
昨年2万人以上を動員

【料金】1,800円（3枚付/税込）
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観光に便利な地域限定
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、以下の宛先ま
でお送りください。▶〒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28年9月30日（金）（当日消印有効）

　津波警報が発表された場合、電車は一旦停止し可能な限り次の駅まで
走行します。しかし、浸水予想区域内（横浜駅～蒔田駅）で地震被害などに
より走行できない場合には、係員が最寄駅や地上への避難口（換気所）ま
で誘導いたします。

　台風や豪雨の時に、地下が浸水しないよう、様々な仕組みがあります。

事前のチャージはコンビニがおすすめ

横浜市交通局広報誌 ぐるっと8・9月号
発行日：平成28年8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（10月1日発行）では「1日乗車券でおトクに観光」をご紹介

ぐるっと読者プレゼント

A.係員が避難誘導します。Q.津波がきても大丈夫？

市営バスは
PASMO・Suicaで!

◀
一口かつ定食
＋グラス
生ビール
（野毛通手形
2枚）

◀
特製オムライ
スサラダ付＋
グラスビール
またはソフト
ドリンク（野毛
通手形2枚）

お客様の安全を確保するために

1
2
3

ぐるっと8・9月号を野毛山動物園の管理事務所に
ご持参の方に、オリジナルポストカードを1枚プレ
ゼント。　

職員の方に聞いてみました!
　動物たちのお食事タイムを狙
うと、イキイキとした動物を観
ることができます。中でもライ
オンがオススメです!
　詳しい時間帯はホームページ
でご確認ください。▲広報担当 櫻堂さん

ぐるっと×野毛山動物園 特別企画

中区花咲町1-9（☎045-241-7327）
【営業】11:00～21:00
月曜定休（祝日は営業）

センターグリル

中区野毛町2-83（☎045-231-3739）
【営業】11:00～21:30 水曜定休

かつ半

※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。

※市営地下鉄の詳しい安全対策は、交通局ホームページ掲載の
　「安全ポケットガイド」をご覧ください。

　地上出入口からの浸水
には、止水板を設置するこ
とで対応。板は、駅員が周
辺状況やお客さまの流れ
などを判断しながら、取り
付けます。

止水板

浸水
防止機

換気口

排水ポンプ設備は、トン
ネル内の水を公共下水道
や河川へ排水する設備
で、地下鉄の浸水に備え
ています。

排水
ポンプ

　浸水防止機は、地上にある換気口
に設置されているもので、雨を感知
する装置または、駅から遠隔操作に
よって開閉可能な仕組みになってお
り、換気口からの浸水を防ぎます。

【日程】8月の毎週土・日、8/11（木・祝）の全
9回　※昼間に引き続き20:30まで開園
（入園は20:00まで）
【内容】普段は見ることができない夜の動
物園が体験できる特別イベント。イルミ
ネーションで彩られた園内で、昼間とは
違った動物たちの様子が楽しめます。ひだ
まり広場ではビアガーデンも!

2016年 夏のイベント情報

発見! うまいもの

なかよしショップ
【営業時間】11:30～16:30
（繁忙時9:30～）
のげやまソフト360円

　桜木町駅から日ノ出町駅までの、野毛地区一帯の大型
商店街が「野毛商店街」。飲食店を中心に約650店舗が
集まり、春には「野毛大道芸」、秋には今年で3回目を迎
える「ジャズde盆踊り」といったイベントも盛り沢山。
　「野毛の居酒屋、バーなどで使える『野毛通手形』を発
行しているので、気軽に野毛を楽しんでもらいたい。」
と茂呂理事長。ジャズde盆踊り実行委員会の辻村さん
からは、「野毛は夜の街という印象もありますが、お昼
のランチなどでいつもと違った雰囲気の野毛も見に来
ていただきたいです。」とのこと。 数あるお店の中から、
お気に入りのお店を発見してみてはいかがでしょうか？

なかよし広場
モルモットやニワトリなどの小
動物とふれあえます（土・日・祝
のみ1回20分の入替え制）。
【ご利用時間】 平日 9:45～11：
45、12：15～14：15、14：45～
16：15 土・日・祝日 10:00～
12:00、13：30～15:30

