
ガーデンネックレス横浜について 

●600 万人もの方にお越しいただいた 2017 年の「全国都市緑化よこはまフェア」の成果を継承し、

花と緑にあふれる「ガーデンシティ横浜」を推進するリーディングプロジェクトです。 

●2017年に整備・リニューアルした山下公園や港の見える丘公園のバラ園をはじめ、市内最大級の

里山ガーデンの大花壇などは、横浜への来訪につながる魅力的な観光資源です。 

●コロナ禍において、オープンスペースで観賞できる花の見所の価値が高まっています。 

●魅力的な花の観光資源をプロモーションし、街の賑わいを生み出すとともに、花の魅力による横

浜のブランド向上につなげ、2027年の国際園芸博覧会に向けた機運を醸成していきます。 

 

１ ガーデンネックレス横浜 実施概要 

主催：横浜市    運営主体：ガーデンネックレス横浜実行委員会 

期間：＜春＞３月下旬～６月上旬、＜秋＞里山ガーデンのみ９月中旬～10月中旬 

※全市の取組は通年で実施 

会場：みなとエリア（都心臨海部）、里山ガーデンをメイン会場とし、全市の取組として 18区で

様々な花や緑の取組を実施します。 

 

２ 観光資源としてのポイント 

持続可能な観光都市として、本事業の観光資源としてのポイントは以下のとおりです。 

① 横浜ならではの花の魅力 

2017 年の緑化フェア以降、整備・リニューアルした山下公園や港の見える丘公園のバラ園、

里山ガーデンの大花壇等は、花の名所となるような魅力的な植栽で、歴史ある街並みや港の風

景とともに横浜ならではの花の景観として来訪者に無料でお楽しみいただいています。 

② 花の名所が徒歩圏にあること 

山下公園や港の見える丘公園など、徒歩圏にある花の名所について、公式ガイドブックや会

場に設置する案内マップでＰＲすることで街の回遊性が一層向上します。 

③ 花とともに楽しむ街歩きの要素（例：レストランやバーとの連携） 

横浜ガストロノミ協議会や日本バーテンダー協会との連携し、花をテーマにした特別メニュ

ーをレストランやバーで提供することで、お花見プラスアルファの魅力を生み出しています。 

 

３ ガーデンネックレス横浜における来街者の傾向 

（１）コロナ禍で価値の高まった花と緑のオープンスペース 

  2020年秋以降、感染症対策を徹底のうえ開催した「里山ガーデンフェスタ」では、来場者が過

去最高となるなど、オープンスペースで観賞できる花の見所の価値が高まっています。 

＜春＞2018年度／44日間 151,498人  

2019年度／45 日間 145,821人 

2020年度／開催中止 

2021年度／44 日間 171,128人（過去最高） 

＜秋＞2018年度／30日間  71,002人  

2019年度／30 日間  59,773人 

2020年度／30 日間  93,700人（過去最高） 

2021年度／開催中止 

（２）2021年春のアンケート結果 

・男女比では、女性が３／４を占める。 

・年齢構成では、みなとエリアで 50代以上が半数、里山ガーデンで２／３を占める。 

・市外からの来訪は、みなとエリアで１／３、里山ガーデンで１／５にとどまる。 

・満足度は、非常に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 2021年に強化した広報の取組、実績 

  魅力的な花の名所について、若年層に効果的なインスタグラムでの情報発信を強化しました。

また、継続的にＴＶ等へのメディアへのプロモーションを行い、メディアで多く紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガーデンネックレス横浜 2021 メディア露出】 

■テレビ 3/26フジテレビ「めざましテレビ」、4/8テレビ朝日「グッド！モーニング」他 

■新聞  4/10毎日新聞（神奈川版）、4/11読売新聞（神奈川版）他 

件数：907件、広告換算額：約 11.6億円 

 

５ 2022年に重点的に行う取組 

2021年春に実施したアンケート結果から、「30代以下の若年層の取り込み」、「市外からの誘客」

が課題となっています。2022年は以下の取組を重点的に行います。 

 

〇市内外に向け、市の花「バラ」の魅力を発信する「横浜ローズウィーク」のＰＲ強化 

〇2027年の国際園芸博覧会に向けた機運醸成 

ガーデンネックレス横浜 事業説明 

新たな都市活力推進特別委員会 

令 和 3 年 1 2 月 2 日 

環 境 創 造 局 説 明 資 料 

30 代以下 
15.5% 

30 代以下 
26.2% 







































ビストロ酒場 Marine Club 洋

元町　濱新 和

ストラスヴァリウス 洋

梅林（バイリン） 和

ビストロノミー “ラトリエ1959” ヨコハマ 洋

フレンチ酒場 ボンマルシェ 洋

中区港町3-14セルテアネックス２Ｆ(最寄り駅 関内駅)　
平日11:30～15:00/17:00～20:00 土日11:00～20:00
不定休　　　　　　045-662-8240

