/

組込み技術とインターネット技術の
応用拡大により豊かで安全な暮らしを実現

11/18（水）~11/20（金）

Embedded Technology 2015/
IoT Technology 2015

シニアスポーツの祭典
より気軽に！ より身近に！ より楽しく！
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1（木）
平成27年度 日本介護福祉士養成施設協会
関東信越ブロック教員研修会

聖ヶ丘教育福祉専門学校
TEL：045-335-2312 8,000円

2（金）～3（土） ユニコーン EBI50祭 「海老乃大漁祭」 DISK GARAGE
TEL：050-5533-0888

特等席10,800円
一等席8,640円

2（金）～4（日） 第9回 日本緩和医療薬学会年会
10/2

大会事務局（昭和大学 薬学部 薬物療法学講座内）
TEL：03-3784-8440
http://www.kanwayaku9.org/

8,000円
～13,000円

3（土）～4（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）

4（日）
私学・私塾フェア2015　
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

4（日） 大学進学フェスタ2015 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/festa/

無料

4（日） 第7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

5（月）～8（木） Asia Steel International Conference 2015
Asia Steel 2015 Secretariat c/o ISS, INC.
TEL：03-6369-9984
http://www.asiasteel2015.com/

有料

7（水） 第3回 窓口担当者レベルアップ交流会
神奈川県信用農業協同組合連合会
TEL：046-228-4307
http://www.jabank-kanagawa.jp/

無料

8（木）～10（土）
JACLaS EXPO 2015
―臨床検査機器・試薬・システム展示会―

一般社団法人日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）
TEL：03-3830-0920
http://jaclas.or.jp/exhibitions/index.html

無料

8（木）～10（土） 日本臨床検査自動化学会 第47回大会
一般社団法人日本臨床検査自動化学会事務局
TEL：03-3813-6635
http://www.jscla.com/

8,000円

10（土）～11（日）
医学書院 看護特別セミナー
パトリシア・ベナー博士来日講演会

事務局（有限会社あゆみコーポレーション内）
TEL：06-6441-4918
http://www.igaku-shoin.co.jp/seminarTop.do

S席12,000円
A席10,000円

11（日）
LAWSON presents TrySail Live 2015 

“The Golden Voyage of TrySail”
DISK GARAGE
TEL：050-5533-0888

全席指定
5,940円

13（火） 第3回 私は自分の仕事が大好き大賞
株式会社東京カモガシラランド
TEL：03-5937-5478
http://watashigo.org

前売2,000円
学生前売120円

当日3,000円

14（水）～16（金） BioJapan 2015 World Business Forum
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/main/index.html

5,000円
（事前登録者は

無料）

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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14（水）～16（金）
InterOpto 2015/BioOpto Japan 2015/
LaserTech 2015/LED Japan 2015

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

2,000円
（事前登録者は

無料）

16（金）～17（土） 第10回 エコアクション21全国交流研修大会 中央事務局（一般財団法人持続性推進機構内）
http://www.ea21.jp

認証・登録事業者
無料

17（土） 第21回 神奈川上肢外科研究会
神奈川上肢外科研究会 事務局
TEL：044-977-8111
http://ksshe.umin.jp/

有料

17（土）～18（日） 舩井フォーラム2015
株式会社船井本社 舩井フォーラム事務局
TEL：0120-271-374
http://evavision.jp/forum/

一般18,000円

18（日） エピック･ゲームズ･ジャパン Unreal Fes 2015
UNREAL ENGINE
TEL：045-226-4555
https://www.unrealengine.com

無料

18（日）～22（木）
第11回 高分子工学に基づく
先進高分子に関する国際会議（APME2015）

近畿大学分子工学研究所
TEL：0948-22-7210
http://www.apme2015.jp/

一般60,000円

19（月） 2015 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
TEL：03-3400-8715
http://www.j-ie.com/

IE協会会員・
協賛団体27,200円

一般47,500円

21（水）～23（金） 日本臨床麻酔学会 第35回大会
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://depoc.net/jsca35/

有料

24（土） 日本認知症ケア学会 第50回教育講演
日本認知症ケア学会事務センター
TEL:03-5206-7431
http://184.73.219.23/d_care/kyouikukouza/
50_kyouikukouen/50_kyouikukouen.htm

