
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 30 日（土）の 20 時 30 分から世界規模の環境キャンペーン『EARTH HOUR（アースアワー）』が

実施されます。今年は地球温暖化防止の決意を表明する「アースアワー」に共感する、過去最多、市

内の 131 企業・団体の皆様が、消灯アクションなど様々な形で参加・協力します。（３月７日現在）

（別紙のとおり） 

当日のイベントはもちろんのこと、EARTH HOUR WEEKs としてシビルディスカッションや、横浜市風

力発電所ハマウィングの電気を活用した横浜ビー・コルセアーズ『自然エネルギー100％ゲーム〜風と

海賊 DAY〜』も開催されます。 

 

EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA 
3 月 30 日アースアワー当日は、消灯カウントダウンなどのイベントを再エネ 100％で開催します。 

また、当日、横浜市交通局の「みなとぶらりチケット」を会場受付で提示いただいた方には、オリジナルポ

ーチなどを進呈します。 

 

■ライトダウンイベント 

日時 平成 31 年３月 30 日（土）19 時から 21 時 30 分まで 

消灯は 20 時 30 分から。プレイベントは 14 時 30 分から。 

場所 JR 桜木町駅前広場イベントスペース （雨天決行、荒天時中止） 

内容 ・暗闇を楽しむコンサート 

     出演：ラ・テール（サックスカルテット）、Style-3、 

上野優華、曽根由希江、河村唯 Presented by TAKARA 

    ・暗闇を楽しむペンライトアート 

詳細：EARTH HOUR 2019 特設サイト (WWF ジャパン) 

http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 3 1 年 ３ 月 1 2 日 
温 暖 化 対 策 統 括 本 部 調 整 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

過去最多、130 施設以上が消灯に参加！ 

3 月 30 日（土）『EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA』 

今年も横浜 F・マリノスの選手２名が来場予定！ 

裏面あり 

＜連携イベント＞『竹あかり』フォトスポット・環境パネル展 

 日時 平成 31 年３月 30 日（土）14 時 30 分から 20 時 30 分まで 

 場所 桜木町駅前広場（雨天決行、荒天時中止） 

 内容 ・フォトスポットとして、間伐した竹と自然エネルギー 

（風力・太陽光発電）を活かしたアート作品『竹あかり』を設置 

    ・みなとみらい２１地区の環境取組パネル等の展示 

 取材 事前に「一般社団法人横浜みなとみらい２１」までお問い合わ 

せをお願いします。 

    企画調整部・企画調整課 TEL 045-682-4404 



 

  

EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA 事前イベント 
3 月 30 日アースアワー当日に向けイベントが開催されます。 

■横浜ビー・コルセアーズ 『自然エネルギー100％ゲーム〜風と海賊 DAY〜』 

横浜市風力発電所ハマウィングのグリーン電力証書（※１）を活用し、自然エ

ネルギー100％ゲームを横浜ビー・コルセアーズの試合で初めて行います。 

この取組は、Ｙ（ヨコハマ）－グリーンパートナー（※２）の工藤建設株式会

社からグリーン電力証書をご提供いただき、会場の横浜国際プールのご協力

の下、実施します。 

日時：平成 31 年３月 24 日（日） 

10 時 05 分 一般入場、14 時 05 分 試合開始 

場所：横浜国際プール（横浜市都筑区北山田７−３−１） 

対戦相手：栃木ブレックス 

（※１）自然エネルギーから生まれた電力を利用していることを証明   

する証書 

（※２）横浜市風力発電事業の趣旨に御賛同いただいている協賛企業の皆様 

※取材は事前に「横浜ビー・コルセアーズ」までお問合せをお願いします。  

 メール media@b-corsairs.com  TEL 045-507-4544 （広報担当 石合） 

 ※試合に関する情報：https://b-corsairs.com/ 

当日は、グリーン電力証書贈呈セレモニーを実施します。工藤建設株式会社、

WWF ジャパン、横浜市のパネル展示等も行います。 

■「持続可能な街づくり」を考えるシビルディスカッション（全３回） 

 ・第１回「若者×ＳＤＧｓ～ジダイを託された私たちなりの生き方～」３月 12 日（火）14 時から 17 時

まで  

場所：BUKATSUDO（横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号 ランドマークプラザ 地下１階）  

 ・第２回「みなとみらいからＳＤＧｓを考える」 ３月 20 日（水）18 時から 21 時まで  

場所：BUKATSUDO（横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号 ランドマークプラザ 地下１階） 

