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令和３年３月 10 日
交通局プロジェクト推進課

市営バス・地下鉄で身近な桜旅
～身近な場所で桜の季節を感じてみませんか？～
横浜市交通局では、市営バス・地下鉄を利用して、沿線の身近な桜スポットを楽しんで
いただけるよう、昨年に引き続き特別列車「桜プロモーション号」の運行や、市営バス・
地下鉄１日乗車券の販売を行います。また、今年度は横浜市営交通 100 周年を記念して、
「さくら柄」きっぷの販売や駅構内への桜のメッセージボード設置、一般公募で選ばれた
「わたしの桜見つけ隊」のメンバーによる桜情報の発信などを実施します。
遠くへ出掛けることが難しい春、身近な人と、身近な場所で桜の季節を感じてみませんか？
【交通局ウェブサイト（市営バス・地下鉄で身近な桜旅）】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/tanoshimou/otanoshimi/sakura.html
公共機関をご利用の際は感染症対策の徹底にご協力をお願いいたします。

１ 特別列車「桜プロモーション号」の運行
車内でも桜の季節を楽しんでいただけるよう、１編成すべての広告面を市営交通沿線の桜 PR ポスタ
ー等でジャックするとともに、車内ビジョンでは、昨年の「沿線の桜フォトコンテスト」入賞作品 26
枚を活用した映像を放映します。また、外観も楽しめるよう、窓部には桜モチーフの装飾を施します。
🌸対象車両
市営地下鉄ブルーライン 3000V 形（１編成６両）
🌸運行期間
令和３年３月 11 日（木）から４月 11 日（日）まで
※運行時刻は毎日変わります。下記ウェブサイト「3000V 形運行時刻表」にてご確認ください。
http://navi.hamabus.city.yokohama.lg.jp/koutuu/pc/diagram/SpecialTrainDiagramCalendar
🌸昨年のイメージ写真

（車内ポスター）

（車内ビジョン）

（窓上シール）
裏面あり

２ 特別バス「桜バス」の運行
市営バスに桜装飾を施した「桜バス」を運行します。営業所職員が車内でもお客様に春の雰囲気を楽
しんでいただけるよう、桜シールでの窓上ラッピングをはじめとした車内外への個性的な飾り付けで桜
色にします。主に市内の桜の名所のうち、根岸森林公園、大岡川、三ツ池公園の各周辺を巡る系統にお
いて、期間限定で運行します。
🌸滝頭営業所（２台）
【運行期間】
令和３年４月４日（日）まで
【運行系統】
・21 系統（桜木町駅前⇔市電保存館前。根岸森林公園周辺を運行します）
・219 系統（弘明寺⇒みつが丘中央 等。大岡川周辺を運行します）

（車外イメージ）

🌸港北営業所（３台）
【運行期間】
令和３年４月 10 日（土）まで
【運行系統】
104 系統（新横浜駅⇔鶴見駅西口。三ツ池公園周辺を運行します）
※上記の系統を運行するすべての車両が「桜バス」ではありません。
※「桜バス」は、上記以外の路線でも運行する可能性があります。

（車内イメージ）

３ 桜旅記念きっぷ「市営バス・地下鉄１日乗車券（紙式）」の販売
昨年実施した「沿線の桜フォトコンテスト」の入賞作品から、４作品を１日乗車券としてデザイン
し、市営地下鉄各駅の駅事務室にて販売します。沿線の桜の風景を、お手元でもお楽しみください。

（川和町駅前）

（江川せせらぎ緑道）

🌸販売券種・枚数
横浜市営バス・地下鉄１日乗車券：大人券 830 円

（三ツ池公園）

（大岡川

鶴巻橋）

※小児券の販売はありません。

🌸販売期間
令和３年３月 11 日（木）から４月 11 日（日）まで
【有効・払戻期限：令和３年 12 月 31 日（金）】
🌸販売場所
デザイン

販売駅駅事務室

川和町駅前
江川せせらぎ緑道
三ツ池公園
大岡川

鶴巻橋

日吉、日吉本町、高田、東山田、北山田、センター北、都筑
ふれあいの丘、川和町、中山、桜木町、関内、伊勢佐木長者
町、阪東橋
あざみ野、中川、センター南、仲町台、三ツ沢上町、三ツ沢
下町、横浜、高島町
新羽、北新横浜、新横浜、岸根公園、片倉町、踊場、中田、
立場、下飯田、湘南台
吉野町、蒔田、弘明寺、上大岡、港南中央、上永谷、下永
谷、舞岡、戸塚