オリジナルポストカード
プレゼント

※ポストカードの絵柄は変更になる場合があります

8/1(月)～9/30(金)

よこはま夜の動物園 2016

【営業時間】
16:30～20:00
（L.O.19:30）

ビアガーデン
16

JR根岸線
京
急
線

ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

至 

横
浜

BB

BB

AA

AA

横浜市立
本町小学校

横浜
にぎわい座

横浜市
中央図書館

交番

入口

野毛大通り

野
毛
本
通
り

都
橋

長
者
橋

桜
川
橋

ちぇるる
野毛

野毛山
動物園前
野毛山
動物園前

日の出町
１丁目

野毛町

野毛坂

野毛大通り

野毛山動物園

2016年 8・9
月号 横浜市交通局広報誌

特　集

あかいくつの旅
～桜木町駅からベイサイドエリアをめぐる横浜観光スポット周遊バス～

路線バスの旅「野毛山動物園」
～誰もが気軽に訪れ、憩い、癒される動物園～

交通局からのお知らせ 

市営交通でちょこっと寄り道 第8回

交通局からのお知らせ 

野毛商店街
問合せ 野毛商店街協同組合 ☎045-231-0551
アクセス 市営地下鉄桜木町駅より徒歩2分

ジャズde盆踊り
実行委員会
辻村 諒平さん

野毛商店街協同組合
理事長 茂呂 弥太郎さん

ジャズde盆踊り2016

コンビニ等で野毛通手形
販売中

　サンバにJazzにビアガーデン。
野毛だから出来る無茶な企画第3弾。

【日時】9/17（土）・9/18（日）各日
13:00～21:00（予定）/雨天中止

【会場】野毛本通り、周辺エリア

※詳細は各参加店舗のサービスをご確認
　ください

西区老松町63-10（☎045-231-1307）
【開園時間】9:30～16:30(入園は16:00まで)
【休園日】毎週月曜日(祝日の場合は翌日休園)、12/29～1/1  ※10月は無休。
【アクセス】桜木町駅から89系統「野毛山動物園前」下車
【入園料】無料

野毛山動物園
路 線 バ ス の 旅

　野毛山動物園は、「誰もが気軽に訪れ、憩い、癒される動物園。 
小さな子どもが初めて動物に出会い、ふれあい、命を感じる動物
園」がコンセプト。 入場無料で気軽に入園できるので、散歩コー
スとしてもオススメです。

横浜の中心に位置する"身近な動物園"

▲飼育員に育てられた人懐っこい
　「アミメキリン」

▲日本初の繁殖に成功した
　「ヘサキリクガメ」

▶
ひだまり広場

屋内休憩所カフェ

◀ニューカレドニア
　に住む飛ぶことは
　できない鳥
　「カグ―」

▲黒いベストを着ているような
　模様が特徴の「ミナミコアリクイ」

▲こんなところにも市電が!?

野毛商店街

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？



EVENT 2016News 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　　　市営バス

◆予約・問合せ
横浜市営バス　横浜駅東口案内所（そごう地下１階）
【営業時間】平日・土曜日 8:00～19:00/日曜日・祝日8:00～18:00
☎045-465-2077　FAX:045-441-7749

市内遊覧 80年の歴史に幕。

夏得バスチケットでプールに行こう！

「さよなら横濱ベイサイドライン」
キャンペーン

快速運転開始一周年記念
地下鉄１日乗車券を発売

【発売価格】　740円（大人のみ）
【発売期間及び有効期間】
10月31日（月）まで
【発売場所】　全駅の窓口
【発売枚数】　限定4,000枚

【キャンペーン期間】
９月１日（木）～９月30日（金）
【限定特典】　「パズル型記念乗車券」を発行（先着1,500名様）
※記念乗車券は、乗車日当日に窓口で先着順に発行します。
（予約日の順ではありません。）

