
丸山台中学校前

ブルーライン
上永谷駅

丸山台小学校

丸山台いちょう坂
商店街 丸山台バス停

丸山台中学校前バス停

上永谷駅前
バス停

　まだまだ寒さの厳しいこの季節。中山駅から日吉駅まで
を結ぶグリーンラインに乗って、寒い冬を乗り切る「あった
か料理」で、体の芯から温まってみてはいかがでしょうか？
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1 日乗車券

乗車日
Date

当日限り有効　Valid on the designated date only.

YOKOHAMA SUBWAY & BUS ONE-DAY PASS

[ 地下鉄・バス共通 ]

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、「オペラ座の怪人ポス
トカードセット」を20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。
 　希望する景品をどちらかお選びください。

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29年3月31日（金）（当日消印有効）

　通勤・通学の地下鉄定期券（他社連絡含む）、バス地下鉄連絡定期券は、新
規・継続ともに、使用開始日の14日前から購入できます。
　PASMOなら、地下鉄駅券売機で購入いただけます。
●市営バス定期券は、PASMO・Suicaなら地下鉄駅券売機でも購入できます!
　（新規は有効開始の７日前、継続は14日前から）
●市営バスと地下鉄両方使うなら、連絡定期券！別々に買うより約10％おトク!
例えば…

　平成29年３月末をもって、プラスチック製の市営
バス及び地下鉄の１日乗車券の販売を終了し、４月以
降は紙製の１日乗車券を販売します。
　また、バス車内では、バスＩＣ１日乗車券も販売していますので、乗車時
に乗務員にお声掛けください。
　なお、地下鉄駅券売機では、改札機でご利用いただける１日乗車券（購入
当日のみ有効の地下鉄券、地下鉄・バス共通券）を引き続き販売します。

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2・3月号
発行日：平成29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）では木下大サーカス×ぐるっとを特集

ぐるっと読者プレゼント

市営バスは
PASMO・Suicaで!

地下鉄定期券は、新規・継続ともに14日前から購入できます！

市営バスと地下鉄の１日乗車券が
紙券に生まれ変わります！
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※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。

ガチあげ!で金賞を受賞した▶
　「白黒からあげコンビ」　

（400円）　

◀ボリュームたっぷり
　「スタミナセット」（1,350円）

価格はすべて税込です。

▲「自家製豆腐の湯豆腐（紙なべ）」（980円）
▲「高砂部屋本格みそ味ちゃんこ鍋」
　（1人前1,780円）

▲ 「沖縄そば」（800円）

▲ブルーライン

東急線

JR線
▲グリーンライン

▲「もつ鍋（2人前より）」（1人前1,280円）

そば やぶ忠

炭火居酒屋 トリゴコロ 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、上永谷駅からほど近い「丸山台いちょう坂商
店街」です。２年前にホコ天（歩行者天国）を企画したことをきっかけ
に、ハロウィンなど様々なイベントを、会長をはじめとした30代～
40代の若いメンバーが中心となって積極的に実施しています。その
結果、昨年第5回「かながわ商店街大賞」準大賞も受賞しました。
　「日々の生活の中で気軽に利用いただける商店街ですが、呉服屋
や金物屋など、個性的なお店も揃っています。」と本間会長。
　事務局担当の葵さんからは、「今後、月1回定例会を開催して、商店
街のお店同士の結束を強め、よりよいイベントを企画していきたい
と思います。」とのこと。3月26日（日）には、3回目となるホコ天を行
う予定で、飲食の出店なども企画されているそうです。ぜひ足を運ん
でみてはいかがでしょうか。

炭火居酒屋 トリゴコロ
ぐるっと2・3月号をご持参で、ご注文された方に
店内全品「10%引き」

特典

小城
ぐるっと2・3月号を
ご持参で、ご注文され
た方に
ドリンク
一杯サービス！

特典

港南区丸山台３-２２-４
045-844-8913
11:00～20:00
水曜日定休、第3木曜日

港南区丸山台1-13-1
ラポルト上永谷1F
045-844-7575　  
11:00～14:00、
17:00～24:00
水曜日定休

しゃぶしゃぶには、ジューシーな食感の青森
県三沢産の美味しい豚肉を使用。
他にも旬の味覚を味わえる一品料理を用
意しており、カウンター席、テーブル席の他
に、掘りごたつの個室も完備。

センター南駅

一禅
都筑区茅ケ崎中央10-17 カスタネア １Ｆ
「センター南駅」下車 徒歩5分
050-5868-1735
11:30～14:30、
17:00～23:00(L.O.22:30)
火曜日