４ 「さくら柄」の乗車券発売
期間中、桜のポップが施されている券売機（各駅１台程度）をご利用いただくと、さくら柄の乗車券
が発券されます。
🌸販売期間期間
令和３年３月 11 日（木）始発から４月 11 日（日）終電まで

（左）券売機に施される桜のポップ
（上）さくら柄の乗車券イメージ

５ 駅に桜のメッセージボードを設置（市営交通 100 周年記念）
令和３年４月１日、市営交通は 100 周年を迎えます。そこで、駅構内に桜のメッセージボードを設置
いたします。駅をご利用のお客様から、桜の花びらのメッセージカードに思い思いのメッセージを書い
ていただき、桜を満開にしていただきます。
🌸メッセージボード設置駅
ブルーライン（18 駅）
湘南台、下飯田、立場、中田、踊場、
戸塚、港南中央、上大岡、弘明寺、蒔田、
吉野町、関内、横浜、高島町、三ツ沢下町、
三ツ沢上町、新横浜、仲町台

🌸桜のメッセージボード（イメージ）

グリーンライン（５駅）
センター北、都筑ふれあいの丘、川和町、
中山、日吉本町
（メッセージ記載例）

親子３代で
利用して
います！

桜の開花が
楽しみです
！！！

メッセージカード（桜型）、ペンを設置してお
ります。思い思いのメッセージをご記入し、
ボードに貼り付けてください。

６ 崎陽軒×三溪園×横浜市交通局コラボ「春爛漫 三溪園 彩りちらし弁当」発売
横浜市交通局と株式会社崎陽軒（本社：横浜市西区、取締役社長：野並直文）、公益財団法人三溪園
保勝会（所在地：横浜市中区、理事長：内田弘保）は、コラボレーション企画として、「春爛漫 三溪
園 彩りちらし弁当」を店舗・数量限定で販売します。お弁当でご自宅でも桜の季節を感じていただく
ことができます。詳細は、別紙をご覧ください。
裏面あり

７ 「わたしの桜見つけ隊」始動
一般公募で選ばれたメンバーが、市営交通沿線の桜の穴場スポット、おすすめ散歩コース、見どころ
の豆知識など、身近な桜旅を楽しんでいただける情報を発信します。交通局ウェブサイトでも沿線の桜
裏面あり
をお楽しみください。
🌸メンバー（10 名）※五十音順
アマエビ―さん ／ 城田 恭祐さん ／ 内 崇世さん ／ ノダ タエコさん ／ hakobe さん
ハマの OL さん ／ 半澤 郁磨さん ／ 牧野 竜一さん ／ マダム M さん ／ 陽遊 そらさん
🌸事前講習（オンライン開催）の様子
ライター・笹原風花氏、写真家・川合麻紀氏らプロから、記事作成・撮影のコツなどのノウハウを
伝授いただきました。

（ライター・笹原風花氏）

（写真家・川合麻紀氏）

🌸「わたしの桜見つけ隊」特設ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/tanoshimou/otanoshimi/watashinosakura.html
みなさんも、Facebook や Twitter に横浜市営交通沿線にある桜情報について投稿される際は、
ぜひ次のハッシュタグを付けて投稿してください！
#横浜市交通局

