
ファイナルファンタジーXIV
プロジェクションマッピング特別上映

海洋都市ヨコハマ「龍神バハムート、襲来」
 コラボ企画のメインイベントとして、「ヨコハマ グランド｠
インターコンチネンタル ホテル」の壁面を使用し、ファイ
ナルファンタジーXIVのプロジェクションマッピング映像
作品『海洋都市ヨコハマ「龍神バハムムート、襲来」』の特
別上映を行います。本作品は、完全オリジナル作品です。

Iコラボ企画

　  桜木町駅からあかいくつ「クイーンズスクエア」
　 下車すぐ

横浜駅東口/桜木町駅より
26系統「横浜人形の家前」
下車すぐ

　 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

6/10(土)・11(日)
19:20～/19:50～/20:20～/20:50～/21:20～（約10分間）
※天候等の都合により、変更になる可能性があります

クイーンズスクエア横浜
フラッグジャック

　プロジェクションマッピング上映に合わせて、みな
とみらいの象徴的なスポットである大型複合施設「ク
イーンズスクエア横浜」を、”ディシディアファイナル
ファンタジー オペラオムニア”が彩ります。

 IIコラボ企画

 IIIコラボ企画

　 クイーンズスクエア横浜
5/29(月)～６/11(日）

崎陽軒 横濱中華弁当

  横浜名物のシウマイを販売する「崎陽軒」とコラボレー
ション、「横濱中華弁当」のファイナルファンタジーバージョ
ンが登場します。掛け紙や弁当の中身もオリジナルになる
他、お馴染みのしょう油入れのひょうちゃんもFFコラボの
特別仕様に。

みなとみらい駅店、ランドマークプラザ店、桜木町駅店、
Cial桜木町店、横浜駅中央店、崎陽軒本店ショップ、
キュービックプラザ新横浜店
1,080円

６/10（土）～６/16(金）に個数限定で販売します。（予定）

IVコラボ企画 横浜人形の家
「FINAL FANTASY PLAY
ARTS シリーズ」 特別展示

  「 横浜人形の家」に、超貴重な”FINAL FANTASY PLAY
ARTS シリーズ”の絶版フィギュアやファイナルファンタジー
のパネルが特別展示されます。また、ファイナルファンタジー
30周年記念グッズも販売いたします。

横浜人形の家
おとな（高校生以上）200円、
こども（小・中学生）100円

6/24（土）～7/17(月・祝)
※6月6日(火)からミュージ
アムショップにてFFグッズを
先行販売いたします。

　  桜木町駅からあかいくつ「パシフィコ横浜」下車すぐ

横浜　ぐるっと

ぐるっとの
バックナンバーはこちら

四季の森公園

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、
「ファイナルファンタジークリアファイル」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7月31日（月）（当日消印有効）

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6・7月号
発行日：平成29年6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（8月1日発行）では「ヨコハマトリエンナーレ2017」を特集

ぐるっと読者プレゼント

市営バスは
PASMO・Suicaで!

地下鉄とバスでお出かけしよう♪

1
2
3
4

※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。

　「鰻蒲焼（タレ付1串）」▶
（770円）　

▲じゃぶじゃぶ池

▲四季の森ハナショウブ

◀「アジの干物（3枚）」
　 （550円）

価格はすべて税込です。

吉商店
マルヨシ

鰻蒲焼・鶏肉 冨士屋 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、市営バス「藤棚」バス停からほど近い「サン
モール西横浜」です。行列ができる和菓子屋さんや、ワンコインでボ
リューム満点のランチが食べれる喫茶店などが並ぶ、約30店舗の

商店街です。
　喫茶店の「ファミリーカフェ・マドカ」では、今
年の4月から子ども食堂を毎月行っており、毎回
多くの子どもたちが参加しているそうです。
　石井会長からは、「商店街周辺には福祉施設も多くあるので、今後イベントなどを通
して共に地域活性化できればと思っています。」とのこと。
　4月にリニューアルされたばかりの、サンモール西横浜ホームページでは、商店街
のイベントや、定期的にオトクなクーポン券を発行しているので、チェックして足を
運んでみてはいかがでしょうか？

マルヨシ商店
ぐるっと6・7月号をご持参で、ご注文された方に
「アジの干物（3枚）」50円引き!