5,000円

24（土）～25（日）
日本顎咬合学会 関東甲信越支部学術大会 
認定医教育研修会

ながさか歯科クリニック
TEL：042-548-4618
http://www.ago.ac/

非会員
Dr12,000円

DH・DT6,000円
（詳細はHP参照）

25（日）
第47回 関東ブロックPTA研究大会 
横浜大会 全体会

横浜市PTA連絡協議会
TEL：045-662-7080 無料

25（日） 日本認知症ケア学会 2015年度関東地域大会
日本認知症ケア学会事務センター
TEL:03-5206-7431
http://184.73.219.23/d_care/chiiki/kantou4/
kantou4_1.html

10,000円

27（火） アマノ HRソリューションフェア2015 in 神奈川 アマノ株式会社
http://www.amano.co.jp/fair2015/ 無料

28（水）～30（金）
平成27年度 NEDO新エネルギー成果報告会（太陽光発電、 
海洋エネルギー、系統連系、風力発電、熱利用、バイオマス分野）

国立研究開発法人 新エネルギー・
産業技術総合開発機構 新エネルギー部 
TEL:044-520-5270

無料

30（金） WHITESNAKE THE PURPLE TOUR Pickup!
P.4

クリエイティブマンプロダクション
TEL：03-3499-6669
http://www.creativeman.co.jp/

指定席9,800円
プラチナム指定席

20,000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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31（土）～11/1（日）
第11回 日本鍼灸師会全国大会 
in 神奈川 11/1

株式会社キューアイ・マネージ（公益社団法人神奈川県鍼灸師会 代理店）
TEL：050-3724-3299
http://www.harikyu.or.jp/

会員
事前10,000円
当日12,000円

（非会員別料金）

1（日）
パズル＆ドラゴンズTCG
日本選手権 関東A大会

カスタマーサポートセンター
TEL：0570-002-001
http://pad-tcg.com

無料

1（日） たまひよ ファミリーパーク 2015 in 横浜 Pickup!
P.4

たまひよホットライン
TEL：0120-68-0145
http://tamahiyo.jp/park/

無料

1（日）
「デュラララ！！×2 承」スペシャルイベント 
デュラララウンジ！！ in パシフィコ横浜

ショウゲート
http://www.sginfo.jp 6,800円

1（日）～6（金）
94th IETF Meeting Yokohama

（Internet Engineering Task Force）
Pickup!

P.4

株式会社イーサイド
TEL：03-6435-8789
http://www.ietf.org/meeting/94/index.html

150USドル
～850USドル

5（木） フォーデイズ株式会社 第15回全国大会
フォーデイズ株式会社
TEL：03-5643-0651
http://fordays.jp/

有料

7（土）
横浜女性ネットワーク会議・横浜ウーマンビジネス
フェスタ2015～わたしたちのネクストステージ～

事務局
TEL：045-227-7449
http://network-wobizfesta.yokohama

一部有料

7（土）
株式会社メディカ出版看護セミナー

『とことんやさしい脳神経外科』
株式会社メディカ出版
TEL：0120-306-911
http://www.medica.co.jp

18,000円

7（土）～8（日） MJ’15 FALL
株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741
http://mjs-co.net

事前エントリー
6,000円

7（土）～8（日） ポケモンカードゲーム バトルフェスタ2015
ポケモンカードゲームサポートデスク
TEL：0120-330-362
https://www.pokemon-card.com/contact/

無料

7（土）～8（日） 第31回 日本義肢装具学会学術大会
11/8

Pickup!
P.2

大会事務局（公立大学法人横浜市立大学 附属病院リハビリテーション科）
TEL：045-787-2713
http://web.apollon.nta.co.jp/jspo31

2,000円
～15,000円

8（日） 2015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

9（月）～12（木）
IECON2015  41st Annual Conference of 
the IEEE Industrial Electronics Society

