横 浜 市 記 者 発 表 資 料

令和３年 10 月 21 日
文化観光局創造都市推進課

夜の横浜で交差する
街と光のアートイルミネーション「ヨルノヨ」開催!
横浜市では、国内外の観光客を増やし街の賑わいを創出して、横浜のナイトタイムエコノミーを活性化
することを目的に、横浜ならではのスケールで、港の景観を最先端技術を用いて演出する創造的イルミネ
ーション事業を実施しています。
フ ロ ー

今年は「FLOW -巡る-」がテーマです。昨年のテーマだった「ひと・もの・文化の交差(CROSS)」から生ま
れた新しい価値を巡らせ、さらに発展し続ける「横浜らしさ」を光と音楽で表現します。また、アートクル
ーズなど、横浜の夜を楽しんでいただく回遊プログラムを多数用意します。

１

開催概要

【開催期間】令和３年 11 月 18 日(木)～12 月 26 日(日) 17 時～21 時 05 分
※11 月 18 日(木)のみ 18 時開始
【開催場所】新港中央広場・横浜港大さん橋国際客船ターミナル
【実施体制】主催：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会
(実行委員長=布留川信行・(公財)横浜観光コンベンション・ビューロー理事長)

共催：横浜市
連携：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ推進協議会
(会長=北村宏・株式会社キタムラ代表取締役社長)
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実施内容
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（１）NIGHT VIEWING (新港地区及び周辺ｴﾘｱ、17時30分～21時の30分毎、各５分間)
１日８回各５分間、新港中央広場と周辺の27施設が連動し、横浜ならではの港の夜景を光と音
楽でダイナミックに演出します。
今年は、赤レンガパークや山下公園の水際線などが新たに加わり、ビューポイントの横浜港大
さん橋国際客船ターミナルからは、これまでにない都市的スケールの光と音楽の演出が体感でき
ます。

NIGHT VIEWING(イメージ)

【NIGHT VIEWING 演出施設(27 施設)】 ※50 音順
<新規参加施設(９施設)>
１赤レンガパーク水際線 ２大さん橋ふ頭ビル ３神奈川県民ホール ４GUNDAM FACTORY YOKOHAMA
５ハンマーヘッドクレーン ６女神橋 ７山下公園水際線 ８横浜ベイホテル東急 ９横浜ランドマークタワー
<継続参加施設(18 施設)>
10 アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 11 神奈川県警察本部庁舎 12 神奈川県庁本庁舎
13 コレットマーレ 14 大観覧車コスモクロック 21 15 ナビオス横浜 16 みなとみらいグランドセントラルタワー
17 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 18 よこはまコスモワールド 19 横浜市開港記念会館
20 横浜市庁舎 21 横浜スタジアム 22 横浜税関 23 横浜ハンマーヘッド 24 横浜マリンタワー
25 横浜メディアタワー 26 横浜ランドマークプラザ 27 横浜ワールドポーターズ
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（２）NIGHT WALKING (新港中央広場、17時～21時05分)
広場をゆったりと歩いて巡りながら、楽しむウォーキング・イルミネーション。CROSS DOMEで
は、空間音響技術により、光と音楽のアートに浸ることができ、さらに広場全体に生まれる光と
音楽が流れ、留まり、変化していきます。
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NIGHT WALKING(イメージ)
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CROSS DOME(イメージ)

（３）街の回遊性を高める取組
ポ ー タ ル
①夜の横浜をつなぐ光のオブジェ「PORTAL」
都心臨海部の観光スポットなど12か所に設置された光のオブジェ「PORTAL」をくぐり抜ける
と、音が鳴ったり光の強さが変化します。フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。
②横浜の川を巡りながらマッピング映像と音楽を楽しむ「ART CRUISE」(期間限定)
大岡川や中村川を巡りながら、水辺の踊る生き物たちの物語が楽しめる 1 日 2 便、約 50 分間の
クルーズ。船上からは、ヨルノヨの「NIGHT VIEWING」もお楽しみいただけます(有料、全 13 日間)。
横浜観光と合わせた日帰りツアーとして、下記ホームページからお申し込みいただけます。
【ポケカルホームページ】https://www.poke.co.jp/book/calendar/P017389/1731/index.html
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③横浜の街を巡って楽しむキャンペーン「ハマぶらりー」

