私たちが住む「横浜市」
って？
横浜は、
1859年の開港以来、
多様な人々や文化を受け入れてきました。山手や中華街、
関内など異国情緒のある独特
な街並み、多彩な文化芸術、郊外部の豊かなみどり、大都市でありながら盛んな農業など、さまざまな魅力が凝縮され
ているのが横浜の特徴です。
「暮らしのガイド」では、
横浜市の行政サービスや施設をご紹介しています。どうぞご活用ください。

き章（ハママーク）

未来の横浜を表すロゴマーク

「ハママーク」の名で親しまれている横浜
市のき章は、明治42
（1909）年、開港50周年
を記念して作られました。市民の皆さまから
募集し、ハマの2字をデザインしたものが採
用されました。

平 成21
（2009）年、開 港150周 年をきっ
かけに市民の皆さまが語り合い、横浜の未
来像を表す「ロゴマーク」が作られました。
YOKOHAMAの「Y」を、
風車をモチーフにデ
ザインし、開放的で自由な風が吹く横浜らし
さを表しました。

データで見る横浜（平成29年2月1日現在）

15都市、
6港がおともだち！
横浜には姉妹・友好都市（8市）
、
パートナー都市（7市）
、
姉妹港・友好港・
貿易協力港（6港）があります。これらの都市・港と文化・スポーツ・経済・
港湾などの交流を進めています。2017年は、サンディエゴ市と姉妹都市
提携60周年、
コンスタンツァ市と40周年を迎えました。

行政区数……18区
面積……435.29㎢
人口……373万0,158人
世帯数…166万0,623世帯

開港50周年を
記念して作られた横浜市歌
明治42
（1909）年、開港50周年を記念して作られた横浜市歌。市歌が
市民の皆さまに親しまれ、100年以上も歌い継がれているのは、全国でも
珍しいことだそうです。
なお市内の各市立図書館で楽譜（CD付き）の貸出や、教育委員会生涯
学習文化財課でCDの貸出および楽譜の配布を行っています。
横浜市歌

朝日かがよう海に

わが日の本は島国よ

連りそばだつ島々なれば

あらゆる国より舟こそ通え

されば港の数多かれど

むかし思えば とま屋の煙

この横浜にまさるあらめや

ちらりほらりと立てりしところ

今はもも舟もも千舟

泊るところぞ見よや

果なく栄えて行くらんみ代を

飾る宝も入りくる港

作詞 森林太郎
︵鷗外︶
作曲 南能衛

姉妹・友好都市
①サンディエゴ市
②リヨン市
③ムンバイ市
④マニラ市
⑤オデッサ市
⑥バンクーバー市
⑦上海市
⑧コンスタンツァ市

パートナー都市
1 北京市
2 台北市
3 釜山広域市
4 ホーチミン市
5 ハノイ市
6 仁川広域市
7 フランクフルト市

姉妹港・友好港・
貿易協力港
❶オークランド港
❷バンクーバー港
❸上海港
❹メルボルン港
❺大連港
❻ハンブルク港

横浜を観光しよう！
まずは横浜の観光情報を集めよう！
横浜の歴史をひもといてみよう
1859
（安政6）年

横浜開港（陰暦6月2日）

1889
（明治22）年

市制施行（4月1日）
。面積5.4㎢、
人口11万6,193人

1956
（昭和31）年

政令指定都市となる

1961
（昭和36）年

横浜マリンタワー完成（2009年リニューアル）

1983
（昭和58）年 「みなとみらい21」事業着工
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1989
（平成元）年

市政100周年・開港130周年、
「横浜博覧会」

2009
（平成21）年

開港150周年、
「開国博Y150」開催

2010
（平成22）年

日本APEC横浜首脳会議開催

2013
（平成25）年

第5回アフリカ開発会議（TICAD V）開催

下記の場所で市内の観光地図、各種観光パンフレットを配布していま
す（英語版、中国語版、ハングル版、タイ語版もあり）
。また、横浜観光情報
（http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/）でも情報を発信して
います。

●（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー
☎221-2111
（代）
221-2100
定休日 土日祝、
年末年始
住所 中区山下町2 産業貿易センター 1階

●観光案内所
▶横浜駅（中央通路内）
☎441-7300
▶桜木町駅（JR桜木町駅南改札正面）
☎211-0111
▶新横浜駅（新横浜中央ビル2階） ☎473-2895

9:00 〜 19:00
9:00 〜 18:00
9:00 〜 21:00

横浜のおみやげ！
ヨコハマ・グッズ「横濱001」

観光スポットをバスで巡ろう！
●観光スポット周遊バス「あかいくつ」
桜木町駅から、
中華街・元町（Ｃ）ルート、
みなとみらい（Ｍ）ルートの２つ
のルートで観光スポットを周遊するレトロ調のバスを毎日運行！
大人 現金220円・ＩＣ216円
小児 現金110円・ＩＣ108円
問 横浜市コールセンター

☎664-2525

664-2828

●ぶらり観光ＳＡＮ路線
横浜駅（東口）から定番の観光スポットを巡る３つの観光路線バスを運行！

ヨコハマ･グッズ「横濱001」は、平成元年に誕生し
た横浜の地域ブランドです。現在、スカーフ、スイーツ
など、横浜らしさあふれる魅力的な商品がそろってい
ます。お求めは、髙島屋横浜店7階、マリンタワー 2階
ショップなどへ。
問 一般社団法人YOKOHAMA GOODS001

