
❶ ステーションカラー
　各駅には、日本伝統の色を配した、「ステーションカラー」を導入しています。
各駅のプラットフォームの壁や柱の周りのデザインなどに使われています。駅
の個性を出すとともに、どなたにも駅を識別しやすくなるよう工夫しました。

❷ リニアモーター
　グリーンラインでは、リニアモーター推進方式を導入
しています。中央新幹線リニアのリニアと違い、宙には浮
いていませんが原理はほぼ同じです。リニアは坂に強く、
市北部の丘陵地帯を力強く走行しています。

❸ ユニバーサルデザイン
　「人や街へのやさしさ」がグリーンラインのテーマです。カラーユニバーサ
ルデザインを採用した運賃表や駅構内案内図のほか、ホームと車両との段
差を解消した乗降口など、利用するどなたもが安心・安全を実感できるよう、
様々な工夫をしています。

❶ センター南駅での記念行事の開催
　記念式典、沿線の10歳のお子さまの１日駅長イベントなど
を開催します。
【日時】３月25日（日）10時～　
※詳細は順次交通局ホームページに掲載します。

❷ 開業時の写真展示

【日時】３月５日（月）～４月11日（火）
　皆さまからご応募頂いた開業時の写真をグリーンライン各
駅にて展示します。
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横浜　ぐるっと

ぐるっとの
バックナンバーはこちら

特　集

グリーンライン開業10周年グリーンライン開業10周年グリーンライン開業10周年

横浜中華街で春節を祝う横浜中華街で春節を祝う横浜中華街で春節を祝う

特　集

グリーンライン開業10周年

横浜中華街で春節を祝う

開業10周年を記念して、バス・地下鉄
１日乗車券もしくは地下鉄１日乗車券
を提示して頂いたお客様は、入園料を2
割引いたします！
【実施期間】３月17日(土）～５月６日(日）
※アクセス・開園時間などは裏面のイベント
欄をご覧ください。

観光に便利な横浜ベイエリア限定１日乗車券
「みなとぶらりチケット」を5組10名様に
プレゼントします。

アンケート
 　「ぐるっと」をどちらでご覧になりましたか。（◯駅、◯系統◯行バスなど）
 　最も面白かった記事はどれですか。
 　「ぐるっと」へのご意見・ご感想をおきかせください。

presents

応募方法
はがきに住所・氏名・年齢とアンケートの答えを明記の上、
以下の宛先にお送りください。
▶〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145
横浜花咲ビル7階 交通局総務課「ぐるっと」係
【締切】 平成30年3月31日（土）（当日消印有効）

横浜市交通局広報誌 ぐるっと2・3月号
発行日：平成30年2月1日
発行：横浜市交通局 総務課
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/
企画・制作：アドカジエンス

問合せ 横浜市コールセンター  ※午前8時～午後9時（年中無休）
☎045-664-2525　FAX045-664-2828

次回（4月1日発行）では「沿線のおいしいベーカリー」を特集

ぐるっと読者プレゼント

●市営バス・地下鉄の通学定期券を
　値下げします！

●プラスチック製1日乗車券の取扱いを
　終了します

1
2
3

「千枚カツ（しそチーズ）
ご飯・味噌汁付」（1,200円）▶

▲「築地直送！旬のお造り
　5種盛り」（2,484円）

▲グリーンライン開業時に商店街で
　行われたイベント

▲建設当時の北山田駅▲建設当時のセンター南駅

価格はすべて税込です。

遊ZEN たつ吉

ダイニング とらひげ 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、グリーンライン日吉駅から歩いてすぐのとこ
ろにある、日吉商店街です。中央通り、浜銀通り、普通部通り、メイル
ロード、サンロードという5つの通りで構成されていて、加盟は100店
舗を超える大きな商店街です。駅の反対側には慶應義塾大学もあり、お
昼時には学生さんも多く訪れています。

　「慶應義塾大学の日吉キャンパスが、2020年に行
われるオリンピックでイギリス代表選手のキャンプ
地に選ばれているので、商店街としても連携して盛
り上げていきたい」と、25年間理事長を務める薄井
さん。
　飲食店も豊富な日吉商店街に、ぜひお立ち寄りく
ださい。理事長 薄井 芳夫さん

とらひげ
ぐるっと2・3月号をご持参で、
千枚カツをご注文された方には100円引き！

※2月末日まで
特典

港北区日吉本町１-２３-2
045-563-6198
[月～土] 11：30～14：00、
17：00～23:00(L.O. 22:30)
[日・祭日]11：30～14：00、
16：30～22:30(L.O. 22:00)
無休