 ・第３回「ローカルグッドなＳＤＧｓの実践にむけて」 ３月 30 日（土）15 時から 18 時まで  

場所：さくらリビング第一研修室（横浜市中区桜木町１－１ぴおシティ６階） 

※取材は事前に「EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA 実行委員会（横浜コミュニティデザイン・ラボ内）」

までお問合せをお願いします。 

Email: localgood@yokohamalab.jp TEL : 045-664-9009 

EARTH HOUR とは 
世界中の人々が、同日同時間に電気を消すアクションを通じて、「地球の環境を 

守りたい」という想いをわかちあう世界各地をつなぐ消灯リレー。 

2007 年に WWF オーストラリアで始まりました。2018 年は過去最多となる全世界で 188 の国と地域が「EARTH 

HOUR」へ参加しました。今年、日本では、横浜市をはじめ東京都や広島県、広島市など様々な都市が参加し、

世界とつながります。 

 

お問合せ先 

（EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA に関すること） 
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    Tel: 045-671-2336 

（EARTH HOUR 2019 全体に関すること） 
WWF ジャパン プレス担当 山本 亜沙美 Tel : 03-3769-1714  Email: press@wwf.or.jp 

（横浜ビー・コルセアーズに関すること） 

横浜ビー・コルセアーズ 広報担当 石合 未夏 Tel : 045-507-4544 Email: media@b-corsairs.com 

（シビルディスカッションに関すること） 

EARTH HOUR 2019 in YOKOHAMA 実行委員会（横浜コミュニティデザイン・ラボ内） 

Tel : 045-664-9009  Email: localgood@yokohamalab.jp  



 

  

 

 

★みなとみらい２１地区においては、（一社）横浜みなとみらい21 が会員企業の皆様等に、消灯への 

参加を呼びかけています。 

 

・旭建設㈱  

・アズビル㈱ビルシステムカンパニー横浜支店  

・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）  

・飯塚行政書士事務所  

・IKEA 港北  

・生駒造園土木㈱  

・浦田建設㈱  

・M.M.TOWERS にお住まいの皆様  

・M.M.TOWERS FORESIS にお住まいの皆様  

・MM パークビル（三菱地所プロパティマネジメント㈱）  

・M.M. MID SQUARE にお住まいの皆様  

・大佛次郎記念館  

・（一財）神奈川県警友会けいゆう病院  

・神奈川県内広域水道企業団三ツ境庁舎  

・㈱神奈川保険グループ 

・㈱神奈川保健事業社  

・蒲工㈱  

・㈲鴨居造園  

・㈱キョウデン横浜事業所  

・キングの塔（神奈川県庁）  

・旧関東財務局  

・クイーンズスクエア横浜クイーンズタワーB・C 棟  

・クイーンズタワーＡ（日揮㈱）  

・クイーンズタワーＡ（三菱地所㈱、三菱地所プロパティマネジメント㈱）  

・クィーンの塔(横浜税関)  

・工藤建設㈱本社ビル  

・㈱グリーン・パートナーズ  

・クロスゲ－ト（オリックス不動産投資法人）  

・グローバルラーニングセンター（グローバルラーニングセンター）  

・京浜急行電鉄㈱  

・県民共済プラザビル（神奈川県民共済生活協同組合）  

・㈱コア・エレクトロニックシステム  

・向洋電機土木㈱  

・コレットマーレ（ヒューリック㈱）  

・㈱サイゼリヤ（サイゼリヤ横浜市の 11 店舗）  

・㈱サカエテック  

・㈱三英空調工業  

・㈱サンエス  

・CIAL 桜木町（㈱横浜ステーシヨンビル）  

・首都高トールサービス神奈川㈱  

・㈱シンクロン本社ビル（本館・新館）（㈱シンクロン）  

・新興電設工業㈱  

・親和興業㈱  
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・㈱ジェイコムイースト横浜テレビ局  

・㈱ＪＶＣケンウッド/本社・横浜事業所  

・ジャックの塔(横浜市開港記念会館)  