Pickup!
P.3

事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
http://iecon2015.com HP参照

10（火） 第10回 居酒屋甲子園 全国大会
NPO法人 居酒屋甲子園
TEL：03-3816-6880
http://www.izako.org/

有料

10（火）～12（木）
第17回 図書館総合展／
教育・学術情報オープンサミット2015

運営委員会
TEL：03-3357-1462
http://www.libraryfair.jp/

無料

月
11

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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13（金）～15（日） 第28回 横浜骨董ワールド Pickup!
P.4

横浜骨董ワールド事務局
TEL：04-2925-1455
http://www.kottouworld.com

前売800円
当日1,000円

14（土）
国際ロータリー第2590地区 2015-16年度
地区大会

大会事務局
TEL：045-650-2590 無料

14（土）～15（日） 第4回 日臨技首都圏支部医学検査学会
11/14～15

一般社団法人神奈川県臨床検査技師会
TEL：045-212-2862
http://web.apollon.nta.co.jp/jinringi2015/

5,000円

15（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

15（日） 第11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

16（月） 第8回 QBハウス全国店長会＆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

18（水） 第53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：045-641-0337
http://www.kanagawa-koupren.org/

1,000円

18（水）～20（金）
Embedded Technology 2015/
IoT Technology 2015

Pickup!
P.5

事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3648
http://www.jasa.or.jp/expo/

1,000円
（事前登録・招待状

持参者は無料）

19（木）
平成27年度 神奈川県私立幼稚園父母の会
連合会研修大会

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

無料

20（金）
凛として時雨 Tour 2015 FINAL 

“Hyper S.O.S.”
HOT STUFF PROMOTION
TEL：03-5720-9999
http://www.red-hot.ne.jp

着席指定席5,940円
指定席5,400円

21（土）～23（月・祝） 第25回 日本医療薬学会年会
11/23

Pickup!
P.3

運営事務局（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内）
TEL：03-5434-8759
http://convention.jtbcom.co.jp/25jsphcs

3,000円
～16,000円

22（日） 文化放送A&Gオールスター2015
ちけっとぽーと
TEL：03-5561-9001
http://www.joqr.co.jp/allstar2015/

全席指定
前売6,500円
当日7,000円

22（日）～23（月・祝）
村内ファニチャーアクセス　
ダイナミックバーゲン

Pickup!
P.5

株式会社村内ファニチャーアクセス 外商部
TEL:042-691-1218
http://www.murauchi.net/news/dynamic_bargain.html/

無料

24（火）
平成27年度 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

25（水）～27（金）
2015 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（MWE 2015）

MWE2015事務局
TEL：047-309-3616　
http://apmc-mwe.org/mwe2015/

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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26（木）～28（土） 第56回 日本肺癌学会学術集会
 
 

運営準備室（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/56jlcs/

3,000円
～25,000円

27（金）～29（日） 冬スポ！！ WINTER SPORTS FESTA Season15
冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.fuyusupo.jp

無料

28（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：045-470-6865
http://www.palsystem-kanagawa.coop/

無料

30（月）～12/3（木） 動力エネルギー国際会議 （ICOPE-15）  事務局（株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984
http://www.jsme.or.jp/pes/ICOPE-15/index.html

非会員
事前79,000円
当日84,000円

1（火） 計装士技術維持講習 一般社団法人日本計装工業会
TEL：03-3580-8921 13,370円

2（水）～4（金）
国際画像機器展2015／
ビジュアルメディアEXPO2015

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

3（木）～4（金） ビジョン技術の実利用ワークショップ ViEW2015
画像応用技術専門委員会事務局「ViEW2015」係
TEL：03-3367-0571
http://www.tc-iaip.org/view2015/

5,000円
～25,000円

3（木）～4（金） オール九州食品商談会 in 横浜 Pickup!
P.5

一般社団法人九州経済連合会 農林水産部
TEL：092-761-4261
http://www.kyukeiren.or.jp/allfood/

無料
（関係者のみ

入場可能）

4（金） オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2015
デジタルプロセス株式会社
TEL:046-225-3924
http://www.dipro.co.jp/event