港北区日吉本町1-5-41
045-562-0066
[月～土] 11：00～14：00、
　　      17：30～22:00
[日・祭日]11：00～14：30、
　　      17：30～21:30
無休

開業時から現在までグリーンラインを運転してきた職員より

知っていますか？グリーンラインのひみつ 10周年記念イベントを
実施します

　３月17日（土）発売分から、市営バス・地下鉄の通学定期料金を改定
します。従来の料金に比べ市営バスでは約13～19%、地下鉄では10
～12%値下げとなります。

　市営バス・地下鉄のプラスチック製1日乗車券は、３月31日（土）をもっ
て、ご利用いただけなくなります。
•地下鉄1日乗車券、バス1日乗車券、バス・地下鉄共通１日乗車券
　4月1日以降、お手持ちの券は、紙製の券に無償で交換します。
【取扱窓口】　駅案内所、駅事務室、お客様サービスセンター、定期券発売所、
　　　　　　バス営業所
•ファミリー環境１日乗車券（平成29年４月30日発売終了）
　4月1日以降、お手持ちの券は、手数料なしで払戻しを行います。
【取扱窓口】　お客様サービスセンター、定期券発売所

●市営バス各種乗車券が変わります
•短距離定期券の発売終了（３月16日）
•シニアパスの変更（３月17日発売分から）
　料金を改定するとともに、IC定期券に変わります。
•市営バス通学全線定期券の発売要件緩和（３月17日発売分から）
　通学区間に関わらず、通学定期券をお買い求めいただけるようになりま
す。通塾や習い事等に、ぜひ市営バスをご利用ください。（バス共通定期券、
地下鉄定期券は対象外）
•バス回数券の発売終了（３月31日）
詳細は交通局ホームページをご覧ください。

市営バス
7,720円
→6,740円
　（-980円）

市営地下鉄
（例：横浜～新横浜）
5,650円
→5,040円
　（-610円）

地下鉄グリーンラインは
開業10周年を迎えます
～人 to 街 to 暮らしをつなぐ～

新料金の例 （中学生以上１か月）

　グリーンラインはおかげさまで平成30年３月30日
に開業10周年を迎えます。10年間でグリーンライン
の乗車人員は約２倍となり、今なお増え続けている
沿線にお住まいの皆さまの日々
の暮らしを支えています。

　開業当時、綺麗な新車を運転できることが嬉しかった
のですが、ただ嬉しいばかりとはいかず、ブルーラインの
車両とはまた違った乗り心地で、制動操作の習熟に必死
でした。
　開業日は、予想以上にたくさんのお客様にご利用いた
だき、初めてグリーンラインに乗ったお客様の笑顔を今
でも鮮明に覚えています。
　10年が経ち沿線の景色も少しずつ変わってきました
が、川和町のホームから見える富士山は10年前と何も
変わらず、雄大な景色にいつもパワーをもらっています。

川和乗務管理所
指導運転士 石橋 祐司

横浜市交通局詳しくは

交通局からのお知らせ 交通局からのお知らせ 

市営交通でちょこっと寄り道 第17回

日吉商店街
日吉商店街協同組合 ☎045-561-2725
グリーンライン日吉駅から徒歩すぐ

地下鉄やバスで途中下車。商店街でヨコハマの新しい魅力を見つけませんか？

2018年
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Photo: 横浜中華街発展会協同組合

Photo: 横浜中華街発展会協同組合

▲正宗麻婆豆腐（¥1,728）

中区山下町142  　045-641-8386
月～金 11:30～15:00 (L.O.14:00)
　　　 17:00～22:00 (L.O.20:30)
土・日・祝 11:30～22:00(L.O. 20:30)
年末年始

EVENT 2018News この時期のオトクな情報を先どり!!
【マークの見方】　　日時・日程　　開催場所　　費用　　問合せ先　　　 アクセス

横浜市電保存館（☎045-754-8505）定休日：月曜日 祝日の場合は翌日。

　  根岸駅から21・78・133系統「市電保存館前」下車すぐ/吉野町駅
から113・156系統「滝頭」下車徒歩3分

しでんほーる連続講座

市営地下鉄 路線図

２/１７（土）第１４回「地名から郷土の歴史を考える」

開館時間：9:30～17:00、入館は16:30まで
　 高校生以上300円・3歳～中学生100円 
市営バス1日乗車券又はＩＣカード利用によるバスでの来館で割引あり

