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  パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい１－１－１）は、２００７年２月２４日

～２５日（２日間）、「施設開業１５周年を記念」し、これまで応援していただいた地元

市民への感謝の気持ちを表すとともに、パシフィコ横浜が、横浜市が立候補している 

２００８年の主要国首脳会議（サミット）の会場に予定されていることから、横浜・新

潟へのサミット誘致を応援するイベントとして、横浜・新潟 食の祭典「うまいものサ

ミット」を開催します。 

 □「うまいものサミット」開催概要 □ 

■催事名  パシフィコ横浜 開業 15周年記念 2008年サミットは横浜・新潟で 

横浜・新潟 食の祭典「うまいものサミット」 

■会期   2007年 2月 24日（土）～25日（日）（2日間） 

■開催時間 24日(土) 12：00～20：00 ※「うまいものひろば」24日～18:00まで 

      25日(日) 10：00～16：00 

■会場   パシフィコ横浜 プラザ・臨港パーク南口広場 （屋外） 

■人数   20,000人 

■料金   入場無料 

■連絡先  パシフィコ横浜 総合案内 ＴＥＬ045-221-2155  http://www.pacifico.co.jp 

■主催   パシフィコ横浜 

■共催   2008年横浜サミット誘致推進協議会、にいがた 2008年サミット誘致推進協議会 

■後援   横浜市開港 150周年・創造都市事業本部 

（財）横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜開港 150周年推進協議会 

新潟市、(財)新潟観光コンベンション協会 

■協力 食の陣実行委員会、（財）雪だるま財団、横浜・八景島シーパラダイス、横浜市水道局   

パシフィコ横浜 開業 15 周年記念 

2008 年サミットは横浜・新潟で 

横浜・新潟 食の祭典  「うまいものサミット」 

新潟「食の陣」が横浜に初出陣！新潟＆横浜の「食」と「祭り」の文化交流！ 

開業１５年の感謝の気持ちを込めて、横浜の子供たちに 本場新潟の「雪」のプレゼント☆ 

横浜・八景島シーパラダイスからは、「ペンギン」がサミットの応援に駆けつけます☆ 

記 者 発 表 資 料 

平成 19年 1月 31日(水) 

パシフィコ横浜 総務部広報担当 近藤 
（ Tel 045-221-2122  Fax045-221-2137 ） 

kondoh@pacifico.co.jp 
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  開催会場  パシフィコ横浜 プラザ・臨港パーク南口広場 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■内容 

      

 

● 新潟と横浜の食にちなんだ「うまいものコーナー」 

新潟と横浜から選りすぐりの飲食や物販の店、 

約２０店が出店します！ 

※うまいものコーナーは販売予定数が終わり次第、終了となります 

①新潟「食の陣」 

 新潟「食の陣」が横浜に初出陣！ 

 新潟ならではの美味しい冬の味覚をお届けします。 

 ・実演販売 

  食の陣オリジナル鍋「越の錦鍋」「ボルシチ」、にぎり寿司（新潟の旬の海の幸） 

  地酒カクテル、手づくりおやき、釜炊きおにぎり         など 

 ・物販 

  地ビール、新潟市名産の農産物（いちご･米ほか）、菓子   など 

 

 

 

 

 

プラザ ： うまいものひろば 

① プラザ：うまいものひろば 

・うまいものコーナー 

・ＰＲコーナー 

・メインステージ 

② 臨港パーク南口広場：雪あそびひろば 

・雪あそびひろば 

・雪あかりひろば（24 日夜） 

にぎり寿司(イメージ) コシヒカリ 

① 

② 

↓ 

みなとみらい駅・桜木町駅 

食の陣オリジナル鍋（イメージ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

②横浜「食のマーケット」 

 開港都市、横浜ならではの味覚を集結。 

 ・実演販売 

  地元食材（横浜ポーク・牛肉）、 

  横濱中華街 招福門（特製ふかひれまん・特製マンゴープリン）   

  横濱カレーミュージアム                     など 

 ・物販 

  横浜名物ハイカラ弁当 

  ※第２回ワールドグルメフェスティバル 

    「ハイカラ弁当コンテスト」受賞弁当 

    グランプリ「牛めし弁当」、金賞「横濱シネマストリート」「横浜開港西洋弁当」 

  キリンビール、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル   など 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

牛めし弁当 

にいがた 「食の陣」 とは 

「おのおのがた、食ってかかれぃ！」のキャッチフレ

ーズとともに始まった今年で 15 回目を迎える新潟

の名物イベント。 

冬の 12 月から 3 月までの 4 ヶ月を中心にした食の

イベントとなっており、市内 200 以上のホテル・飲食

店が目印の赤いのぼり旗を掲げ、特別プランやメニ

ューを提供、毎年県内外よりたくさんの人が訪れ

る。メインイベントである「当日座」では昨年は 17 万

人以上が来場した。 

今回の「うまいものサミット」では、地元でも人気の、

新潟の特産品を使った名物オリジナル鍋や新潟の

米と季節のネタで握るにぎり寿司、地酒カクテルを

紹介します。 

第２回ワールドグルメフェスティバルとは 

２００５年秋に行われた、開港１５０周年記念事業の一つ。 

弁当部門では、山本益博氏を審査委員長に迎え、ハイカラ弁当コンテストを開催した。 

本イベントでは、グランプリと金賞に入賞した３つのお弁当を特別販売いたします。 

http://www.yokohama150.org/enterprise/grumefes02/bentou.html 

招福門 ふかひれまん・マンゴープリン 

横浜開港西洋弁当 横濱シネマストリート 

●新潟「食の陣」公式ホームページ 

 http://www.shokuno-jin.com/index.html 

食の陣[当日座]の様子



 