#身近な桜旅

#わたしの桜見つけ隊

お問合せ先
交通局プロジェクト推進課長

森

香里

Tel 045-671-3672

（別紙）
2021年３月10日

横浜市交通局
三溪園・横浜市交通局・崎陽軒共同プレスリリース

三溪園×横浜市交通局×崎陽軒「春爛漫 三溪園 彩りちらし弁当」発売
株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、取締役社長:野並直文)と公益財団法人三溪園保勝会（所在地：横浜市中区、
理事長：内田弘保）、横浜市交通局(本庁：横浜市中区、横浜市交通事業管理者：三村庄一）は、コラボレーション
企画として、2021年3月19日（金）より4月15日（木）の期間、「春爛漫 三溪園 彩りちらし弁当」を店舗・数量限
定で発売いたします。
「彩りちらし弁当」は、えびや煮穴子、とびこなどを彩り豊かにトッピングした、見ためにも華やかな「ちらし
寿司」をメインに、菜の花や筍姫皮といった春らしい食材を使用した和え物、デザートの「桜型花餅」などを詰め
合わせた、春の訪れを感じるお弁当です。この度、三溪園の古建築の写真をデザインに使用した限定掛け紙をま
とって登場いたします。
掛け紙では、崎陽軒の公式キャラクター「ひょうちゃん」と、横浜市交通局の公式キャラクター「はまりん」
が、美しい三溪園の園内を案内しています。
「春爛漫 三溪園 彩りちらし弁当」で、ご自宅でもお花見気分を満喫してみてはいかがでしょうか。
■商品内容
名称

春爛漫 三溪園 彩りちらし弁当

価格

880円（税込）

販売期間

2021年3月19日（金）より4月15日（木）（予定）

販売店舗

市営地下鉄あざみの駅店、横浜駅中央店、崎陽軒本店ショップ、市営地下鉄横浜駅店、そ
ごう横浜店、髙島屋横浜店、崎陽軒+DELI、みなとみらい駅店、ランドマークプラザ店、
キュービックプラザ新横浜店、桜木町駅店、シァル桜木町店、市営地下鉄戸塚駅店、市営
地下鉄湘南台駅店
上記14店舗に加え桜満開時期の2日間は三溪園催事店舗（予定）

※なくなり次第終了

内容（「彩りちらし弁当」と同内容）
ちらし寿司 （トッピング：えびの酢〆、煮穴子、とびこ、味付け椎茸、山せり、蓮根の酢漬け、錦糸玉
子）、菜の花と筍姫皮と人参の和え物、昔ながらのシウマイ 2個、甘酢生姜、桜型花餅
～三溪園の催しのご案内～
●新緑の遊歩道開放 4月10日(土)～5月9日(日)
聴秋閣の奥に広がる遊歩道を新緑の季節にあわせて開放します。
三重塔を遠望する新緑の絶景が楽しめます。
●アートの庭―北欧と日本の作家によるコンテンポラリーアート展
4月28日(水)～5月12日(水)
スウェーデンと日本で交互に開催される現代アートのビエンナー
レ展が、三溪園を会場に行われます。外苑の庭園や建物に36名の
作家による魅力的な作品が並びます。共催：EAJAS
※恒例の「観桜の夕べ」は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止となりました。
なお、日中は通常どおり開園します。

～横浜市営バス・地下鉄 身近な桜旅～
●沿線の桜デザイン「市営バス・地下鉄1日乗車券」 4月11日（日）まで
昨年実施した「沿線の桜フォトコンテスト」の入賞作品のうち、
4作品をデザインした1日乗車券（830円）を各駅にて販売しています。
●「わたしの桜見つけ隊」特設ページ
公募で選ばれた皆さまからの沿線のとっておきの桜情報を
お届けします！

■商品イメージ

■商品に関するお客様向けお問い合わせ先
株式会社崎陽軒 お客様相談室
フリーコール:0120-882-380
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社崎陽軒
広報・マーケティング部
担当：西村浩明、柴田菜都美、
小川萌子、陳思慧、山本茜、山崎太幹
TEL：045-441-8918
FAX：045-441-8904
URL:https:// kiyoken.com
■三溪園に関するお問い合わせ先
公益財団法人 三溪園保勝会
担当：岩本美津子、吉川利一
TEL：045-621-0635
FAX：045-621-6343
URL:https://www.sankeien.or.jp
■横浜市交通局に関するお問い合わせ先
担当：プロジェクト推進課 森香里
TEL：045-671-3672
FAX：045-322-3911
URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/
kotsu/tanoshimou/otanoshimi/
sakura.html

