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Pickup Events

同時開催のイベントにも注目！

世界に誇る日本の震災対策や
免震技術が一堂に

「未来をひらく新技術」をテーマに、
神奈川県下最大級の工業製品見本市開催

デジタルカメラの分野では世界一のシェアを誇る日本製カメラ。その
新製品と映像技術が世界に発信される、アジア最大級のカメラと
写真映像のワールドプレミアショー。誰もが写真の「撮る・見る・つな
がる」楽しさを体感できるイベントです。今回は、世界初公開の製品
について、来場者が人気投票を行なう『ワールドプレミアアワード』
や、新進写真家の育成や支援を目的に創設された写真コンテスト

『The Editors' Photo Award ZOOMS JAPAN 2016』受賞作
品の展示、超大型望遠鏡の建設計画が進む『国立天文台』の紹
介など、注目のプログラムが盛りだくさんです。

『大さん橋ホール』が新会場として加わり、
『御苗場 vol.18 横浜』ほか、参加型写真
展示イベントを開催。２会場を結ぶシャトル
バスも運行予定です。また、写真を通じた産業と文化の総合イベント

『PHOTO YOKOHAMA（フォト・ヨコハマ）2016』が1月〜３月に
かけて市内各所で開催されます。

『震災対策技術展』は地震や大規模自然災害対策に関する
製品及び技術の専門展示会。1995年の阪神・淡路大震災を

機に1997年から毎年、日本各地
で開催されています。今回は「さ
らなる防災大国日本を創る」を
テーマに、建設業防災技術コー
ナーなど特設コーナーが設置さ
れます。また、同時開催の『振動
技術展』は産業界におけるあらゆ
る振動の発生・防振・制振動・免
震・除振と応用技術に関する最
新テクノロジーが紹介されます。

最先端の工業技術・製品が一堂に会する、神奈川県下最大
級の総合見本市。今回は「未来をひらく新技術」をテーマに、

「ビジネスソリューション」「生産
（加工技術）」「生産（機器・装置・
製品）」「環境・エネルギー／健
康・医療・福祉」など5つの展示分
野を設け、技術革新、商品開発、
新市場の開拓に積極的に取り組
んでいる各企業が独創性・先進
性に富んだ技術・製品や研究成
果などを発信します。

第20回「震災対策技術展」横浜／第7回「振動技術展」

2016年2月4日（木）〜2月5日（金）
�無料（当日登録制）　  エグジビションテクノロジーズ株式会社
 03-5775-2855　  http://www.shinsaiexpo.com/

http://www.shindoexpo.com/

展示ホール アネックスホール

テクニカルショウヨコハマ 2016

2016年2月3日（水）〜2月5日（金）
�無料　  公益財団法人神奈川産業振興センター
 045-633-5170
 http://www.tech-yokohama.jp/tech2016/

展示ホール 参加対象参加対象

 http://www.photoyokohama.com/

日本の写真文化発祥の地、横浜で
最新のカメラと写真映像の祭典開催！

CP+2016（シーピープラス2016）

2016年2月25日（木）〜2月28日（日）
�1,500円（ウェブ事前登録無料）	

	 小学生以下の方、障害者手帳を持参の方は無料
 CP+事務局
 03-6741-4015　  http://www.cpplus.jp/

展示ホール アネックスホール 参加対象

※2月25日（木）10：00〜12：00はプレスタイム（招待者・プレス関係者のみ）

2 PACIFICO 71号 2016年1月1日発行

※�スマートフォンアプリ「みらいドライブ」（P12参照）によるスタンプラリーも開催されます



2（土）〜3（日）
animelo mix presents 
ゆいかおりLIVE TOUR「RAINBOW CANARY！！」

オデッセー
TEL：03-5444-6966 6,900円

9（土）〜10（日） コンビ×コンビミニ ファミリーセール 横浜 コンビネクスト株式会社
TEL：03-5225-7820� 無料

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

有料

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） 楽天証券 新春講演会2016
楽天証券株式会社
TEL：03-6739-1700
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2016/

無料

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
http://www.yokohama-dentalshow.com/