横浜シティガイド協会（☎045-228-7678）

山手駅～馬の博物館～根岸森林公園～堀割川～市電保存館
５００円（保険料含む）、入館料は個人負担

横浜シティガイド協会によるガイド散策ツアー
「緑の競馬場跡と懐かしの市電に会いにいこう！」
４/５（木）９:30～１２:30 （集合：JR山手駅改札口　解散：市電保存館）

横浜中華街で春節を祝う

春節イベント

みなとぶらりチケットで中華街をお得に味わう！

大感謝観戦チケット販売！
横浜ビー・コルセアーズ

　試合会場特別ブースで抽選会に参加できる地下鉄１日乗車券付の
お得な「大感謝観戦チケット」を地下鉄12駅で発売します。お得なチ
ケットが購入できるこの機会にビーコ
ルを応援しよう！
【チケット販売対象試合】
３月10日(土)・11日(日)
VS新潟アルビレックスBB
　 大人:2,600円、中高生:2,000円、
　 小学生:1,200円
　 横浜国際プール(都筑区)
　 北山田駅から徒歩５分

野毛地区センターまつり獅子舞「採青」 2/12(月・振休)10:00～15:00

利用団体の舞台発表や展示、抽選会には景品も
たくさん!野毛地区センターならではの異文化にも
出会えるかも…!?  　 桜木町駅から徒歩5分

野毛地区センター（☎045-241-4535）2/16(金)16:00～20:00

2/16(金)～3/2（金）

　「春節」当日には伝統の獅子舞「採
青」がけたたましい爆竹や太鼓の音
が鳴り響く中で行われます。各店舗
の商売繁盛や五穀豊穣を祈ります。

中華街全域

元宵節燈籠祭
3/2(金)17:30～19:00

　春節の最後を飾る幻想的なお祭り「元宵節燈
籠祭」。メッセージ燈籠に書き込まれた人々の
願いが天に届くように奉納舞が披露されます。

横濱媽祖廟

ハマエコカード入会キャンペーン実施中！

「写真のチカラ スタンプラリー」開催中！
フォト・ヨコハマ

市営地下鉄の券売機でご購入いだだけます！
市営バス全線定期券は

【開催期間】2月1日(木)～4月30日(月)
【特典内容】
①入会者全員にVJAギフトカード2,000円分
　プレゼント！
※開催期間中に申込みをされた方で、5月31日(木)までにカード発行された方が対象です。
※キャンペーンの特典付与対象者は本会員の方のみとなります。
②6月30日(土)までにPASMOオートチャージサービスをご利用の
方にVJAギフトカード2,000円分プレゼント！
この機会にぜひご入会ください！
本キャンペーンの詳細、入会のお申込みは

　１月から３月までの会期で開催中の「撮る・みる・楽しむ。写真の祭典 
フォト・ヨコハマ2018」にあわせて、フォト・ヨコハマの各イベントを
めぐるスタンプラリーを、３月４日（日）までの期間で開催中です。
　８つの指定イベントのうち、３か所以上でスタンプを集めると、３月
１日（木）から４日（日）まで開催される「CP+2018」の会場（パシフィコ
横浜・大さん橋ホール）に設置のゴールポイントにて、フォト・ヨコハマ
記念グッズが当たるカプセルトイに挑戦することができます。
　ラリー期間中に、各イベント会場間の移動に便利な「みなとぶらりチ
ケット」を使用しゴールポイントで提示すれば、スタンプ１個分になる
特典も！
【スタンプラリー期間】３/４（日）まで
【賞品お渡し期間】３/１（木）～４（日）17:00まで
※詳しくは、区役所ほかで配布のリーフレットをご覧ください。

乗車前のチャージはコンビニがおすすめ
市営バスはPASMO・Suicaで!

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

　中国では旧暦の正月を「春節（しゅんせつ）」といい、盛大にお祝いする風習
があります。横浜中華街では中国同様の「春節」を開催しており、今回で32回
目を迎えます。獅子舞や龍舞、皇帝衣装のパレード等中国の伝統文化を体験し
てみてはいかがでしょうか。　 

みなとぶらりチケット

ハマエコカード

横浜中華街

エリア内のバス車内・
駅などで発売中！

ベイエリアを
回るなら
この1枚!!