無料

4（金）～5（土）
第13回 第1種滅菌技師認定学科講習会
第16回 第2種滅菌技士認定講習会（12/5のみ）

一般社団法人日本医療機器学会
TEL：03-3813-1062
http://www.jsmi.gr.jp/sterilization/class/

第1種30,000円
第2種11,000円

4（金）～7（月）
2015 ICHIKURA KIMONO PREMIUM
新作きもの展示販売会

株式会社一蔵 KIMONO PREMIUM 実行委員
TEL：0120-04-6002 無料

5（土） 第17回 神奈川看護学会
 公益社団法人神奈川県看護協会

TEL：045-263-2901
http://www.kana-kango.or.jp/

2,000円
～7,000円

6（日） 第24回 ヨコハマ ホット ロッド カスタム ショー 2015
ムーンアイズ
TEL：045-623-9662
http://yokohamahotrodcustomshow.com

前売3,400円
当日3,900円

12歳以下無料

12（土）
シニアスポーツの祭典
より気軽に！より身近に！より楽しく！

Pickup!
P.5

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会
TEL：045-433-1256
http://yokorouren.com/

無料

15（火） 第12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

月
12

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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Ⅰ

Ⅱ

23（水・祝） BUCK-TICK THE DAY IN QUESTION
KMミュージック
TEL：045-201-9999
http://www.kmmusic.co.jp

全席指定
7,000円

9（土）～10（日） 第19回 日本病態栄養学会年次学術集会
一般社団法人日本病態栄養学会事務局
TEL：03-5363-2361
http://www.eiyou.or.jp/gakujutsu

正会員12,000円
学生会員5,000円
非会員17,000円

9（土）～11（月・祝） Pet博2016 in 横浜
Pet博運営事務局
TEL：06-6352-7942
http://www.pethaku.com/

1,300円

10（日）～11（月・祝） 第46回 横浜デンタルショー 横浜デンタルショー運営委員会
TEL：045-681-1553 無料

11（月・祝） 総合資格学院 合格祝賀会
総合資格学院
TEL：045-316-6817
http://www.shikaku.co.jp/

無料

15（金）～17（日） 冬スポ！！ WINTER SPORTS FESTA Season15
冬スポ事務局
TEL：0120-64-1166
http://www.fuyusupo.jp

無料

17（日） 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

17（日） スポーツフォーラム21 第16回 The Baseball スポーツフォーラム21 第16回 The Baseball事務局
http://www.sf21.jp/sf21-00.html 10,000円

17（日） 第14回 かながわ薬剤師学術大会  
第14回 かながわ薬剤師学術大会事務局
TEL：045-761-3241
http://www.kanagawa-pharm.org/

当日
会員4,000円
一般6,000円
学生1,000円

20（水）～21（木） 第42回 横浜植木株式会社 園芸総合展示会  
横浜植木株式会社 園芸部
TEL：045-262-7400
http://www.yokohamaueki.co.jp/

無料

20（水）～22（金） 第40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/bf2016/index.html

無料
（一部有料
  展示あり）

23（土）～24（日） 第53回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会 運営事務局（株式会社コンベンション・ラボ内）
http://www.jds53kanto.org/ 有料

28（木）～29（金） 電機連合第102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

29（金）～31（日） ジャパン フィッシングショー 2016
運営事務局
TEL：03-3532-5611
http://www.fishingshow.jp/

1,300円

29（金）～31（日）
第9回 ひな人形・五月人形 大ご奉仕会 
in パシフィコ横浜

株式会社東玉
http://www.tougyoku.com 無料

30（土） 第30回 東日本手外科研究会
東日本手外科研究会事務局
TEL：052-836-3511
http://www.jssh.or.jp/doctor/ejhand/index.html

7,000円

月
1

月
12

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
お客様に満足して頂くために日々取り組んでいます

パシフィコ横浜では、“お客様の大切な瞬間を最高の瞬間とする”ために、
安心安全で快適な施設と上質なサービスを提供することを目指し、行動原理である「A-JiST」を指針として
CS活動に取り組んでいます。お客様から頂く声を大切に、より顧客満足度の高い施設の実現を図ります。

CSスローガン
《お客様の大切な瞬間を最高の瞬間とするために》
CS行動原理「A-JiST」とは
《安全を基本とし、迅速、正確、丁寧に

  業務遂行することを行動原理とします》

●国立大ホールに車イス用トイレを増設
国立大ホール2Fのエントランスホール
に、車イスでも使用可能なトイレを増設。
人工肛門・膀胱保有者のためのオストメ
イト対応設備も完備しました。