無料

11（月・祝）
Jun Shibata 15th Anniversary Special 
Moon night Miracle party

ディスクガレージ
TEL：050-5533-0888

全席指定
6,800円

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：0120-985-377
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 有料

17（日） 第14回 かながわ薬剤師学術大会
1/17

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）

21（木）
平成27年度 MICE関連産業強化事業

「ビジネスマッチング（商談会）」
横浜市経済局
TEL：045-671-2583 無料

月
1

※アイコンなど表記の説明はP5をご参照ください。　
　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

開催日 催事名 参加対象者 連絡先 料金（税込） 会場

Event Calendar
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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/

前売�1,100円
当日�1,300円
小中学生無料

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
TEL：048-756-1111
http://www.tougyoku.com

無料

30（土） 第30回 東日本手外科研究会
第30回�東日本手外科研究会�事務局
TEL：045-366-1111
http://ejssh30.umin.ne.jp

有料

2（火）〜3（水）
第22回 「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合･
実装技術」シンポジウム

Mate2016事務局
TEL：06-6878-5628　
http://sps-mste.jp/mate2016/src/index.html

有料

3（水）〜5（金） テクニカルショウヨコハマ2016 Pickup!
P.2

公益財団法人神奈川産業振興センター
TEL：045-633-5170
http://www.tech-yokohama.jp/tech2016/

無料

4（木） かながわビジネスオーディション 2016
公益財団法人神奈川産業振興センター
TEL：045-633-5203
http://www.kipc.or.jp/ba2016/

無料
（交流会参加のみ

2,000円）

4（木）〜5（金）
第20回 「震災対策技術展」横浜／
第7回 「振動技術展」

Pickup!
P.2

エグジビションテクノロジーズ株式会社
TEL：03-5775-2855
http://www.shinsaiexpo.com/
http://www.shindoexpo.com/

無料
（当日登録制）

6（土）〜7（日） 横浜スイスチーム／飛鳥杯
公益社団法人�日本コントラクトブリッジ連盟
TEL：03-3357-3741
http://www.jcbl.or.jp/

無料
（見学者のみ）

6（土）〜7（日） 第11回 日本PCIフェローコース
日本PCIフェローコース事務局代行
TEL：046-220-1705
http://www.mtoyou.jp/pci/

ー

7（日） FCI神奈川インターナショナルドッグショー
一般社団法人ジャパンケネルクラブ神奈川ブロック協議会
TEL：044-888-4066
http://www.jkc.or.jp

300円〜500円

7（日） 恩師小谷喜美先生四十六回忌法要 ITRI日本センター
TEL：03-6402-2567 無料

月
2

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

Event Calendar
開催日 催事名 参加対象者 連絡先 料金（税込） 会場
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11（木・祝）
南こうせつ 伊勢正三 
SPECIAL CONCERT 2016 〜ひめ風！？〜

株式会社ケーエムミュージック
TEL：045-201-9999
http://www.kmmusic.co.jp/schedule/km_sche.html

7,000円

13（土）
平成27年度 赤十字血液シンポジウム 
関東甲信越

日本赤十字社�関東甲信越ブロック
血液センター�学術情報課
TEL：03-5534-7678

無料

16（火）〜18（木） JAPAN SNOW EXPO 2016 JAPAN�SNOW�EXPO事務局
http://snow-again.com/ 無料

16（火）〜18（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

19（金）〜21（日） 第12回 日本獣医内科学アカデミー学術大会
事務局(株式会社ICSコンベンションデザイン内)
TEL：03-3219-3543
http://jcvim.org/

有料

20（土）〜21（日） FLY2016 FLY運営事務局
http://dacos.jp/fly2016/

要事前申し込み
当日入場無料

20（土）〜21（日） 第8回 Nostalgic 2days
事務局（株式会社芸文社内）
TEL：03-5992-2052
http://nos2days.com/

