
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

イベントの概要 
■ 開催日時 

2018年 12月 11日(火) 19時～20時 
スターバックス店舗 19時 20分～ 
協力施設      19時 30分～ 

※ライトダウンの時間は施設・店舗により異なります。 
 

■ 開催場所 
・横浜市内協力施設 35箇所 
※市内協力施設は裏面の一覧をご確認ください。 

・横浜市内スターバックス 48店舗 
 

■ スターバックス店舗限定イベント 
     みんなで楽しむ折り紙ランタン制作のワークショップ 
 

 
 

 
※実施主体 
当イベントは、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と横浜市で協定を締結し、市内施設の協力のもと開催します。 

 
 

 
 
 
 

平成 30 年 11 月 22 日 
温暖化対策統括本部調整課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 

横浜市は、市内協力施設とスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と連携し、ライトダウンイベント
「”Nothing” is “Charming”」を京都議定書採択から 21年目である 2018年 12月 11日（火） に
開催します。 
今回のイベントは、いつもは当たり前にある「明かり」が「ない」ことは、節電だけではなく、楽しくて特別な時間

になることを感じてもらい、自身のライフスタイルを改めて考え直すきっかけづくりにすることを目的としています。 

“Nothing” is “Charming” 
イベントポスター イメージ 

ライトダウン 
時間目安 

「ない（Nothing）」ことの中に楽しさや豊かさを見つけよう！というエコアクションです。 
物や情報が飽和する時代に、当たり前にあるものを「なくす」ことで、参加者の心に“ある”ことの意味を問いかけ、
気持ちや気づきの共有を試みます。 

「“Nothing” is “Charming”（ナッシング イズ チャーミング）」とは 
 

横浜市とスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社同時発表 
（別紙はスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社の記者発表資料です。） 

横浜市内の協力施設とスターバックス店舗のライトダウンイベント 
“Nothing” is “Charming” 開催 

「明かり」が「ない」ことを楽しむライトダウン 



 

 

イベントのホームページ 
   ライトダウンを実施しないスターバックス店舗もありますので、 

実施店舗等は下記特設ページでご確認ください。 
ライトダウンイベント特設ページ：https://sbux.jp/light（スターバックス 公式サイト内） 
横浜市温暖化対策統括本部ページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/light.html 

 

ライトダウン協力施設一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※上記の皆様のほか、一般社団法人横浜みなとみらい２１、川本工業株式会社、国際埠頭株式会社、東京急行電
鉄株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、パナソニック株式会社に広報等のご協力をいただきます。 

※当日は横浜市役所も消灯実施します。 
 

当日取材のご案内 
   ■日時  2018年 12月 11日（火） 19時～20時（受付開始 18時 40分） 

■会場  スターバックス コーヒー みなとみらい東急スクエア店 
（住所）横浜市西区 みなとみらい 2-3-9  みなとみらい東急スクエア ②１Ｆ 
（アクセス）みなとみらい線 みなとみらい駅下車／５番出口 徒歩３分 
 

当日は、横浜市及びスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社から、今回の共同イベントが生まれ
た背景や、地球温暖化対策や環境問題に対するそれぞれの活動・想いなどをお話しします。 
今回のイベント限定である折り紙ランタン制作をはじめ、カウントダウンにより店内を消灯し、特別な

時間を過ごします。 
ご多忙の折とは存じますが、ご取材いただきますようお願い申し上げます。 
※当日取材を希望される場合は、事前にご連絡ください。 

 