特典

西区久保町２１－２3
045-252-5853
10:00～18:30
日曜・祝日

西区久保町20-9
045-231-4791
10:00～19:00
[鰻販売 14:00～]
日曜定休

▶サンモール西横浜HP
http://www.sun-mall.com

ハナショウブまつり開催

ファイナルファンタジー
30周年 × 横浜
  スクウェア・エニックスの前身であり、ファイナルファンタ
ジーを生み出した株式会社スクウェアは、横浜市港北区日吉
の地で1986年に創業されました。スクウェアの初期作品を
手がけたスタッフには神奈川県にある大学出身者が多く、
ファイナルファンタジーと横浜はとても縁の深い関係にあり
ます。そんな横浜市と、記念すべき30周年を一緒に盛り上げ
たいという想いから、今回のコラボレーションをオファー、そ
れに横浜市が応える形で今回の企画が実現しました。

　県立四季の森公園は横浜市の市
街地にありながら豊かな里山の自
然をそのままに残した公園です。早
春の淡い雑木の芽吹きに始まり、眩
しい夏から色づく秋へ、そして冬景
色へと、四季折々の花や生き物、里
山の風景を楽しむことができます。
　梅雨の時期になると、深い緑に囲
まれたショウブ園（約1,500平方
メートル）に約4,500株のハナ

ショウブが見頃を迎えます。
　公園内には「じゃぶじゃぶ池」（9/3（日）まで稼働予定、清掃のため数日
休止の場合あり）という水遊び場もあります。小さな滝から緩やかに水が
流れ込み、家族連れで賑わいます。
　その他にも、水田、水車小屋、炭焼
小屋など、里の暮らしを伝える施設
や、丘陵の起伏を利用した噴水・花
壇、展望台、ジャンボすべり台、野外
ステ－ジ、遊具広場、などのレクリエ
－ション施設が配置されており、１
日楽しめる公園です。

「中山駅」から市営バス136系統「長坂」バス停下車徒歩３分
無料

神奈川県立四季の森公園
休園日：無休　開園時間：終日開放　
045-931-7910

6/3（土）～6/25（日）
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市営交通で行く工場見学
～普段は見ることができない、ワクワクの工場見学へ～

ファイナルファンタジー 30 周年×横浜
～FFの伝説は横浜から始まった。～

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13回

サンモール西横浜
サンモール西横浜 ☎045-241-3294
横浜駅、黄金町駅、阪東橋駅から68・102
系統など「藤棚」下車徒歩すぐ

サンモール西横浜
会長 石井 謙治さん

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？

サンモール西横浜

ファイナルファンタジー30周年記念、
FFの伝説は横浜から始まった。

藤棚藤棚

西区役所

平沼小学校
戸部警察署

戸部本町
郵便局

戸部公園

京浜急行線 
戸部駅

相鉄線 
西横浜駅

ブルーライン
高島町駅　

サンモール西横浜

16 1

西横浜駅前

浜松町

藤棚町

長 坂
次は 上白根入口
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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

各回13：30～15：00、先着45名　　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」

吉田新田350周年記念パネル展

 ６/２４（土） 「市電の想い出～市電OBにお話しを聴く会～」
　　　　　　講師：河嶋弘さん、斉藤省三さん、相原政行さん（市電OB）
 ７/２２（土） 「横浜の原点『吉田新田』」
　　　　　　講師：斉藤司さん（横浜開港資料館主任調査研究員）