2,000円

21（日）
文部科学大臣賞・経済産業大臣賞争奪
第11回 高校生ロボットアメリカンフットボール 全国大会

全日本ロボット相撲大会事務局（富士ソフト株式会社内）
TEL：045-285-0213
http://www.fsi.co.jp/foot

ー

21（日） 第14回 人口呼吸器セミナー 一般社団法人�神奈川県臨床工学技士会
http://www.kanarinko.com/seminar/ 有料

25（木）〜28（日） CP+2016 （シーピープラス2016） Pickup!
P.2

CP+事務局
TEL：03-6741-4015
http://www.cpplus.jp/

当日1,500円
（その他詳細は

P2参照）

26（金）
平成27年度 安全保障輸出管理実務能力認定試験

（STC Expert / STC Legal Expert）
一般財団法人安全保障貿易情報センター
TEL：03-3593-1147
http://www.cistec.or.jp/

有料

27（土）
医療事故･紛争対応研究会 
第10回 年次カンファレンス

医療事故・紛争対応研究会事務局
TEL：03-5259-8100
http://plaza.umin.ac.jp/dhsc/

6,000円〜
8,000円

28（日）
BREAK OUT presents 
幕末Rock 超超絶頂★雷舞

サンライズプロモーション東京
TEL：0570-00-3337
http://bakumatsu.marv.jp

VIP席（特典付き）�
10,000円

一般席�6,900円

月
2

開催日 催事名 参加対象者
参加方法 連絡先 料金（税込） 会場開催日 催事名 参加対象者 連絡先 料金（税込） 会場

※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

…一般向けの催事…一般向けに講座有 …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…関係者、招待者、会員等を対象とした催事
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1（火） マイナビ就職セミナー横浜会場 株式会社マイナビ�神奈川支社
TEL：045-450-1660 無料

3（木）〜6（日） ジャパン インターナショナル ボートショー2016
ボートショー運営デスク
TEL：03-5542-1205
http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2016/

1,200円

4（金）
平成27年度 医療ICTシンポジウム 
SMICT2016

横浜国立大学�未来情報通信医療社会基盤センター
TEL：045-339-4490
http://www.mict.ynu.ac.jp

無料

6（日） スポーツフォーラム21 第3回 The Volleyball スポーツフォーラム21�第3回�The�Volleyball事務局
http://www.sf21.jp/sf21-00.html 有料

8（火）
キャリタス就活フォーラム

（2017卒向け合同企業説明会）
株式会社ディスコ�
TEL：03-4316-5503
https://job.career-tasu.jp/2017/

無料

9（水）〜11（金） 第89回 日本薬理学会年会
運営事務局（株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984
http://jps2016.org/

有料

11（金） 平成27年度 昭和大学 卒業式 昭和大学�学事部�学事課
TEL：03-3784-8022 ー

11（金）〜12（土） 横浜マラソンEXPO2016
横浜マラソン組織委員会事務局
TEL：045-651-0666
http://www.yokohamamarathon.jp/2016/

無料

13（日） 横浜マラソン2016
横浜マラソン組織委員会事務局
TEL：045-651-0666
http://www.yokohamamarathon.jp/2016/

ー
屋外

12（土） ナース専科就職ナビ 合同就職説明会 2017
株式会社エス・エム・エスキャリア
TEL：03-6721-2449
http://recruit.nurse-senka.com/

無料

13（日） 第2回 認知症治療研究会
株式会社杏林舎�認知症治療研究会事務局
TEL：03-3910-4311
http://www.jsdt.org/

有料

13（日） 第33回 神奈川県理学療法士学会
神奈川県理学療法士会
TEL：045-326-3225
http://congress-kpta.jimdo.com/

有料
（一部無料）

14（月） ライセンスナビゲーション2016 横浜会場 株式会社ライセンスアカデミー
TEL：03-5925-1641 無料

月
3

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
開催日 催事名 参加対象者 連絡先 料金（税込） 会場
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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）
忘・新年会限定 飲み放題30分延長サービス

15（火）
ユニットケア研修フォーラム2016

『学び・実践・新たな挑戦』〜あなたのケアの原点を考える〜
ユニットケア研修フォーラム2016事務局
TEL：03-5470-4407
http://www.unit-care.or.jp/