お問合せ先 

温暖化対策統括本部環境未来都市推進課担当課長   山形 珠実    045-671-2336 

アイ・ティー・エックス株式会社、アニヴェルセル みなとみらい横浜（アニヴェルセル株式会社）、IKEA
港北（イケア・ジャパン株式会社）、株式会社大川印刷、学校法人 みなとみらい学園、株式会社キョウ
デン 横浜事業所、クイーンズタワーA（三菱地所プロパティマネジメント株式会社）、グローバルラー
ニングセンター、株式会社 JVC ケンウッド 本社・横浜事業所、JICA 横浜（独立行政法人国際協力機
構）、湘南検診クリニック ココットさくら館（医療法人社団優和会）、東京ガス関内ビル（東京ガス株
式会社）、ナビオス横浜（一般財団法人日本船員厚生協会）、株式会社ニコン 横浜製作所、日揮株式会
社、日産自動車グローバル本社（日産自動車株式会社）、日産スタジアム（公益財団法人横浜市体育協
会）、日本丸メモリアルパーク（公益財団法人帆船日本丸記念財団）、富士ソフトビル（富士ソフト株式
会社）、三菱重工横浜ビル（株式会社ダイヤビルサービス）、みなとみらい東急スクエア（株式会社みな
とみらい東急スクエア）、みなとみらい二十一熱供給株式会社、森永製菓株式会社 鶴見工場、UR都市
機構、株式会社横浜環境デザイン、横浜銀行本店ビル（株式会社横浜銀行）、ヨコハマグランドインタ
ーコンチネンタルホテル（株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル）、よこはまコスモワ
ールド（泉陽興業株式会社）、横浜市開港記念会館、横浜市住宅供給公社、横浜美術館、横浜ベイホテ
ル東急（株式会社横浜ベイホテル東急）、横浜ポルタ（横浜新都市センター株式会社）、横浜ランドマー
クタワー（三菱地所プロパティマネジメント株式会社）、ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター 
 

※（五十音順、11月 20日現在） 
 

https://sbux.jp/light
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/light.html
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  2018 年 11 月 22 日 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 

 

横浜市のランドマークとスターバックス店舗が一斉消灯を実施！ 

明かりが「ない」ことを楽しむライトダウンイベント 

京都議定書誕生 21年目を迎える、2018年 12月 11日（火）に開催！ 

 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：水口 

貴文）は、横浜市と連携し、よこはまコスモワールドの大観覧車などのランドマークと横浜市内のスターバックス 48店舗が

一斉に消灯を行うライトダウンイベント「“Nothing” is “Charming”」を 2018 年 12 月 11 日（火）に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライトダウンイベントは、スターバックスが横浜と連携し、市民へ広く省エネや地球温暖化対策について考えるきっかけ

を創出する取り組みです。「“Nothing” is “Charming”（ナッシング イズ チャーミング）」をコンセプトに、いつもは当たり前

にある明かりをなくすことで、「ない」ことを楽しみ、参加者のライフスタイルを改めて考え直す機会を提供します。 

地球温暖化防止の国際的な枠組「京都議定書」誕生から 21 年目となる 12 月 11 日（火）に、横浜市内のランドマークで

あるよこはまコスモワールドの大観覧車など 36 の協力施設等と、スターバックス 48 店舗が、明かりをなくすライトダウンを

同時に実施します。 

 

本取り組みに参加するスターバックスの店舗は、19 時から 20 時の 1 時間、ライト

ダウンの実施に加え、スマートフォン、PC などの電子機器の使用をご遠慮いただき、

「ない」ことを楽しむ、非日常的な空間に変わります。 

また、イベントでは、ロウソク型 LEDライトにかぶせて楽しむ折り紙ランタンの制作

ワークショップも行います。イベントは事前予約不要、無料でご参加いただけます。 

 

忙しい日常の合間に、小さな明かりを眺めながら、一人で、または大切な人と、いつもよりもゆったりと、「ない」ことを楽

しむ特別な時間を過ごしませんか。 

 

 

「“Nothing” is “Charming”（ナッシング イズ チャーミング）」とは 

「ない」ことの中に楽しさや豊かさを見つけよう！というエコアクションです。物や情報が飽和する時代に、当たり前にあるも

のを「なくす」ことで、参加者の心に“ある”ことの意味、“ない”ことの意味を問いかけ、気持ちや気づきの共有を試みます。 

 

【折り紙ランタンイメージ】 
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ライトダウンイベント「“Nothing” is “Charming”（ナッシング イズ チャーミング）」概要 

■開催日時：2018 年 12 月 11 日（火） 19：00～20：00 

■開催店舗：横浜市内のスターバックス 48 店舗 ※下記特設サイトに掲載 

■参加費： 無料 

■特設サイト：https://sbux.jp/light 

■ハッシュタグ：「#ライトダウンポートレイト」、「#NothingisCharming」 

 