★エリア内の市営バス＆
　地下鉄が乗り放題
★3回以上乗るなら、
　断然オトク！
★オトクなサービスを
  提携施設で受けられます！

大人500円　小児250円

関帝廟や媽祖廟の
お参り後には、身体
が芯から温まる牛肉
を使った麻婆豆腐
「正宗麻婆豆腐」が
オススメ。

中華菜館 同發
【本館・別館】中区山下町148
【本館】045-681-7273 【別館】045-681-6331
【本館・別館】11：00～21：30
【本館】第1・第3火曜日 【別館】無休

黒毛和牛と国産肉厚
椎茸・セロリを欖菜に
チェリーペッパーを加
えたソースで炒めまし
た。春節に合わせた期
間限定（2月末日まで）
料理です。

▲黒毛和牛と肉厚椎茸・セロリの欖菜※炒め（¥3,630）
　※からし菜とオリーブのオイル漬け　

ランチョイ

げんしょうせつとうろうさい

ツァイチン

祝舞遊行
2/24(土)16:00～

　 「春節」の一大イベントである祝賀パレード
「祝舞遊行」が実施されます。華やかな皇帝衣装
隊に加え、人気者の獅子や龍が登場します。

　獅子舞・龍舞・舞踊・中国雑技などの中国伝統芸能が
披露されます。

　 中華街全域
山下町公園（中華街内）→関帝廟通り→福建路
→西門通り→中華街大通り→南門シルクロー
ド→山下町公園

しゅくまい ゆうこう

春節娯楽表演
各日 ①14：30～15：30 ②16：00～17：00
       ③17：30～18：30

2/17(土)、18(日)、25(日)

中華街内の山下町公園

ご　らく ひょうえん

カウントダウン
2/15(木)24:00～

　「春節」を迎える前夜、横濵關帝廟と横濱媽祖廟の両
廟でカウントダウンが行われ、街は新年を迎えるお祝
いムード一色に包まれます。

横濵關帝廟・横濱媽祖廟

横浜中華街発展会協同組合（☎045-662-1252）
桜木町駅前からあかいくつ「中華街入口」下車すぐ

Photo: 横浜中華街発展会協
同組合

重慶飯店 別館

みなとぶらりチケットご提示で、飲食代金10％割引！
※現金払のみ ※サービスランチは除く

みなとぶらりチケット特典
みなとぶらりチケットご提示で、
飲食代金10％割引（現金払）、5％割引（カード）！

みなとぶらりチケット特典

Photo: 横浜中華街発展会協同組合

Photo: 横浜中華街発展会協同組合

ズーラシア わくわく裏側ウォッチング
2/25（日）までの毎週日曜日
13：30～14：00（受付9：30～先着順）

　 300円（3歳以下無料）　定員：各20名
①チンパンジー ②ヒガシクロサイ
各動物舎にて動物園の裏側見学や給餌体験ができます！
ハッピーバレンタインinズーラシア 2/10（土）～12（月・祝）
各動物舎にて動物たちにバレンタインの特別な餌をプレゼント！お客
様にはチョコレートをプレゼントします。（数に限りがあります。）

 【開園時間】9:30~16:30(入園は16:00まで)
　 一般(18歳以上)800円/高校生・中人300円/中・小学生200円/小学生
未満無料 地下鉄1日乗車券又はバス・地下鉄共通1日乗車券の提示で2割引
（3/17（土）～5/6(日)） 　 中山駅南口から136系統「よこはま動物園」下車 

ズーラシア(☎959-1000)

三溪園 観梅会 2/10(土)～3/4(日)

2月から3月にかけて、約600本ある
白梅・紅梅などが見事な花を咲かせます。 
 　 （入園料）大人700円、小人200円
　 横浜駅東口/桜木町駅からぶらり三溪園BUS(土・休日限定運行)「三
溪園」下車すぐ、8・148系統「三溪園入口」下車徒歩5分

三溪園（☎045-621-0634） みなとぶらりチケットで100円引き！

今シーズン最後！

　窓口に並ばなくてOK！始発から23時まで買えて、申込書の記入
も不要。３月17日発売分から、新規・継続ともに14日前から購入で
きるようになります。ぜひご利用ください。
※通学の新規・学年切替時の継続の場合は窓口にて発売します。
※IC定期券（PASMO・Suica）のみのお取扱いです。
※モバイルSuicaやクレジットカード一体型は対応していません。バス定期券発売
　所、営業所にて発売します。
※地下鉄通勤定期券をご購入の方も券売機をぜひご利用ください。

http://www.hama-eco.city.yokohama.lg.jp/

2 3月 月

横浜市交通局詳しくは
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