7,560円

16（水） マイナビ就職セミナー横浜会場 株式会社マイナビ�神奈川支社
TEL：045-450-1660 無料

17（木）
平成27年度 日本工学院専門学校 
卒業証書授与式

日本工学院専門学校
TEL：03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/kamata/

ー

20（日） 平成27年度 国士舘大学 卒業式
国士舘大学�教務部�教務課
TEL:03-5481-3203
http://www.kokushikan.ac.jp

ー

22（火） 2015年度 神奈川大学 卒業式
学校法人神奈川大学�横浜キャンパス
TEL：045-481-5661
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

ー

24（木） 2015年度 関東学院大学卒業式・学位授与式
関東学院大学�庶務課
TEL：045-786-7002
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

ー

26（土）〜29（火） 日本薬学会 第136年会
3/26

日本薬学会�第136年会事務局
TEL：03-3406-3321
http://nenkai.pharm.or.jp/136/web/

有料

30（水）
GACKT WORLD TOUR 2016 
LAST VISUALIVE supported by Nestlé

ディスクガレージ
TEL：050-5533-0888

全席指定
8,640円

　

月
3

開催日 催事名 参加対象者 連絡先 料金（税込） 会場

※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

…一般向けの催事…一般向けに講座有 …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…関係者、招待者、会員等を対象とした催事
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1（金） 平成28年度 国士舘大学 入学式 国士舘大学�教務部�教務課
TEL:03-5481-3203　http://www.kokushikan.ac.jp

2（土） 2016年度 関東学院大学入学式 関東学院大学�庶務課
TEL：045-786-7002　http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

2（土）〜3（日） マタニティ＆ベビーフェスタ 2016 一般社団法人�日本マタニティフィットネス協会
TEL：03-3725-1103　http://maternity-babyfesta.jp/

3（日） 2016年度 神奈川大学入学式 学校法人神奈川大学�横浜キャンパス
TEL：045-481-5661　http://www.kanagawa-u.ac.jp/

4（月） 平成28年度 神奈川工科大学入学式 学校法人幾徳学園�神奈川工科大学
TEL：046-291-3250　http://www.kait.jp

5（火） 平成28年度 北里大学 入学式 学校法人北里研究所�法人本部�総務部
TEL：03-3444-6161　http://ｗｗｗ.kitasato-u.ac.jp

6（水） 平成28年度 学校法人岩崎学園 合同入学式･進級式 学校法人�岩崎学園
TEL：045-311-5562　http://www.iwasaki.ac.jp/

6（水）〜8（金） 第23回 国際ホトマスクシンポジウム Photomask�Japan事務局
TEL：03-3219-3541　http://www.photomask-japan.org/

9（土）〜10（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/

10（日） ナースワン病院合同就職説明会2016 日本看護支援センター
TEL：0120-708-970　http://www.jnsc.jp

21（木） マイナビ就職セミナー横浜会場 株式会社マイナビ�神奈川支社
TEL：045-450-1660

21（木）〜24（日） 第60回 日本リウマチ学会総会・学術集会 一般社団法人日本リウマチ学会
TEL：03-5251-5353　http://www.jcr2016.com

22（金）〜24（日） 第26回 2016日本フラワー＆ガーデンショウ 公益社団法人日本家庭園芸普及協会
TEL：03-3249-0681　http://www.kateiengei.or.jp/show/index.html

22（金）〜24（日） 第29回 横浜骨董ワールド 横浜骨董ワールド事務局
TEL：04-2925-1455　http://www.kottouworld.com/

26（火） 進路フェスタ 2016 in Yokohama 株式会社さんぽう
TEL：03-3378-7103　http://www.sanpou-s.net/

29（金・祝） 第11回 2016神奈川県私立中学相談会 一般社団法人�神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901　http://www.phsk.or.jp/consultation.html

7（土）〜8（日） ルピシア グランマルシェ2016 株式会社ルピシア
TEL：0120-93-7799　http://www.lupicia.com

12（木）〜15（日） 第89回 日本整形外科学会学術総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5582　http://www.joa2016.jp/

18（水）〜20（金） OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2016 株式会社オプトロニクス社
TEL：03-3269-3550　http://www.opie.jp/index.php