街を巡ってスタンプを集めると素敵な賞品が当たるデジタルスタンプラリーや、店舗でヨルノ
ヨ公式 SNS のフォロー画面を見せるとお得な特典が受けられるなど、ヨルノヨと併せて横浜の街
を楽しんで頂くキャンペーン「ハマぶらりー」を実施します。

３

新型コロナウイルス感染予防の取組

・公式ホームページで新港中央広場と大さん橋の混雑状況を表示し、混雑回避を呼びかけます。
・新港中央広場で、来場者の検温や消毒液の設置、マスク着用のお願いを実施
・密集・密接を防ぐため、混雑時はドームの入場制限を実施 等
※本事業は、以下の国のプロジェクトに位置付けられています。
【参考 URL】https://culture-nippon.go.jp/ja/beyond2020

【参考 URL】https://www.shigen.bunka.go.jp/
令和 3 年度文化資源活用推進事業

お問合せ先
文化観光局創造都市推進課創造まちづくり担当課長

長谷部

千晶

Tel 045-671-4241

ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION-

キービジュアル(縦)

ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION-

キービジュアル(横)

報道関係各位

【News Release】

令和3年10月21日
【横浜・みなとみらいのイルミネーションイベント】

横浜港を活かしたダイナミックなアートイルミネーション
国内最大スケール！新港中央広場全体と27施設※が連動して織りなす光と音の躍動的なプログラムも
船に搭載したプロジェクターでアートを映し出すクルーズも初登場！

「ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION-」開催！
開催期間：令和3年11月18日(木)から12月26日(日)
※施設数は変更になる可能性があります。

クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会は、アートイルミネーション「ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT
ILLUMINATION-」を、令和3年11月18日(木)から12月26日(日)まで港町・横浜を舞台に開催いたします。
今年は「FLOW-巡る-」がテーマです。昨年のテーマだった「ひと・もの・文化の交差(CROSS)」から生まれた新しい価
値を巡らせ、さらに発展し続ける「横浜らしさ」を光と音楽で表現します。
1日8回行われる光と音楽が躍動する5分間の「NIGHT VIEWING」は、さらにパワーアップし、港の景観を活かした横浜
ならではのダイナミックなイルミネーションとなっています。また、都心臨海部の様々な場所に来街者を照らす光のオブ
ジェを設置するとともに、船に搭載したプロジェクターでアートを映し出すクルーズなど、新たな横浜の夜の魅力を発見
できるプログラムを多数用意します。

■開催概要
【開催期間】令和3年11月18日(木)～12月26日(日)17時～21時05分
※11月18日(木)のみ18時開始
【開催場所】新港中央広場・横浜港大さん橋国際客船ターミナル
【実施体制】主催：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会
(実行委員長=布留川信行・(公財)横浜観光コンベンション・ビューロー理事長)

共催：横浜市
連携：クリエイティブ・ライト・ヨコハマ推進協議会
(会長=北村宏・株式会社キタムラ代表取締役社長)

助成:令和3年度文化資源活用推進事業
認証:beyond2020プログラム
【公式ホームページ】https://yorunoyo.yokohama
【公式Twitter】https://twitter.com/yorunoyo2021/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/yorunoyo_yokohama/

令和3年度文化資源活用推進事業

【報道関係者からのお問合せ】
ヨルノヨPR事務局（(株)プラチナム内） 担当：野尻、古川、甲原
TEL：03-5572-7351 FAX：03-5572-6075
MAIL: yokohama-illumi@vectorinc.co.jp
※画像はイメージです。

■「ヨルノヨ-YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION-」
コンセプトについて
2021年のコンセプトは、「FLOW-巡る-」。
次の世代へも受け継げる横浜らしい魅力である、「ひと・もの・文化の交差(CROSS)」（2020年度コンセプト）から生まれ
た新しい要素(価値)が、「FLOW |FLOWING 流れる・巡る」ことで、さらに発展していく横浜を光と音で表現します。

■実施内容
①光と音楽が躍動する5分間のプログラム「NIGHT VIEWING」(新港地区及び周辺エリア）
1日8回各5分間、広場と周辺の27施設が連動した街ぐるみのダイナミックな光と音の演出を、新港中央広場や横
浜港大さん橋国際客船ターミナルなど横浜の様々なスポットからお楽しみいただけます。また、今年は赤レンガ
パーク等の水際線や山下公園側の施設を新たに増やし、ビューポイントの横浜港大さん橋国際客船ターミナル
からは、これまでにない都市的スケールの光と音楽の演出が体感できます。