●お弁当のバリエーションが豊富に！
2014年10月からホテル特製のお弁当のメ
ニュー数を倍増し、和・洋・中を問わず、幅広い
ご要望やご予算のニーズに対応できるメニュー
を展開しています。（詳細はP13参照）

お客様の声に応えて

仕事の効率アップや脳の活性化に役立つといわれる注目
の「ブレインフード」（脳機能改善食品）。集中力や思考力
を高める「テオブロミン」を含むチョコレートや果糖、ビタミ
ン、ミネラルが豊富な旬のフルーツをケータリングメ
ニューとして会場にご用意します。

「ブレインフード」でミーティングをサポート

新たにスタートした「パシフィコ ミーティング プラン」は、1名あたりのわかりやすい
お得な料金で「会議室＋ケータリング＋昼食」をご利用いただけるプランです。

【パシフィコ ミーティングプランの概要】
小会議室ご利用プラン（10名様～）￥5,500／1名様
中会議室ご利用プラン（50名様～）￥8,000／1名様

●より気軽に少人数からご利用いただける
　「パシフィコ ミーティング プラン」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　営業部　TEL：045-223-2277
パシフィコ横浜　営業部　TEL：045-221-2121

お問い合わせ

パシフィコ ロジスティクス センター
TEL：080-6699-3349

お問い合わせ

パシフィコ横浜CS基本理念 A-JiST

A（安全）
大規模集客施設として

常に安全に
お客様をお迎えします。

Ji（迅速） 
お待たせしない
スピーディな
対応をします。

S（正確）
業務遂行、催事運営、
施設管理は間違いなく

正確に行います。

T（丁寧） 
相手を尊重し、

丁寧な対応をします。

少人数で会議室を使いたいけれど、手続きや料金がわかりにくい

●パシフィコ ロジスティクス センターの開設
2015年4月「パシフィコ ロジスティクス セン
ター」を展示ホール2Fに開設しました。荷物
の受け入れや配送を一元化して物流の効率
化を図り、荷捌き場での車両の混雑緩和やス
ピーディーな搬入出、セキュリティの向上を実
現しました。常駐する専門スタッフによるサ
ポート、手荷物のお預かりや近隣ホテルへの
配送といった、きめ細かいサービスも新たにス
タートさせています。

展示会やコンベンションの搬入出を
もっと楽にしたい

お弁当の種類を増やしてほしい 車イス用トイレを増やしてほしい
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PACIFICO News
MICE施設ならではの
多彩なランチメニューをご用意しております
パシフィコ横浜ではバリエーション豊かなフードメニューをご用意しています。
ケータリングサービスから施設内レストラン、フレンチ・中華だけでなくムスリム対応のメニューまで、
シーンに応じてお選びいただけます。

「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」のシェ
フが腕を振るう、お弁当のラインナップがさらに充実。高級
弁当・仕出しの老舗「神田明神下みやび」との共同開発によ
る、華やかな和風弁当から本格中華まで、種類も豊富なこ
だわりの味をぜひご賞味ください。

「みなとみらい21共通飲食券」は、みなとみらい
21地区と隣接するポートサイド地区（横浜駅東
口）の加盟飲食店でご利用いただける食券で
す。会議の主催者や展
示会の出展者の皆様に
昼食や打ち上げ、ギフト
用のクーポンとしてご好
評いただいています。ぜ
ひご利用ください。

展示ホールのカフェレストラン「横濱ミルクホール」が、手軽に食べられる
“和洋どんぶり”の専門店として生まれ変わりました。彩りも栄養バランスも
よい、オリジナリティー
溢れる料理をワンプ
レートに盛り付けた「横
濱ミルクホール」自慢
の新メニューをお楽し
みください。

お客様のご要望にお応えし、
ケータリング弁当のバリエーションが倍増

横濱ミルクホールが“和洋どんぶり”専門店に 約200店舗で使える「みなとみらい21共通飲食券」は、
招待者へのギフトやスタッフの食事に便利

ベイブリッジカフェテリアが
ムスリムへの
おもてなしメニューをスタート

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　営業部
TEL：045-223-2277
パシフィコ横浜　営業部　TEL：045-221-2121