20（金）〜21（土） 第12回 日本疲労学会総会・学術集会 日本疲労学会大会実行委員会
TEL：045-339-4266　http://www.hirougakkai.com/

25（水）〜27（金） 公益社団法人自動車技術会 2016年春季大会 公益社団法人自動車技術会
TEL：03-3262-8214　http://www.jsae.or.jp/2016haru/

25（水）〜27（金） 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2016 横浜 公益社団法人自動車技術会
TEL：03-3262-8214　http://expo.jsae.or.jp/

28（土）〜29（日） ヨコハマハンドメイドマルシェ2016 ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会
TEL：0120-75-8815　https://handmade-marche.jp/

28（土）〜6/1（水） 第19回 国際細胞学会議／第57回 日本臨床細胞学会総会（春期大会） 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.cytologyjapan2016.com/

2（木） 第15回 かながわ高齢者福祉研究大会 大会実行委員会（神奈川県社会福祉協議会内）
TEL：045-311-1424　http://www.kanagawafukushitaikai.jp/

4（土）〜5（日） 第27回 日本在宅医療学会学術集会 株式会社学会サービス
TEL：03-3496-6950　http://www.gakkai.co.jp/jshm27/

5（日）〜9（木） 第17回 嗅覚・味覚国際シンポジウム ISOT2016運営事務局（株式会社アイ・エス・エス内）
TEL：03-6369-9984　http://www.isot2016.com/
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10（金）〜12（日） 第16回 日本抗加齢医学会総会 運営事務局（株式会社メディプロデュース内）
TEL：03-5775-2075　http://www.mediproduce.jp/16jaam/

11（土） 第15回 IRCA フォーラム 2016 IRCAジャパン株式会社
TEL：03-6272-6307　http://www.irca.org/ja/

11（土）〜12（日） MJ’16 SPRING 株式会社エム・ジェイ・エス
TEL：045-328-3741　http://mjs-co.net/

17（金）〜19（日） 第59回 日本腎臓学会学術総会 第59回�日本腎臓学会学術総会運営事務局
TEL：03-5842-4131　http://jsn59.umin.jp/

18（土） 公私協調事業 神奈川の高校展2016 スタートアップイベント 全公立展 神奈川新聞社クロスメディア営業局
TEL：045-227-0781　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470385/

18（土） 第27回 日本手術看護学会 関東甲信越地区 日本手術看護学会�関東甲信越地区
TEL：03-3818-3830　http://kan.jona.gr.jp/index.php

21（火）〜22（水） PHOTONEXT2016 株式会社プロメディア
TEL：03-3549-1231　http://www.photonext.jp/

23（木） TRCポスターセッション2016／第13回 医薬ポスターセッション 株式会社東レリサーチセンター営業企画部
TEL：03-3245-5666　http://www.toray-research.co.jp/

24（金）〜25（土） 第72回 日本弱視斜視学会総会／第41回 日本小児眼科学会総会 合同学会 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/jasa-japo2016/

25（土） 平成28年度 神奈川県立高等学校PTA連合会 定期総会 神奈川県立高等学校PTA連合会
TEL：045-641-0337　http://www.kanagawa-koupren.org/

26（日）〜7/1（金） Goldschmidt Conference 2016 Goldschmidt�Conference�2016�国内組織委員会
TEL：06-6605-2591　http://goldschmidt.info/2016/

2（土） 第14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://www.rouken-yokohama.com/

4（月）〜5（火） 電機連合第64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/

7（木）〜9（土） 日本ペインクリニック学会 第50回大会 運営事務局（株式会社日本旅行ECP営業部内）
TEL：03-5402-6401　http://web.apollon.nta.co.jp/pain50/

10（日） 平成28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：045-641-0337　http://www.kanagawa-koupren.org/

12（火） マイナビ進学FESTA 横浜会場 株式会社マイナビ
TEL：03-6267-4415

12（火） 第11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
TEL：03-3464-3213

18（月・祝） 第17回 2016神奈川全私学（中・高）展 一般社団法人�神奈川県私立中学高等学校協会
TEL：045-321-1901　http://www.phsk.or.jp/shigakuten.html