高砂部屋所属50年の味。
ちゃんこ鍋は味噌ベースのスープに
豚肉と産地厳選の数十種類のお野
菜がたっぷり！

日吉駅

大田山
港北区日吉本町１‐２４‐１７
「日吉駅」下車 徒歩2分
045-563-5965
月～土曜日、祝前日 17:00～23:30
日・祝日 17:00～23:00
不定休

本場九州のさっぱりとした醤油味で
コラーゲンたっぷり！
チャンポン麺、雑炊のオプションも。
その他、韓国料理も。

中山駅

小城
緑区台村町３０９-１
「中山駅」下車 徒歩5分
045-938-8812
17:00～24:00
月曜日

開店18年の地元密着店。炭火
焼鳥や一品料理、沖縄料理と
色々と取り揃えています。
ファミリーはもちろん、テラス
席はペットと同伴も。

都筑ふれあいの丘駅

富士見茶屋
都筑区葛が谷13-6
「都筑ふれあいの丘駅」下車
徒歩2分
045-944-1939
18:00～24:00(L.O.23:00)
日曜・祝日

※通学の新規、学年切替時の継続は、駅事務室又はお客様サービスセンターで、通学証
　明書の提出等が必要です
※発売時間：【券売機】始発～23時　【駅事務室】７時～22時
＊地下鉄駅券売機での新規14日前発売は、３月以降全台対応予定。

地下鉄、バス地下鉄連絡、他鉄道連絡の
通勤・通学定期券

【PASMO】
　券売機（＊）、駅事務室、
　お客様サービスセンター
【磁気券】
　駅事務室、お客様サービスセンター

バス全線の通勤・通学定期券
【PASMO・Suica】
　券売機、定期券発売所、バス営業所
　お客様サービスセンター、駅事務室
【紙券】
　定期券発売所、バス営業所、
　お客様サービスセンター

市営バス通勤（全線）
9,650円

14日前から購入できる定期券と場所 ７日前から購入できる定期券と場所

地下鉄通勤２区（１か月）
9,190円

＝18,840円＋

→バス地下鉄連絡定期券として買えば

（継続は14日前）

Facebookで情報発信中！
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中山
川和町

都筑ふれあいの丘 センター南

センター北 北山田 東山田
高田

日吉本町
日吉

中川

新横浜北新横浜新羽
仲町台

あざみ野

1,870円
おトク!!16,970円

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11回

丸山台いちょう坂商店街
丸山台いちょう坂商店街 ☎045-355-0319
「上永谷駅」下車徒歩2分、洋光台駅から
112系統「上永谷駅前」下車徒歩2分

丸山台いちょう坂商店街
会長 本間 泰輔さん（左）、
トリゴコロ 加賀屋 寿文さん（右）

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？

 横浜市交通局広報誌

2017年
 2・3月号

特　集

『オペラ座の怪人』が横浜に

ⓒ1986 RUG Ltd.

～観劇の前後は横浜観光♪～

グリーンラインで行く冬のあったか料理
～寒い季節をあったか料理で乗り切ろう！～

冬のあったか料理
グリーンラインで 行く

丸山台いちょう坂



EVENT 2017News 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

みなとぶらりチケットで100円引き！

横浜国際プール（都筑区）
「北山田駅」下車徒歩５分

　横浜国際プールをホームアリーナとする
「横浜ビー・コルセアーズ」。北山田駅では
ビーコル展を開催中。
　市営地下鉄に乗って、応援に行こう！

２月・３月のホームゲーム（横浜国際プール）
2月  4日（土）・  5日（日）　VS 千葉ジェッツ
3月11日（土）・12日（日）　VS 琉球ゴールデンキングス
3月25日（土）・26日（日）　VS 富山グラウジーズ

プロスポーツチームがある駅

横浜の歴史と市電の関わりについて学ぶなど、横浜にゆかりの深い方々による
講座を開催します。（各回１３時半～１５時、当日先着４５名、参加費：入館料のみ）

横浜市電保存館（☎045-754-8505）

　  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

横浜市電保存館「しでんほーる連続講座」

２/  ４（土） 国吉直行さん（元横浜市都市デザイン室長）
２/１８（土） 岡田直さん（横浜都市発展記念館調査研究員）
３/  ４（土） 西川武臣さん（横浜開港資料館・都市発展記念館副館長）
３/１８（土） 齋藤大起さん（神奈川新聞文化部記者）

開館時間：春休みは毎日開館（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

利用団体の舞台発表や展示、抽選会や景品もたくさん！
野毛地区センターならではの異文化に出会えるかも！

雛人形の展示（展示のみ：2/8～3/8）と琴演奏、お抹茶などを楽しめま
す。 小学生以下のお子様(先着100名)に雛あられをプレゼント!