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

※各情報の詳細は交通局ホームページでご確認ください。

毎年ご好評いただいている「市営交通カレンダー」は、昨年度に引き続き、
一般の皆様から市営バス・地下鉄の写真を募集して、製作します。
あなたの「撮っておき」の１枚が、201８年の１ページを彩ります！
ぜひご応募ください♪
【写真募集のテーマ】 「あなたのとっておきの１枚～市営バス・地下鉄～」
（市営バス又は地下鉄が必ず写っている写真に限ります。）
【募集期間】　６/５（月）～７/10（月） ※消印有効
【募集方法】
テーマに沿った写真をＡ４サイズ以上で印刷し、応募用紙を同封の上、
ご郵送ください。（募集要項、応募用紙は、交通
局ホームページをご確認ください。）
【採用者への賞品】
写真が採用された方には、「市営交通カレン
ダー2018」１本、感謝状及び市営交通グッズ
をプレゼントします。
【結果発表】
８月頃、交通局ホームページ等でお知らせ予定
です。

【ゲームエリア】　パシフィコ横浜周辺・野毛・馬車道・中華街・元町エリア
【想定所要時間】　120分～180分　【キット価格】　2,160円（税込）
※謎解きゲームにかかる時間です。ゲームを楽しみながら、横浜散策やお買い物をお楽し
　みいただくこともできます。
※ゲームキットには、ゲームの進行に必要な冊子等と、「みなとぶらりチケットワイド」が含ま
　れます。また、ゲームの進行には、このキットのほかスマートフォンが必要です。
【販売箇所】
市営地下鉄６駅　駅事務室（新横浜駅、横浜駅、高島町駅、桜木町駅、関
内駅、伊勢佐木長者町駅）・パシフィコ横浜
【発売開始日】　６/16（金）（予定）

あなたの「撮っておき」写真募集
横浜市営交通カレンダー2018 

と

「ミスターミニット」営業中！（３/21オープン）
市営交通初出店！桜木町駅構内で

ミライ物語 ―封印の呪文と5人の賢者―
横浜街歩きナゾトキＲＰＧ

ジャッジ・
ガブラス

７/２２（土）～９/１８（月・祝）

横浜の商店街NO.1メニューを投票で決める「ガチ！」シリーズの第７
弾は「チョコスイーツ」をテーマに開催。市内40商店街から自慢の52
商品がエントリーし、あま～いバトルを繰り広げます。エントリー店を
巡るスタンプラリーなど楽しい企画がいっぱい！
詳細はＨＰ又は区役所等で配布中のエントリーブックをご覧ください。
投票期間‥６/1（木）～ 7/31（月）
HP‥http://gachichoco.com/

ガチでうまい横浜の商店街チョコスイーツ
NO.1決定戦「ガチチョコ！」　

　横浜にも工場見学を行っている企業が多くあり、普段では見ら
れない所を、大人から子どもまで楽しみながら学べます。
　地下鉄やバスを使って、工場見学に行ってみてはいかがでしょ
うか？

　  

庭のお手入れの時期です
季節のごみ出しワンポイント! ● 列車をお待ちの際は、「整列ライン」

　 に沿ってお待ちください。
● ホームドアには寄りかからず、黄色い
　 点字ブロックの内側でお待ちください。
● 降りるお客様のために通路を空け、
　 降車が終わってからご乗車ください。

【営業時間】　10:00～20:00（定休日なし）
※休憩時間 13:00～14:00、16:00～16:30
　 045-222-7220

【くつ修理・くつ磨き・足に合わない靴
の調整】など、足元のお悩みや、【合カギ
作製】【時計電池交換】【スマホ修理】な
ど、身の回りの「困った」にすばやく対
応します！

横浜ベイエリアがナゾトキゲーム
フィールドに！
「みなとぶらりチケットワイド」で街
歩きを楽しみながら、ヨコハマの街で
ナゾトキの冒険を！

横浜市資源循環局 旭工場
旭区白根2-８-１　　　　  045-953-4851
【３Ｒ夢ひろばあさひ】
月～土曜 9:00～12:00、13:00～16:00 
【工場見学（要予約）】月～金曜 9:30～16:30  
祝祭日（年末年始、施設点検日など）
横浜駅、西谷駅から62系統「下白根橋」下車すぐ
鶴ケ峰駅から211系統「福寿荘前」下車すぐ（裏門）