NIGHT VIEWING(大さん橋からみなとみらい側を臨む)

NIGHT VIEWING (大さん橋から山下公園側とみなとみらい側を臨む)

②広場を巡りながら楽しむ「NIGHT WALKING」
(新港中央広場、17時～21時05分)
広場をゆったりと歩いて巡りながら、楽しむウォーキング・イルミネーショ
ン。CROSS DOMEでは、「NIGHT WALKING」 「NIGHT VIEWING」ともに、
ヤマハの空間音響技術により360°音に包まれた臨場感あふれる演出
を実現し、光と音楽のアートに浸る没入体験ができます。また、広場と
CROSS DOMEで生まれる光と音が、流れ、留まり、変化していきます。
「CROSS DOME」

③夜の横浜をつなぐ光のオブジェ「PORTAL(ポータル)」
都心臨海部の観光スポットなど12か所に設置された光のオブ
ジェ「PORTAL」をくぐり抜けると、音が鳴ったり光の強さが変
化します。横浜の景色とともに写真撮影ができるフォトスポッ
トとしてもお楽しみいただけます。

＜今年初登場＞
④船上からヨルノヨのイルミネーションやプロジェクションマッピングに出
会いながら横浜を巡る、夜の「ART CRUISE(アートクルーズ)」 (期間限定)

「PORTAL」

大岡川や中村川を中心に、水辺の『踊る生き物たち』を観察する
探索船“かなもえ号“に乗り込み、横浜の街を巡るアートボートク
ルージング。船上から出会うのは、ヨルノヨのNIGHT VIEWINGと、
水辺に存在する踊る生き物「NOYO(ノヨ)」を中心とする物語
『そうそう魔法だよ “Oh oui c’est magique”』。
横浜観光と合わせた日帰りツアーとしてお申込みいただけます。
実施期間 合計：13日間
11/18(木)・19(金)・20(土)・21(日)・22(月)・23(火祝)・26(金)・
27(土)・28(日)・29(月)・30(火)・12/3(金)・4(土)
「ART CRUISE(アートクルーズ)」
※乗船時間:50分程度
航
路: ピア象の鼻⇔(日の出桟橋)⇔石川町仮設桟橋
※事前予約制。申込方法等詳細は、下記公式ホームページをご覧ください。
（ポケカルホームページ：https://www.poke.co.jp/book/calendar/P017389/1731/index.html）
※画像はイメージです。

■キャンペーン
横浜の街を巡って楽しむ「ハマぶらりー」
街を巡ってスタンプを集めると素敵な賞品が当たるデジタルスタンプラリーや、店舗でヨルノヨ公式SNSのフォロー
画面を見せるとお得な特典が受けられるなど、ヨルノヨと併せて横浜の街を楽しんで頂くキャンペーン「ハマぶら
りー」を実施します。
■脱炭素の取り組み
「ヨルノヨ」開催にあたり使用する電力から算出したCO2排出量に対し、Ｊ-クレジット（再エネ由来）購入を通じて
カーボン・オフセットを行います。
パートナー：みんな電力（所在地：東京都世田谷区 代表取締役：大石英司）

■協賛・協力(10/15現在)
【特別協賛】

【協賛】

【特別協力】 ※五十音順

【協力】 ※五十音順
アパホテル株式会社、株式会社NTTドコモ/株式会社NTTファシリティーズ、株式会社Evolving G、神奈川県、神奈川
県警察、神奈川県民ホール（公益財団法人神奈川芸術文化財団）、関内ホールJV、京セラ株式会社、京浜フェリー
ボート株式会社、資生堂グローバルイノベーションセンター（S/PARK）、新港ふ頭客船ターミナル株式会社、泉陽興
業株式会社/よこはまコスモワールド、株式会社ディー・エヌ・エー/株式会社横浜スタジアム、 一般財団法人 日本
船員厚生協会、Peatix Japan株式会社、ヒューリック株式会社、株式会社 ポートサービス、丸紅プライベートリート投
資法人、三菱地所株式会社、協同組合 元町エスエス会、株式会社横浜インポートマート、横浜港振興協会・神奈川
新聞社・ハリマビステム共同事業体、株式会社横浜国際平和会議場、横浜税関、横浜中華街発展会協同組合・横濱
媽祖廟、よこはま都心部水上交通実行委員会、株式会社横浜ベイホテル東急、株式会社ロイヤルウイング、
WANCOTT
【脱炭素パートナー】