【販売・有効期間】　９月４日（日）まで
【販売金額】　大人1,000 円・中学生600 円・小学生260 円
【販売場所】
定期券発売所（横浜駅東口、磯子駅前、洋光台駅前 ※洋光台駅前は毎
月26日～翌月5日のみ営業）、お客様サービスセンター（横浜駅、上大
岡駅）、駅事務室（桜木町～吉野町、弘明寺、上大岡）ほか。

　平成27年7月18日から運転
を開始した「快速」が、このたび一
周年を迎えました。これを記念し
てオリジナルデザインの地下鉄
１日乗車券を発売中です。　

　市営バス乗車券２枚と横
浜プールセンターがセット
になったお得な「夏得バスチ
ケット」を販売中！

　定期観光バス「横濱ベイサイド
ライン」は９月30日をもって運
行を終了します。
　これに合わせ、これまでのご愛
顧に対する感謝の気持ちを込め
て、「さよならベイサイドライン」
キャンペーンを実施します。
　この期間中にご乗車のお客様に、限定特典をご用意いたしました。
　「横濱ベイサイドライン」に乗ることのできる最後のチャンス！
ぜひご乗車ください！

2016夏得バスチケット詳しくは
横浜国際プール
横浜市都筑区北山田7-3-1
【アクセス】北山田駅から徒歩５分

　日本最高峰のプロバスケットボールリーグ
「B.LEAGUE」が2016年9月、ついに開幕します。
横浜国際プールをメインアリーナとする「横浜
ビー・コルセアーズ」はリーグ最上位のB1（１部）
に所属。市営地下鉄に乗って、横浜ビー・コルセ
アーズを応援しに行こう。

横浜ビー・コルセアーズ

インスタントラーメンにまつわる様々な体験や展示を通して、
発明・発見の大切さや楽しさが学べる体験型ミュージアム。自
分だけのカップヌードルが作れるなど人気のレジャースポット。

8月1日（月）から31日（水）
まで、ご入館したお子さま
全員に「ひよこちゃん
キャップ」をプレゼント!

中区新港2-3-4（☎045-345-0918）
【開館時間】10:00～18:00 (入館は17:00まで) 
【休館日】火曜日 (祝日の場合は翌日が休館日)、
年末年始
【入館料】大人 (大学生以上) ：500円、高校生以
下は無料
【アクセス】 あかいくつ「国際橋・カップヌードル
ミュージアム前」下車すぐ

カップヌードルミュージアム（安藤百福発明記念館）

魔女とハーブの専門店。
創業30年。魔女人形は
ヨーロッパでは『キッチン
ウイッチ』とよばれる家の
お守りで、オーナー手作
りのハーブ魔女人形が人
気。

中区元町１-３７（☎045-681-4981）
【営業時間】11：00～19：00
【定休日】月・火曜日、祝祭日は営業（翌日休みの場合あり）
【アクセス】 あかいくつ「元町入口」下車徒歩2分

ハーブと魔女グッズの専門店
グリーンサム

芝生広場、南口広場、潮入りの池などがあ
り、横浜港を望む抜群のロケーションが目の
前に広がるみなとみらい地区最大の緑地。
西区みなとみらい1-1-1
（☎045-221-2155）
【アクセス】 あかいくつ「展示ホール」
下車すぐ

臨港パーク

　創業53年の横浜の老舗北
欧料理レストラン。ウェディン
グ、各種パーティも。（要相
談）

ハワイアンソングが流れ
る山下の南国。ハワイ料
理とコクのあるカレーが
おすすめ。個室パーティも
（貸切可・予約制）。

中区 海岸通 1-1
横浜貿易協会ビル 2F
（☎045-201-2262）
【営業時間】月～土  11：00～
23:30（L.O.23：00） 日 15：00
～23:30（L.O.23：00）
【定休日】無休　【アクセス】 あか
いくつ「大桟橋」下車すぐ

中区海岸通1-1（☎045-663-5555）
【営業時間】
月～金 11:30～15:00、17:00～23:00（L.O.22：00）
土・日・祝 11:30～23:00（L.O.22：00）
【定休日】無休
【アクセス】 あかいくつ「大桟橋」下車すぐ