20（水）〜22（金） 第39回 日本神経科学大会 運営事務局（株式会社ICSコンベンションデザイン内）
TEL：03-3219-3541　http://www.neuroscience2016.jnss.org/

24（日）〜29（金） 第31回 国際心理学会議 公益社団法人日本心理学会
TEL：03-3814-3953　http://www.icp2016.jp/

29（金）〜30（土） ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2016 ヨッテク事務局（横浜市総合リハビリテーションセンター内）
TEL：045-473-0666　http://yotec.jp/

30（土）〜31（日） BIG MAGIC OPEN vol.7 BIG�MAGIC
TEL：06-6245-7767　http://www.bigmagic.net/

31（日） 全国国公立・有名私大相談会2016 IN 横浜 株式会社大学通信
TEL：03-3515-3541　http://www.52school.com/entry/

5（金）〜7（日） 第10回 相模原臨床アレルギーセミナー 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
TEL：03-5805-5261　http://sgmseminar.umin.jp/

19（金）〜20（土） 第20回 日本看護管理学会学術集会 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://janap20.umin.jp/

24（水） KUMON 未来フォーラム 2016 in YOKOHAMA 公文教育研究会�横浜事務局
TEL：045-450-2170

24（水）〜26（金） CEDEC 2016（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2016） 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：03-6302-0231　http://cedec.cesa.or.jp/
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25（木）〜26（金） 化学物質管理ミーティング2016 事務局（株式会社化学工業日報社内）
TEL：03-3663-7936　http://www.cdsympo.com/cm2016/

1（木）〜3（土） ジャパントラックショー2016 ジャパントラックショー事務局
TEL：03-3667-1571　http://truck-show.jp/

2（金）〜3（土） 第18回 日本褥瘡学会学術集会 運営事務局（株式会社春恒社�学術企画部内）
TEL：03-3204-0401　http://www.jspu18.jp/

4（日）〜7（水） 日本心理臨床学会 第35回秋季大会 一般社団法人日本心理臨床学会
TEL：03-6273-4061　http://www.ajcp.info/

7（水）〜9（金） VACUUM2016 真空展／難加工技術展2016／表面改質展2016 日刊工業新聞社�大阪支社
TEL：06-6946-3384　http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/　http://www.nikkan-event.jp/nh/

10（土） KUMON 未来フォーラム（町田事務局） 公文教育研究会�町田事務局
TEL：042-727-1707

11（日） 第34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　http://www.car-jp.com

14（水）〜16（金） All about Photonics 2016（InterOpto 2016/BioOpto Japan 2016/LaserTech 2016/LED Japan 2016） 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/

17（土）〜19（月・祝） 第27回 日本緑内障学会 第27回�日本緑内障学会�運営事務局
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jgs2016/

22（木・祝）〜24（土） JACLaS EXPO 2016 ―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

22（木・祝）〜24（土） 日本臨床検査自動化学会 第48回大会 一般社団法人日本臨床検査自動化学会
TEL：03-3813-6635　http://www.jscla.com/

24（土） 2016 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

26（月）〜30（金） 16th World Congress on Pain （IASP2016） 16th�World�Congress�on�Pain運営事務局
http://www2.convention.co.jp/iasp2016

29（木）〜30（金） からくり改善くふう展2016 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.or.jp/

2（日） 大学進学フェスタ2016 in Yokohama 株式会社中萬学院
TEL：045-840-1714　http://www.chuman.co.jp

2（日）〜6（木） 第11回 アジア熱物性会議（ATPC2016） ATPC2016事務局
http://www.atpc2016.org/

3（月）〜4（火） TWBC 2016（TAKARA WORLD BUSINESS CONGRESS 2016） タカラベルモント株式会社�広報室
TEL:06-7636-0856　http://www.twbc.jp/

6（木）〜8（土） 第75回 日本癌学会学術総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　http://www.congre.co.jp/jca2016/