 

● 「サミット＆開港 150 周年、観光 PR コーナー」 

横浜・新潟の観光情報やパシフィコ横浜、 

2008 年主要国首脳会議（サミット）、横浜開港 150 周年についての情報 PR コーナー 

・出展内容 

 2008 年サミット誘致キャンペーン、横浜開港 150 周年キャンペーン、 

 パシフィコ横浜開業 15 周年 PR、横浜市水道局「はまっ子どうし」 

 横浜観光コンベンション・ビューロー（横浜００１グッズの販売・観光案内など） 

 新潟観光 PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「メインステージ」          

新潟・横浜の祭りを代表して、 

新潟の「下駄総踊り」「はしご乗り」や 

横浜の「ハマこい」「大道芸」などの 

パフォーマンスが行われます。 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

                                               

       

 
 

下駄総踊り(イメージ) 

大道芸(イメージ) 

ハマこい(イメージ) 



 

 

 

 

臨港パークの南口広場では、 

新潟から「本物の雪」３０㌧をトラックで運びこみ、 

広場に雪を敷き詰め、子供たちが自由に遊べる 

「雪あそびひろば」を作ります。 

●「雪あそびひろば」 

 広場では雪のすべり台で遊んだり、雪だるま 

 を作ったりすることができます。 

 横浜・八景島シーパラダイスからは、 

かわいい「ペンギン」がサミットの応援に 

駆けつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「雪あかりひろば」 

２４日の夜は、ろうそくで雪上を照らしだす、ロマンチックな「雪あかりひろ

ば」に変身します。これは、来場者が

自分で、「雪の上にキャンドルを灯す」

ことができるイベント。 

ファミリーやカップルにオススメです。 

※参加無料 

 

 

 

 

 

 

臨港パーク ： 雪あそびひろば 

「雪あそびひろば」の「雪」について 

（財）雪だるま財団の協力をえて、横浜から３３０キロの距離にある「雪のふるさと」 

新潟県上越市安塚区より、約３０トンの本場の雪を運びこみます。  

●雪だるま財団公式ホームページ  http://www.yukidaruma.or.jp/ZAIDAN/ 

 

雪あかりひろば（２４日夜）（イメージ） 

雪あそびひろば（イメージ） ペンギン（横浜・八景島シーパラダイス） 



 

 

 

 

● 来場者プレゼント 

先着１，０００名（お一人様一点まで）の方に、オリジナルグッズや記念品などの 

素敵なプレゼントを用意しております。 

パシフィコ横浜からは、現在限定発売中の 

「開業１５周年記念 特製オリジナルポストカード」 

をプレゼント。 

横浜の美しい夜景をベースに、 

キラキラとしたラメが光るデザインとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 

① 2008 年主要国首脳会議（Ｇ８サミット）について  

1858 年、米・露・蘭・英・仏の 5 か国と日本の間で修好通商条約（安政の 5 カ国条約）が締結され、 

横浜・新潟・函館・神戸･長崎の開港が決まりました。この条約が締結されてから 150 年目にあたる

2008 年に、日本で主要国首脳会議（Ｇ８サミット）が開催されます。横浜市は、この節目の年のサミット

を、同じ開港都市である新潟市とともに誘致しています。開港の地である横浜・新潟でサミットを開催

することは、日本の近代化を振り返り、また日本の将来を展望し新しい国際関係を構築する契機とな

り、大きな意義があります。 

なお、パシフィコ横浜は、横浜市の開催計画の中で「サミットのメイン会場」として提案されています。 

  http://www.yokohama2008summit.jp/ （2008 年横浜サミット誘致推進協議会） 

 

 

 

 

 

その他  

開業１５周年記念 

特製オリジナルポストカード 

＜本イベントに関する 取材お問合せ先＞ 

パシフィコ横浜 経営企画室 広報宣伝担当 近藤 

ＴＥＬ045-221-2122 ＦＡＸ 045-221-2137 

kondoh@pacifico.co.jp 



 

 

② パシフィコ横浜について 

パシフィコ横浜は 1991 年 8 月 22 日開業、今年度で開業 15 周年を迎えます。 

みなとみらい２１地区の最先端の場所に位置し、日本国内はもとより、世界各国から集まる横浜の

中核的な施設となることで、横浜への集客と国際文化交流を促すために設立されました。風をはら

むヨットの帆や二枚貝など、海のテーマをモチーフにしたユニークな外観は横浜のシンボル的存在

で、国立大ホール・会議センター・展示ホール・ホテルの４つの建物から成り立っています。これまで

３,０００万人の来場者を迎え、約１３,０００件のコンベンションを開催。日本・アジアで有数のコンベン

ション施設として評価いただいております。 

現在では、年間３３０万人が訪れており、

2002 年の FIFA ワールドカップの「国際メデ

ィアセンター」や「国連軍縮会議」などの国

際的、世界的な会議・イベントをはじめ、

「Act Against AIDS コンサート」・「モーニン

グ娘。“熱っちい地球を冷ますんだっ”。文

化祭」などの社会的なテーマを持ったイベ

ントや「ポケモンフェスタ」などのファミリー向

けのイベントまで、さまざまなジャンルのコ

ンベンションを開催いただいております。 

http://www.pacifico.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