海の幸を使った三色丼チキンバスケット　ポテトフライ･
マカロニグラタン･シガリロ添え

ポークを使わないだけではなく、調味料等で
アルコールを使わずに調理がされたメニュー

横濱ミルクホール（展示ホール2F コンコース内）  TEL：045-221-1239

パシフィコ横浜  ビジネス&サービスセンター
（展示ホール2F）
 TEL：045-222-1034

お問い合わせ

お問い合わせ

イスラム教にはメッカの方向に向かって1日に5回祈りを捧げるサラートと呼ばれる儀礼的行為が
あります。パシフィコ横浜では、横浜市文化観光局と提携し「礼拝用マットとコンパス」の無料貸
出サービスを実施しています。 貸し出し用の礼拝マットパシフィコ横浜  総合案内  TEL：045-221-2155

ベイブリッジカフェテリア
（会議センター6F） 
TEL：045-223-2222 [ホテル代表]

お問い合わせ

お問い合わせ

明るく開放感のある「ベイブリッジカ
フェテリア」は海外からのご利用者
にも人気のカフェレストラン。近年ム
スリム（イスラム教徒）のご利用が
増加していることから、ノンポーク・
ノンアルコールメニューを提供して
います。メニューは約2か月ごとに更
新されます。

ムスリムの会議参加者用に礼拝マットなどを貸し出しています

ポークすりおろし丼
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PACIFICO News

パシフィコ横浜ではCSR活動の一環として、横浜市教育委員会主催
の「子どもアドベンチャー2015」に初参画し、会議場の仕事を楽しく学
ぶ職業体験型イベントを8月19日（水）に開催しました。

『会議場の舞台裏に潜入～会議を支えるプロの仕事を楽しく学ぼう！
～』と題したこのイベントでは、会議場の舞台裏を支える設営・音響・
照明・映像の仕事を授業形式で紹介。ＭＩＣＥとは何かについて説明
を聞いたあとに、実際の会議で使われているプロの音響や照明機材
などに触れながら会議に関係する仕事の現場を学びました。
最後のまとめの授業では、役割を分担して会議シーンの演出に挑戦、操
作の難しさを感じながらも、力をあわせて模擬会議を成功に導きました。
アンケートの結果、参加者の約
半数が、MICEの仕事に興味
をもてたとの回答があり、子ども
たちにＭＩＣＥの仕事に興味を
持って、知ってもらう絶好の機
会となりました。

8月14日（金）～ 8月15日（土）に開催された恒例の夏の風物詩『第8回 みな
とみらい大盆踊り』は過去最高の17,500人の来場を記録し、大盛況のうち
に終了しました。
今年は、地元“ヨコハマ”グルメの屋台コーナーが登場。横浜のクラフトビール

（地ビール）飲み比べや市内牧場直送のソフトク
リーム、さらには毎年大好評のみなとみらい3ホ
テルのカレー対決など様 な々メニューを提供。
その他、お子さんに大人気の縁日コーナーや
ダンス・太鼓のパフォーマンス、打ち水イベント

『にしく打ち水大作戦』も開催、さらには可愛い
ゆるキャラたちに加えてサプライズゲストの
AKB48メンバーが会場をより一層盛り上げて
くれました。

第8回 みなとみらい大盆踊り
過去最高の来場者数で盛況のうちに終了！

（上）ライトアップされた横浜ベイブリッジなど、港の夜景も楽
しめるのがこのイベントならではの魅力（左）縁日コーナーで
は、お子さんたちがスーパーボールすくいやヨーヨー釣りなど
を楽しまれていました（右）盆踊りは踊り手さんによる指導付
き。幅広い年齢層の参加者で大盛況でした