10（月・祝）〜11（火） 第26回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 運営事務局（株式会社コンベンションアカデミア内）
TEL：03-5805-5261　http://jsrcr26.umin.jp/

13（木）〜15（土） 第78回 日本血液学会学術集会 一般社団法人日本血液学会
TEL：075-231-5711　http://www.congre.co.jp/jsh2016/

15（土）〜16（日） 舩井フォーラム2016 株式会社船井本社
TEL：03-3239-7271　http://funai-forum.com/2016/

20（木）〜22（土） 第54回 日本癌治療学会学術集会 一般社団法人日本癌治療学会�東京事務所
TEL：03-5542-0546　http://congress.jsco.or.jp/jsco2016/

26（水）〜28（金） 第1回 住宅・都市イノベーション総合展 リード�エグジビション�ジャパン株式会社
TEL：03-3349-8576　http://www.urban-innovation.jp/

3（木・祝）〜4（金） 第61回 日本生殖医学会学術講演会・総会 叡智の伝承 運営事務局（株式会社MAコンベンションコンサルティング内）
TEL：03-5275-1191　http://www.jsrm.or.jp/jsrm61/
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Ⅰ

Ⅱ

7（月）〜12（土） 第52回 国際熱帯木材理事会 国際熱帯木材機関
TEL：045-223-1110　http://www.itto.int/

10（木） 第54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/

11（金）〜12（土） 国際ロータリー第2590地区 2016-17年度 地区大会 大会事務局
TEL：045-650-2590

12（土） 第9回 宝酒造杯囲碁クラス別チャンピオン戦横浜大会 日本棋院�普及事業部
TEL：03-3288-8729　http://www.nihonkiin.or.jp

16（水）〜18（金） Embedded Technology 2016/IoT Technology 2016 ET�事務局／IoT�Technology�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/

18（金）〜20（日） 一般社団法人日本LD学会 第25回大会（東京） 一般社団法人日本ＬＤ学会�事務局
TEL：03-6721-6840　http://www.jald.or.jp/

19（土）〜20（日） 第10回 日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 運営事務局（株式会社メディカル東友コンベンション事業部内）
TEL：046-220-1705　http://www.mtoyou.jp/jsnp10/

21（月）〜24（木） 第36回 医療情報学連合大会（第17回 日本医療情報学会学術大会） 大会事務局（東京医科大学病院�情報システム室内）
TEL：03-5339-3731　http://36th.jcmi.jp/

24（木）〜26（土） 2016 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/index.php

25（金）〜27（日） 第37回 日本アフェレシス学会学術大会 運営事務局（株式会社メディカル東友コンベンション事業部内）
TEL：046-220-1705　http://www.mtoyou.jp/jsfa37/

30（水）〜12/2（金） 2016 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 2016） MWE�2016事務局
TEL：047-309-3616　http://apmc-mwe.org/

30（水）〜12/2（金） 第39回 日本分子生物学会年会 第39回�日本分子生物学会年会事務局
TEL：03-3230-2744　http://www.aeplan.co.jp/mbsj2016

8（木）〜10（土） 第29回 日本内視鏡外科学会総会 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/jses29/

17（土）〜18（日） 日本アレルギー学会 第3回 総合アレルギー講習会 一般社団法人日本アレルギー学会
TEL：03-5807-1701

20（金）〜22（日） ジャパン フィッシングショー 2017 運営事務局
TEL：03-3532-5611　http://www.fishingshow.jp/

7（火）〜12（日） 第21回 NECブリッジフェスティバル 公益社団法人�日本コントラクトブリッジ連盟
TEL：03-3357-3741　http://www.jcbl.or.jp/

11（土）〜12（日） 第80回 日本皮膚科学会東京支部学術大会 運営事務局（公益社団法人日本皮膚科学会内�総会・学術大会チーム）�
TEL:03-3811-5079

14（火）〜16（木） JAPAN SNOW EXPO 2017 JAPAN�SNOW�EXPO事務局
http://snow-again.com/

26（日） 第3回 認知症治療研究会 株式会社杏林舎�認知症治療研究会事務局
TEL：03-3910-4311　http://www.jsdt.org/

2（木）〜3（金） 第53回 日本腹部救急医学会総会 運営事務局（株式会社コングレ内）
TEL：03-5216-5318　

14（火）〜17（金） 2017年 第64回 応用物理学会春季学術講演会 公益社団法人応用物理学会
TEL：03-5802-0864　https://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/