☎222-3701

第17期横浜市長賞受賞のヨコハマ・グッズ
●株式会社ユーズウエア／横浜産芋焼酎

▶「ぶらり三溪園ＢＵＳ（Ｓルート）
」
（土休日運行）
▶「ぶらり赤レンガＢＵＳ（Ａルート）
」
（土休日運行）
▶「ぶらり野毛山動物園（Ｎルート）
」
（毎日運行、土休日はアンパンマ
ンミュージアム入口にも停車）

横浜産のさつま芋、黄金金時、山川
紫、紅東等を鹿児島の酒蔵に送り河内
金白麹で仕上げた、他に類のない混ぜ
芋無濾過の芋焼酎。毎年微妙に異なる
芋のうまみを楽しめます。

大人 現金220円・ＩＣ216円
小児 現金110円・ＩＣ108円
問 横浜市コールセンター

☎664-2525

664-2828

横浜駅からベイエリアが乗り降り自由
●みなとぶらりチケット
エリア内の市営バス・市営地下鉄が１日乗り
放題。チケットの提示で約80の提携店からさま
ざまなサービスも受けられます。
●みなとぶらりチケット
大人500円 小児250円
●みなとぶらりチケットワイド
大人550円 小児280円

食品基準にこだわったこうね馬油の
みを生詰めした「生馬油」や、馬油が持っ
ている自然なままの保湿成分を丸ごと
詰め込んだ「馬油石鹸」ほか、シャンプー
など肌への優しさを追求した商品です。

ヨコハマ・グッズが買える「ヨコハマグッズショップ」
ヨコハマ・グッズの認定商品は市内外のショップで個々に販売されて
いますが、横浜市内にはヨコハマ・グッズを特に集めてショップ展開し
ている「ヨコハマグッズショップ」があります。

●横浜駅周辺で買う

●適用エリア
▶市営バス 横浜駅〜元町〜港の見える丘公園・三溪園
▶市営地下鉄ブルーライン 横浜駅〜伊勢佐木長者町駅
※みなとぶらりチケットワイドは市営地下鉄新横浜駅も乗り降りできます。

●販売場所
▶市営地下鉄ブルーライン駅
横浜、
高島町、
桜木町、
関内、
伊勢佐木長者町、
新横浜（※1）
▶定期券販売窓口（※2）
市営地下鉄横浜駅お客様サービスセンター
横浜駅東口［そごう地下１階］
▶適用エリア内を運行する一部の市営バス車内（※2）
▶桜木町駅観光案内所（※2）
※1 みなとぶらりチケットワイドのみ ※2 みなとぶらりチケットのみ

問 横浜市コールセンター

☎664-2525

●株式会社ディアラ 横濱馬油商店
／横濱馬油商店こうね馬油シリーズ

664-2828 みなとぶらりチケット 検索

こっちで借りて、
あっちで返せる
横浜の 移動 を、
自由に、
もっと楽しく
●コミュニティサイクルbaybike
みなとみらい、関内エリアを中心とした横浜都心部を通勤や買い物、観
光などで気軽に移動が出来るコミュニティサイクルbaybike（ベイバイ
ク）
。電動アシスト付き自転車を約45か所のサイクルポートで、自由に貸
出返却ができるシステムで、平成28年
12月現在、約5万3,000人が登録して
います。ご利用の際は、携帯・パソコン
から会員登録をお願いします。

▶髙島屋横浜店7階
☎311-5111
10:00 〜 20:00
定休日 なし（原則）
住所 西区南幸1-6-31
▶ＹＣＡＴショップ
☎459-4848
6:30 〜 18:30
（月末のみ15:00まで）
定休日 なし
住所 西区高島2-19-12
スカイビル1階

●みなとみらい周辺で買う
▶ヨコハマメモリーズ
☎222-5360
10:00 〜 20:00
定休日 なし
住所 西区みなとみらい2-2-1-2
横浜ランドマークプラザ5階
▶グディーズヨコハマ
☎222-2175
10:30 〜 21:00
定休日 不定休（年2回）
住所 中区新港2-2-1
横浜ワールドポーターズ1階

●山下公園周辺で買う
▶マリンタワー 2階ショップ
☎640-0710
10:00 〜 20:00
定休日 なし
住所 中区山下町15-2
▶ハッピーローソン
☎663-8139
7:00 〜 23:00
定休日 なし
住所 中区山下町279
山下公園レストハウス

●横浜中華街で買う
▶横浜大世界
☎681-5610
日〜木9:30 〜 21:30
金土、
祝前日9:30 〜 22:00
定休日 なし
住所 中区山下町97
（天長門正面）
▶横浜博覧館
☎640-0081
日〜木9:30 〜 21:30
金土、
祝前日9:30 〜 22:00
定休日 なし
住所 中区山下町145

▶ご利用方法
コミュニティサイクルの利用方法、登
録方法など詳細は、baybikeのホーム
ページ、
または下記まで問い合わせを。
問 横浜コミュニティサイクルbaybike 運営事務所

0120-116-819
（無料）
（10:30〜18:00 定休日:火・木曜）
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