ライトダウン実施協力施設一覧 （※50音順 11月 20日現在） 

アイ・ティー・エックス株式会社、アニヴェルセル みなとみらい横浜（アニヴェルセル株式会社）、IKEA 港北（イケア・ジャパ

ン株式会社）、株式会社大川印刷、学校法人 みなとみらい学園、株式会社キョウデン 横浜事業所、クイーンズタワーA

（三菱地所プロパティマネジメント株式会社）、グローバルラーニングセンター、株式会社 JVCケンウッド 本社・横浜事業

所、JICA 横浜（独立行政法人国際協力機構）、湘南検診クリニック ココットさくら館（医療法人社団優和会）、東京ガス関

内ビル（東京ガス株式会社）、ナビオス横浜（一般財団法人日本船員厚生協会）、株式会社ニコン 横浜製作所、日揮株式

会社、日産自動車グローバル本社（日産自動車株式会社）、日産スタジアム（公益財団法人横浜市体育協会）、日本丸メ

モリアルパーク（公益財団法人帆船日本丸記念財団）、富士ソフトビル（富士ソフト株式会社）、三菱重工横浜ビル（株式会

社ダイヤビルサービス）、みなとみらい東急スクエア（株式会社みなとみらい東急スクエア）、みなとみらい二十一熱供給株

式会社、森永製菓株式会社 鶴見工場、UR都市機構、株式会社横浜環境デザイン、横浜銀行本店ビル（株式会社横浜

銀行）、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル）、よこはまコ

スモワールド（泉陽興業株式会社）、横浜市開港記念会館、横浜市住宅供給公社、横浜美術館、横浜ベイホテル東急（株

式会社横浜ベイホテル東急）、横浜ポルタ（横浜新都市センター株式会社）、横浜ランドマークタワー（三菱地所プロパティ

マネジメント株式会社）、ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター 

 

ライトダウンイベント「“Nothing” is “Charming”（ナッシング イズ チャーミング）」取材のご案内 

■日時 2018年 12月 11日（火） 19:00～20:00（受付開始 18:40） 

■会場 スターバックス コーヒー みなとみらい東急スクエア店 

（住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-9 みなとみらい東急スクエア ②１Ｆ） 

■登壇者  横浜市温暖化対策統括本部長 薬師寺 えり子氏 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 横浜・川崎エリア営業統括 牧原 義雄 
 

当日は 横浜市温暖化対策統括本部 本部長薬師寺氏とスターバックスの牧原が登壇し、今回の共同イベントが生

まれた背景や、地球温暖化対策や環境問題に対するそれぞれの活動・想いなどをお話しいたします。その後、登壇

者の掛け声により店内の照明を落とし、お客様にも電子機器などの使用をご遠慮いただき、ランタンのみの時間を

過ごしていただきます。 

取材をご希望の方はお手数ではございますが、別紙の FAX返信状にて事前にご連絡くださいますようお願い致し

ます。ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加をお待ちしております。 

【報道関係者からの問い合わせ先】                  スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 広報部

／tel：03-5745-5774／メールアドレス：sbjpr@starbucks.co.jp

https://sbux.jp/light
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＜ＦＡＸ返信状＞ 

FAX 03-5745-5601 
 

スターバックス 48店舗とよこはまコスモワールドの大観覧車など 36の協力施設等が一斉消灯 

明かりが「ない」ことを楽しむライトダウンイベント 

 

スターバックス コーヒー みなとみらい東急スクエア店で消灯イベントを開催 

 

【消灯イベント概要】 

■日時 2018年 12月 11日（火） 19:00～20;00 （受付開始 18:40） 

■会場 スターバックスコーヒーみなとみらい東急スクエア店 

（住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-9 みなとみらい東急スクエア ②１Ｆ） 

■登壇者 横浜市温暖化対策統括本部長 薬師寺 えり子氏 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 横浜・川崎エリア 営業統括 牧原 義雄 

 

※お手数ではございますが、下記項目を御記入のうえ、12月7日（金）までに御返信ください。 

□ご出席     □ご欠席 

■貴 社 名 ：                                                      

■御 所 属 ：                                             

■御 芳 名 ：                            （計      名）        

■カメラ台数： スチールカメラ        台 ／ ムービーカメラ      台      

■電話番号：                                              

■携帯電話：                                        
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