18（土）〜19（日） 第4回 慢性期リハビリテーション学会 一般社団法人日本慢性期医療協会
TEL：03-3355-3120　https://jamcf.jp/

21（火） 2016年度 神奈川大学 卒業式 学校法人神奈川大学�横浜キャンパス
TEL：045-481-5661　http://www.kanagawa-u.ac.jp/

24（金）〜26（日） 第51回 ジャパンゴルフフェア2017 ジャパンゴルフフェア運営事務局
TEL：03-6364-8400　https://www.japangolffair.com/
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アクセス

　パシフィコ横浜の隣接地、20街区のMICE施設整備
事業の実施について、横浜市は、総合評価一般競争入
札方式により、株式会社竹中工務店を代表企業とするグ
ループを落札者として決定しました。新MICE施設は、
2000人規模のレセプションができる多目的ホールを中心
に構成され、併設するホテルは、リゾートトラスト株式会
社により会員制リゾートホテルと一般高級ホテルとして整
備される予定です。
　東京オリンピック開催前の2020年（平成32年）4月の開
業を目指しています。

　ベイブリッジや横浜港の夜景と
の光の競演「パシフィコ横浜 ウィ
ンターイルミネーション2015」。今
年は新たにイルミネーションボール
を潜ませたツリーが臨港パーク芝
生広場に登場。幻想的でロマン
チックなイルミネーションをお楽し
みください。

　パシフィコ横浜では、展示会をよ
り効率的に楽しむためのスマートフォ
ンアプリ『みらいドライブ PACIFICO 
YOKOHAMA』をリリースしました。
最大の特長は展示会の体験を持
ち帰ることができる「アーカイブ機
能」。訪問先の出展社情報の取得
や、記録した写真やメモを時系列に残すことができます。今
後は会議やセミナー支援等の機能充実を図るとともに、即
時性の高い情報発信機能を活用し、みなとみらいのエリア
情報発信などを展開していく予定です。

階数 地下１階・地上６階

延床面積 43,770㎡

多目的ホール 7,604㎡（ホワイエを含め10,007㎡）

会議室 6,562㎡（大会議室8室、中会議室10室、小会議室12室）

みなとみらいの風物詩
パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2015

みなとみらい21中央地区20街区
MICE施設整備事業
PFI事業の落札者を横浜市が決定
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徒歩で約３分

バスまたはタクシー利用で約５分

徒歩（動く歩道経由）で約1２分　

飛行機を
ご利用のお客様

電車（成田エクスプレス・みなとみらい線）で約100分

車・リムジンバスで約120分

電車（京浜急行・みなとみらい線）で約30分

直通リムジンバスで約35分

車で約20分

成田空港

羽田空港

JR京浜東北線・
横浜市営地下鉄
桜木町駅

車で
お越しのお客様

出口より約３分首都高速横羽線
みなとみらいランプ

みなとみらい線
みなとみらい駅

PACIFICO NEWS

【開催概要】
パシフィコ横浜 
ウィンターイルミネーション2015
●2015年11月20日（金）〜
　2016年2月14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）、臨港パーク芝生広場

●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（イベントカレンダー）

無料Wi-Fiエリアを拡大！ ますます便利に
　2015年12月より展示ホール・アネックスホール内で無料Wi-Fiが使用可能
となり、順次、2016年度までに施設内全エリアをカバーする予定です。

MICE施設（中央）とホテル（左）イメージ図。右側がパシフィコ横浜アネックスホール

【落札者提案内容】
MICE施設概要

臨港パーク芝生広場に登場する
新作ツリー

ぷかりさん橋のイルミネーション

−展示会情報を、瞬時に手のひらに−
パシフィコ横浜 オリジナルスマートフォンアプリ

『みらいドライブ PACIFICO YOKOHAMA』スタート！