北欧料理店 スカンディヤ

サンアロハ
みなとみらい本店

サンアロハ

臨港パーク

横浜ワールドポーターズ ● 赤レンガ倉庫

カップヌードル
ミュージアム

赤レンガ倉庫で
Ｃルートに乗換え

スカンディヤ

グリーンサム

「ひよこちゃん
キャップ」を
プレゼント

　桜木町駅からベイサイドエリアをめぐりながら、
港の見える丘公園までを周ることができるのが
横浜観光スポット周遊バス「あかいくつ」。
みなとみらい「Mルート」と中華街・元町「Cルート」の
2つのルートで、横浜の新たな魅力を発掘してみては
いかがでしょうか？

▲和牛肉をロールしたデンマーク風
　ステーキ「ロールスカンディヤ」
　（ピラフ又はパン・珈琲付2,500円）

展示ホール

元町入口

大桟橋（入口）

桜木町駅前

国際橋・カップヌードル
ミュージアム前

【適用区間】
市営バス（一般路線）：

横浜～山下町・元町エリアの一部指定区間

市営地下鉄ブルーラ
イン：横浜駅～伊勢佐木長者町駅　あかいくつ：全線

【発売場所】 横浜駅～伊勢佐木長者町駅の5駅ほか

このチケット1枚で
市営バス、地下鉄も

区間内で乗り放題

　　　地域限定1日乗
車券

「みなとぶらりチケッ
ト」▲ハワイの人気のローカル

　フード「ロコモコ」1,300円

Mルート

Cルート

hamabus.jp運行情報や経路など、詳しくは

6/1～7/31に実施された予選投票で選ばれた上位９店舗がキッチン
カーで一堂に集結。購入者投票により真の揚げものＮＯ．１を決定します。
※開催時間等詳細は後日ＨＰで発表します。
http://www.gachiage.com/
【アクセス】新横浜駅から　　300系統「日産スタジアム前」下車

街に音楽があふれだす。300を超える
プログラムが開催される日本最大級の
音楽フェスティバル
※詳細についてはＨＰをご覧ください。
http://yokooto.jp/

市バスのペーパークラフトを作ろう！

横浜音祭り2016
９/22（木）～11/27（日）

横浜市電保存館（☎045-754-8505）
 　高校生～64歳100円、小・中学生50円 ※土曜日は高校生以下無料
【アクセス】根岸駅から　　21・78・133系統「市電保存館前」/吉野町
駅から　　113・156系統「滝頭」下車徒歩3分

横浜市内全域

日産スタジアム西ゲート広場

横浜市電保存館  「夏休みペーパークラフト教室」
８/１４（日）・８/１５（月） 各日１０時・１３時の２回（各回先着２０名）

対象：未就学児～小学生低学年、参加費無料

企画展「よみがえる学校の文化財」
9/11(日)まで

地域の歴史やくらしを物語る学校文化財を一堂にご覧いただきます。
　 一般300円、高校生・大学生200円、小・中学生100円
【アクセス】「センター北駅」下車徒歩5分

横浜市歴史博物館（☎045-912-7777）

横浜アンパンマンこどもミュージアム&モール
夏だ！ハッピだ！アンパンマン！夏祭りイベント開催
9/11(日)まで うきうき！イベント盛りだくさん！

　 ミュージアム入館料金 1,500円(税込)（1歳以上）
【アクセス】桜木町駅からあかいくつ　　「アンパンマンミュージアム入
り口」下車すぐ

横浜アンパンマンこどもミュージアム&モール（☎045-227-8855）

©2016 Pokémon. ©1995-2016
Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAK inc.　

ガチでうまい横浜の商店街あげものNO．1決定戦
「ガチあげ!」決勝ラウンド開催
9/17（土）

横浜アーツフェスティバル実行委員会（☎045-663-1365）

この夏、みなとみらいがピカチュウだらけに！
大行進やずぶぬれスプラッシュショーなど
お楽しみが盛りだくさん！
夏一番の思い出をピカチュウと一緒につくろう!

「ピカチュウ大量発生チュウ！」今年も開催‼
８/７（日）～14（日） みなとみらい21地区

ポケモンカスタマーサポートセンター
平日11時～18時（☎0120-049-725）

開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）

8 9月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!