雛人形を展示する3施設による連携企画。スタン
プラリーを行うほか、横浜ひなめぐりのスタンプ
ラリー用紙提示による入場料割引特典も！スタン
プラリーは　 58系統がわかりやすく便利！

89・156・292系統「野毛町」下車徒歩1分、「桜木町駅」下車徒歩5分
入場無料
野毛地区センター（ちぇるる野毛3階） （☎045-241-4535）

野毛地区センターまつり
～見てよし！遊んでよし！食べてもよし！～

みその公園横溝屋敷 ひなまつり

　猫にゆかりのある踊場地区で、ニャンニャン
ニャンの猫の日（２月22日）にちなんで、ねこま
つりを開催します。
　踊場駅では、皆さまからご応募いただいた猫の
写真展を開催します。ぜひ見に来てください。

　市営地下鉄ブルーラインでは、約10年ぶりとなる新形車両
3000V形（１編成６両）を今春から運行開始します。
　運行に先立ち、お客様へ日頃の感謝をこめて新形車両の試乗会を
実施しますので、参加者を募集します！
【試乗会日時】 ４月８日（土）10～11時（集合は指定の場所に9時）
【募集人数】100名（予定）
【応募方法】往復はがきに必要事項を記入の上、２月28日（火）消印有効
　　　　　●ハマエコカードをお持ちの方は、当選率２倍！

　開港の地「横浜」には、日本の伝統文化に加え、西洋文化の窓口となっ
たという歴史があります。「ハイカラ」の始まりは、開港当時、欧米風や
都会風を気取った人や様子を横浜毎日新聞の記者が「ハイカラ」と評し
たことから、と言われています。和と洋が絶妙に調和するこの街で、「横
濱ハイカラ」の世界を体験いただけるプランをご用意しました。
●袴と観光周遊バス「あかいくつ」でめぐる“横浜ハイカラ”散歩
　　 横濱きものステーション（☎045-663-8108）（水曜定休）
●人力車に乗って「横浜発祥めぐり」
　　 ハマの人力車 横濱おもてなし家（☎045-622-8146）
※今後プランは、次々と追加される予定です。

【開催期間】2月４日（土）～26日（日）

３０００Ｖ形の特徴
●ブルーを基調としヨコハ
　マを象徴する海を連想さ
　せるデザイン！
●ドア横のグラデーション
　はヨットの帆をモチーフ

「横濱ハイカラ」体験プラン販売中！

約１０年ぶり！ ２０１７年春デビュー

開港の地「横浜」を堪能してみませんか？

新型車両3000Ｖ形の試乗会開催！

踊場駅 おどりばねこまつり
見学無料　お抹茶（お菓子付）500円

大人（高校生以上）400円・こども（小・中学生）200円

　  新横浜駅・鶴見駅入口（鶴見駅西口）から6・104系統「表谷戸」下車
　  徒歩5分

横浜観光情報詳しくは

オペラ座の怪人 四季

みなとぶらりチケット

横浜市交通局応募方法等詳しくは

横浜市交通局

横浜ひなめぐり-横浜人形の家・三溪園・旧柳下邸

2/11(土・祝)～3/3(金)

2/12(日) 10:00～15:00

みその公園「横溝屋敷」（☎045-574-1987）
3/3(金) 10:30～14:30

　 横浜駅東口／桜木町駅から26系統「横浜人形の家前」下車すぐ、　  
　 8・58系統「山下ふ頭入口」下車徒歩5分

横浜人形の家（☎045-671-9361）

大人（中学生以上）500円・こども（小学生）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」下車徒歩約5分、58系統「本牧」下車徒歩10分

三溪園（☎045-621-0635）

無料
　 根岸駅から78・133・135系統「下町」下車徒歩３分／58系統「プール
　 センター前」下車徒歩5分、上大岡駅から133系統「下町」下車徒歩３分

旧柳下邸（☎045-750-5022）

「グリーンライン北山田駅」

各種
性能の
向上

省エネ性省エネ性

運転・
保守性
運転・
保守性

バリア
フリー性
バリア
フリー性

安全性安全性

　19世紀、パリ。誰にも愛されず、オペラ座の地下に棲みついた怪人。彼は、歌姫クリスティーヌに心奪われ、彼女をプリマ・ドンナにし
ようとあらゆる手を尽くしますが、彼女の幼なじみの子爵ラウルから求愛されるのを見て嫉妬に狂います。やがてオペラ座では、身を
震わせるような事件が次々と・・・。