・生活協同組合ユーコープ  

・㈱青武組  

・西武東戸塚店（㈱そごう・西武） 

・㈱信友建設  

・スターバックス コーヒー ジャパン ㈱（みなとみらい東急スクエア店、横浜元町店、 

横浜ランドマークプラザ店、関内馬車道店、桜木町駅前店、横浜公園店、横浜アイマークプレイス店、

CIAL 桜木町店、横浜モアーズ店、横浜モアーズ 8 階店、横浜西口店、横浜ジョイナス店、横浜ビブレ店、

横浜北幸店、CIAL 鶴見店、横浜鶴見店）  

・社会保険労務士法人 閃光舎 

・相鉄ジョイナス（㈱相鉄ビルマネジメント）  

・そごう横浜店（㈱そごう・西武）  

・象の鼻テラス 

・㈱ソーエー  

・㈱太陽住建  

・太陽油脂㈱ 

・㈱ダイエー  

・㈱チュウバチ  

・都筑開発㈱  

・鶴見つばさ橋、横浜ベイブリッジ(首都高速道路㈱)  

・㈱Ｔ＆Ｓ  

・「TGI フライデーズ」横浜西口店（ワタミ㈱）  

・㈱テクノジャパン  

・デニーズ（㈱セブン＆アイ・フードシステムズ）  

・東亞合成㈱横浜工場  

・㈱東急コミュニティー  

・東京ガスエコモ㈱  

・東京藝術大学大学院映像研究科馬車道校舎（旧富士銀行横浜支店）  

・㈱徳建 

・トヨタレンタリース神奈川（㈱トヨタレンタリース神奈川 横浜ランドマークタワー店）  

・中区地域子育て支援拠点のんびりんこ  

・㈱長野工務店  

・ナビオス横浜（（一財）日本船員厚生協会 横浜国際船員センター）  

・南州ビル（㈱南州電設）  

・㈱二十一設計  

・㈱ニコン横浜製作所  

・日舗建設㈱  

・日産グローバル本社（含む日産グローバル本社ギャラリー）（日産自動車㈱）  

・日本丸メモリアルパーク（帆船日本丸記念財団・JTB コミュニケーションデザイン共同事業体）  

・日本保安工業㈱ 

・ニューオータニイン横浜プレミアム（HRT ニューオータニ㈱）  

・人形の家  

・㈱ハイマックス  

・パナソニック㈱オートモーティブ横浜ビル  

・株式会社パル・コーポレーション  
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・びっくりドンキー青葉台店、びっくりドンキー鶴見店（㈱アレフ）  

・㈱ファンケル  

・富士ゼロックス㈱横浜みなとみらい事業所  

・富士ソフトビル（富士ソフト㈱）  

・BUKATSUDO  

・Brillia Grande みなとみらいにお住まいの皆様  

・PRYME COAST みなとみらい、BLUE HARBOR TOWER みなとみらいにお住まいの皆様  

・プリンス電機㈱本社・工場  

・馬淵建設㈱  

・MARINE & WALK YOKOHAMA  

・ＭＡＲＫ ＩＳ みなとみらい（三菱地所リテールマネジメント㈱）  

・㈱三上本社  

・三菱重工横浜ビル（㈱ダイヤビルサービス）  

・三菱みなとみらい技術館  

・みなとみらい学園ビル（学校法人みなとみらい学園）  

・みなとみらい東急スクエア（㈱みなとみらい東急スクエア）  

・みなとみらい二十一熱供給センタープラント（みなとみらい二十一熱供給㈱）  

・南設備工業㈱  

・宮本土木㈱  

・メルビック電工㈱  

・山手西洋館(（公財）横浜市緑の協会)  

・UR 都市機構  

・横浜アンパンマンこどもミュージアム&モール（㈱ACM）  

・横浜駅東口地下街ポルタ（横浜新都市センター㈱）  

・横浜 F・マリノス 

・ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル）  

・横浜国際プール（市体協・コナミ・トーリツグループ）  

・よこはまコスモワールド（泉陽興業㈱）  

・横浜桜木町ワシントンホテル（藤田観光㈱）  

・横浜市資源リサイクル事業協同組合  

・㈲横浜精密 

・社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング 

・横浜中央 YMCA  

・横浜美術館（（公財）横浜市芸術文化振興財団）  

・横浜ビー・コルセアーズ 

・横浜ベイホテル東急（㈱横浜ベイホテル東急）  

・横浜ランドマークタワー（三菱地所㈱、三菱地所プロパティマネジメント㈱）  

・横浜ロイヤルパークホテル（㈱横浜ロイヤルパークホテル）  

・横浜ワールドポーターズ（㈱横浜インポートマート）  

・㈱ライフ・コア横浜本社  

・㈱ルミネ横浜店  

・ルーデンス㈱  

・ローム㈱横浜テクノロジーセンター  

・ＹＣＣヨコハマ創造都市センター（旧第一銀行横浜支店） 
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