設営の授業で
大きな吊看板を製作

音響卓を操作し、
音の変化を体験

天井から降ろした照明機材の
取り付け方や位置の仕込み

（準備）をレクチャー

まとめの授業では出演者役の動
きに合わせて照明・音響・映像の
演出に挑戦

サプライズゲストとして峯岸みな
みさんらAKB48メンバーが盆踊
りを披露

カメラやスイッチャーを操作

みんなで作った看板の前で記念撮影。修了
書・スタッフIDとともに記念写真が参加者にプ
レゼントされました

子どもアドベンチャー2015
『会議場の舞台裏に潜入～会議を支えるプロの仕事を楽しく学ぼう！～』

ＭＩＣＥ業界の仕事を広く知ってもらう
小学生向け職業体験型イベントを開催

詳しくはパシフィコ横浜ホームページ内の
「お知らせ」にてご紹介しています。
http://www.pacifico.co.jp/
information
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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）
秋の宴会コース 飲み放題30分延長サービス（月～木のみ）

成長分野のひとつに「観光・MICE」分野を据え、MICE機
能の強化や関連産業の成長促進を推進する横浜市は、
2015年8月5日（水）にパシフィコ横浜会議センターにおいて

『MICEセミナー』を開催しました。
本セミナーは、MICEビジネスに関する知識習得から発注側
との商談機会の提供までを一貫してサポートするMICE関
連産業強化事業の「第Ⅰフェーズ」として実施されたもので、
当日はMICEビジネスに関心の高い市内事業者など、76社
143名が参加しました。
セミナーでは、株式会社野村総合研究所の岡村篤氏による

「MICE開催に伴
う経済波及効果」、
株式会社JTB総
合研究所の太田
正隆氏による「M・
I・C・Eニーズの違いについて」の２講演に続き、実際にMICE
ビジネスに携わっている企業の代表者をパネリストに迎えて、
主催者側のニーズや受注管理の実績、セールス活動事例
を紹介。ビジネスチャンスの可能性を探るため、参加者は熱
心に耳を傾けていました。

※1……MICEとは、Meeting（企業ミーティング）、Incentive Travel（報奨・研修旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展示会/イベント）といったビジネスイベントの総称

横浜市経済局 新規事業 『MICE※１関連産業強化事業』として

『MICEセミナー』を初開催！

■第Ⅰフェーズ：経済波及効果やMICEビジネスの可能性についての理解を深める「MICEセミナー」
■第Ⅱフェーズ：第Ⅲフェーズで実施するMICE関連業務の発注者とのビジネスマッチングに向けた、受注獲得や受注増につなげる知識習得や事例研究を行う「事前研修会」
■第Ⅲフェーズ：MICEビジネスの発注者と市内事業者の「ビジネスマッチング（商談会）」と今後の取組につなげるための「フォローアップセミナー」
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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

2015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.

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
ふれあいショップみなと

【軽食･喫茶】TEL:045-223-2055

 マリンブルー
【ラウンジ&バー／2F】

 ザ パティセリー
【ペストリーショップ／1F】

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）

【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

パシフィコ ロジスティクス センター
【物流センター（宅配便）／2F】
TEL:080-6699-3349

ビジネス＆サービスセンター
【サービス／2F】　
TEL:045-222-1034　

ベイブリッジカフェテリア
【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】

 

 

オーシャンテラス
【ブッフェ・ダイニング／1F】

 

ギフトギャラリー＆ドラッグストア
【ギフト・薬／2F】

なだ万 
【日本料理／4F】

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

船の細部にもこだわり、手作
業で窓や顔の表情を作り込
んでいます

今回の表紙は、秋の文化・芸術・スポーツ
や、冬のクリスマスや大晦日など、様々なイ
ベントで活気にあふれる横浜の街をモチー
フにしています。国内だけでなく海外から
の旅行者もたくさん訪れる港町「Y」。港を
行き交う様々な船をレンガくんとカモメたち
が空から歓迎しています。

横浜の秋・冬はイベントが盛り沢山
国内外から訪れた人々でにぎわいます

今月の表紙 『PACIFICO』

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

Vol.70
いつも広報誌「PACIFICO」
をご愛読いただき、ありがとう
ございます。おかげさまで今回
で「PACIFICO」は70号を迎え
ました。
次号71号よりイベント情報を
中心とした内容へとリニュー
アルいたします。
引き続きどうぞよろしくお願い
いたします。

お 知らせ