観劇の前後は横浜で楽しもう！
横浜マリンタワーなら一足先に楽しめる！

作品の見どころBest３

3月25日以降、横浜のあちこちで
『オペラ座の怪人』とのコラボが！
詳細は、決まり次第、劇団四季
オフィシャルウェブサイトでお知らせします。

劇団四季 俳優
佐野正幸さん

Best3
甘美に、激しく。心を
揺さぶり続ける音楽

Best2
目も心も虜にする、
贅を極めた衣裳

Best1
絢爛と、妖しく、
迷宮に誘う装置
そこはまさに19世紀のパリ・オ
ペラ座。2万4千個のクリスタル
が輝く巨大なシャンデリア、地底
の水路に揺らめく無数のキャン
ドル。驚愕の仕掛けも必見です。

200点以上の豪華な衣裳もみどころ
のひとつ。1億円以上かけて、ヨーロッ
パの本格的な伝統的な衣裳を再現し
たもので、全員が仮面姿で宴に集結す
る「マスカレード」の場面は圧巻です。

『キャッツ』『エビータ』など、
ミュージカル史上に残る名作を
生み出したアンドリュー・ロイド
=ウェバーの珠玉の旋律が、甘く、
激しく、陶酔の極みへと誘います。

観劇の前後は横浜観光♪

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

KAAT神奈川芸術劇場にて、３月25日開幕！
地下鉄「関内駅」下車徒歩14 分、横浜駅東口／桜木町駅から８・58系統「芸術劇場・ＮＨＫ前」下車すぐ

★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る
大人500円　小児250円

　  

17インチワイド
車内案内表示器

出入口注意喚起

LED客室灯

アーチ型ポール

袖仕切大型化

　『オペラ座の怪人』には、1988年の初演より
様々な役で関わってきました。この作品は、今や
世界でのべ35カ国で上演、動員数1億4,000万
人を超える傑作中の傑作。有名なオーバーチュ
アから始まるアンドリュー・ロイド=ウェバーの
音楽が、巧みに登場人物の感情と絡み合い、お客
様を感動へ誘います。ぜひ横浜の皆様にも
KAAT神奈川芸術劇場で体感していただきたい
です。そういえばこの劇場は、客席もロビーも非
常にシックで、作品の雰囲気にマッチしていま
すね。非常に素晴らしい空間です。
　横浜市青葉区に稽古場を構える四季に
とって、今回はまさに地元公演。出演者たち
も大変張り切っています。その一人である私
は横浜が大好きで、特に劇場のある元町周辺
は、伝統的建築、港湾、中華街、並木道など趣
と魅力溢れるスポットがたくさん。頻繁に行
きたくなるエリアです。この「ぐるっと」を携
え、横浜市営バスや地下鉄で横浜の街を散策
してみたいと思います。

写真＆仮面展示！【横浜マリンタワー】

横浜駅東口／桜木町駅から
26系統「マリンタワー前」下車すぐ
８・58系統「山下町（タワー入口）」
下車徒歩２分

ぐるっと
提示で
展望フロア

1グループ入場料

2009年にリニューアルし館
内には３つの飲食店や多目
的ホール、お土産ショップも。
展望フロアからは360°のパ
ノラマビューを楽しめる。
夜景は絶景で恋人の聖地と
しても人気。

10％ＯＦＦ

公演に関するお問合せ
劇団四季 東京オフィス （☎03-5776 -6730） [9:30～18:00]

2 3月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!

◀至横浜

市営地下鉄ブルーライン

崎陽軒
商品コラボ

桜木町駅

高島町駅

関内駅

◀
至
上
大
岡

街華中

あかいくつ［みなとみらいルート］

あかいくつ［中華街・元町ルート］

ぶらり三溪園BUS

M

C

M
C
S

S

ありあけ本館
商品コラボ

ホテルニューグランド
コラボメニュー

ローズ ホテル 横浜
コラボメニュー

KAAT神奈川芸術劇場
公演場所

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ
コラボメニュー

２月１日
から！

横浜ロイヤルパークホテル
（横浜ランドマークタワー内）
コラボメニュー

横浜ベイホテル東急
コラボメニュー

キタムラ
商品コラボ

もっと知りたい! 詳しくはこちらもっと知りたい! 詳しくはこちら

横浜マリンタワー

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタルホテル
コラボメニュー

芸術劇場・ＮＨＫ前
（８・58系統）