日産自動車（株）横浜工場
神奈川区宝町2　 　　045-461-7090
【工場見学（要予約）】 月～金曜
10:00～12:00、14:00～16:00（120分）
【ゲストホール・日産エンジンミュージア
ム（予約不要）】 10:00～16:00
日曜日、ゴールデンウイーク、夏季休暇、
年末年始休暇ほか
新子安駅から19系統「宝町」下車すぐ

工場見学
市営交通で行く

「ヨコハマ3R夢！」マスコット　イーオ

5kg 3kg【例】

－２㎏

みなとぶらりチケットで100円引き！

三溪園 早朝観蓮会
7/15(土)、16(日)、17(月・祝)、22(土)、23(日)、
29(土)、30(日)、8/5(土)、6(日)（午前6時開園）

咲いたばかりの蓮の花を、 早朝の清々しい
空気の中で観賞できます。　 　（入園料）大人500円、小人200円
　 横浜駅東口／桜木町駅から8・148系統「三溪園入口」下車徒歩5分

三溪園（☎045-621-0634）

© 2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

整列乗車しない者に
未来はない!!

整列乗車しない者に
未来はない!!

と

PS®4専用ソフト『ファイナルファンタジーXII
ザ ゾディアック エイジ』2017年7月13日（木）発売予定

6 7月 月

家から出た「ごみ」はどこに？
横浜市資源循環局 旭工場

車のエンジンはどう作る？
日産自動車 横浜工場

　家庭から出たごみが、どう処理されているかなど案内
付で学ぶことができ、管制室や大型クレーンも見学でき
ます。（要予約）
　施設内には「３Ｒ夢ひろばあさひ」もあり、ごみの分別
やリサイクルなどについての展示なども。（予約不要）

　1933年に自動車製造会社として、横
浜の地に創立した日産自動車。日本で初
めての量産工場でした。現在横浜工場で
は、万全の品質管理体制でエンジン、モー
ターやサスペンション部品という自動車
の最重要部品を生産しています。

ゲストホール・日産エンジンミュージアム
　ゲストホールでは、最新型エンジン、電気自動車用
モーター、日産自動車の歴史やエンジン技術の進化の様
子を展示し、生産ロボットによる「お絵かきデモ」などを
見ることができます。日産エンジンミュージアムには、
1935年製のエンジンをはじめ、歴代のエンジンなら
びにレースで活躍したエンジンなどを展示しています。

　せん定枝や刈り草を出すときは、２日間程度
乾燥させると約40パーセント減量できます。

▲工場見学ではごみクレーンで焼却炉の入り口に
　ごみを投入するところを間近で見学できます。

▲「３Ｒ夢ひろばあさひ」では、ごみや資源について学べ、リユース
　家具の展示コーナーも。

▲中央管制室では、工場全体の運転・管理を行います。

▲横浜市交通局資産活用
　ポータルサイトQRコード

▲市営交通カレンダー2017

横浜市資源循環局 旭工場横浜市資源循環局 旭工場

下白根橋下白根橋

福寿荘前福寿荘前

16 下白根

旭プール入口

至横浜▶◀至鶴ヶ峰

京急
新子
安

日産自動車 横浜工場日産自動車 横浜工場

宝町宝町

15

新子
安

横浜スパークリングトワイライト2017
7/15(土)、16(日)

パレードに酔い、グルメを味わい、花火に感動！山下公園周辺で家族そ
ろって楽しい1日を。
　 横浜駅東口/桜木町駅から26系統「山下公園前」下車すぐ

横浜スパークリングトワイライト実行委員会運営事務局（☎045-681-2353）
山下公園及びその周辺、公園前海上

横浜市歴史博物館 企画展「君も今日から考古学者!」
6/11 (日)まで

横浜市域からの出土資料によって、モノから歴史を考える考古学の世
界をわかりやすくご紹介します。
　 一般500円、高校生・大学生200円、小・中学生100円
　 「センター北駅」下車徒歩5分

横浜市歴史博物館（☎045-912-7777）

スリム
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