住　所

休業日 電　話

営業時間

食材にこだわったビスト
ロです。「地産地消」と
「100％手作り」をモッ
トーに横浜野菜やはま
ポークなどを「現地で直
仕込」しています。

横浜野菜のバーニャカウ
ダ　エディブルフラワー
添え　748円

特別メニュー

中区元町3-143(最寄り駅 石川町駅)　
平日12：00～15：30（LO14：30）/17：00～21：30（LO20：30）
土日祝11：30～15：30（LO14：30）/17：00～21：00（LO20：00）
月・火曜　　　　　　045-681-1808

住　所

休業日 電　話

営業時間

昭和４年創業のうなぎ専
門店です。ご注文してか
ら割く活うなぎを創業依
頼継ぎ足し守り続けて
いるタレで焼き上げてい
ます。

小松菜と菊花の
胡麻和え　660円
※五本口うな重　4,950円

特別メニュー

トリュフチョコレートをサービス

食前酒１杯サービス

ハウスワイン　赤または白

期間限定サービス他

期間限定サービス他

期間限定サービス他

中区常盤町3-27-2(最寄り駅 関内駅)　
11:30～15:00 (LO13:30)/
18:00～22:00(LO20:30)※ランチは土日祝のみ
月・火曜　　　　　　045-227-7018

住　所

休業日 電　話

営業時間

料理はハーモニーという
思いから以前の店名と有
名なバイオリンの名を合
わせました。演奏者は私
共、ステージは店、最高の
ハーモニーをお客様に。

花壇をイメージした季節の
オードブル6点の盛り合わせ。
ランチコース
4,500円～8,500円
ディナーコース
8,500円～13,500円

特別メニュー

中区吉田町52(最寄り駅 関内駅、桜木町駅)　
11:30～15：00（LO13:30）/17:00～22：00（LO20:00）
無休（日曜は昼のみ）　　　　　045-251-7656

住　所

休業日 電　話

営業時間

創業昭和17年の日本料
理店。希少な「天然うな
ぎ」など食材にこだわっ
た料理を提供。自家製和
菓子とお抹茶の付いた昼
限定の小懐石もお勧め。

花ごよみ 1,100円
焼きなす、車海老、オクラ、ヤン
グコーンをゼリーで丸め、花丸
胡瓜や桜、梅、菊など春夏秋冬
の花をイメージした野菜をあし
らった一品
ランチ 小懐石は3,630円

特別メニュー

中区福富町東通2-15-2F(最寄り駅 関内駅)　
18：00～23：00（LO22：00）
研修日と元日　　　　　045-777-8819

住　所

休業日 電　話

営業時間

横浜ビストロノミーが
織りなす”美酒美食”の
マリアージュ。四季折々
の素材の質にこだわり
昇華する”横浜創作料
理”の世界をご堪能くだ
さい。

四季の野菜と蟹のジュレ。
シャン・ド・フルール仕立
ビストロノミ―コースなど計
６種類の横浜創作料理コース
（9,900円～18,700円）内の
一皿

特別メニュー

中区常盤町3-37ブロードビル2F(最寄り駅 関内駅)　
平日11:30～15:00/17:00～20:00 
土日11:00～20:00
不定休　　　　　045-664-9066

住　所

休業日 電　話

営業時間

魚は横浜市場の魚河岸、
鎌倉野菜は生産者から
直接仕入れています。腕
の確かな料理人のこだ
わり手作りフレンチを
『酒場価格』でお愉しみ
ください。

蜂蜜のアイス
～ガーデンフラワー風～
638円

特別メニュー

期間限定
サービス他

スパークリングワインか
テーブルワイン１杯サービス

3.27[sat]～6.13[sun]
よこはまグルメマップ「花味絵図」とは…

【ご利用方法】このガイドブックを持ってお店にお越しください！

NPO法人横浜ガストロノミ協議会との連携事業です。開催中、掲載されたお店では、期間限定特別メニューやサービスで
皆様をおもてなしいたします。和洋中スイーツをはじめ、カフェやバーなど魅力溢れるお店が軒を連ねる横浜で「花と緑」、
「食」を楽しむ”道しるべ”としてお役立てください。

WEBサイトも
チェック!!

●気になるお店を見つけたら、来店の際にこのガイドブックを提示するか、スマートフォンの画
面を提示、または、webサイトからお店のページを印刷したコピーを提示ください。期間限
定のサービスがご利用いただけます。

●ご利用期間：3月27日(土)～6月13日(日) (お店によってサービス期間が異なります。)
●特別メニュー・料金・サービス・予約につきましては、事前にお店にご確認頂きますようお願
いいたします。
●表示価格には消費税・サービス料等が含まれています。

和 和食バラの特別メニュー 洋 洋食 中 中華 バ バー ススイーツ
●凡例

掲載されているお店では、新型コロナウィルス等の感染症および拡散防止のため、衛生管理等の強化に努め、
お客様に安心してご利用いただけますよう取り組みを実施しております。
営業時間や定休日が変更になることもございますので、あらかじめお店にご確認の上ご来店ください。
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馬車道十番館 洋ビストロ ドゥ シエル 洋

レストラン リパイユ 洋 横濱ワイナリー 洋ナチュラルフランス料理 エリゼ光 洋

KKRポートヒル横浜「山手ローズテラス」洋

Bistro du port 銅鑼 洋カフェ＆レストラン シルク ホテルJALシティ関内 横浜 洋

Italian & Tea Room ＫＡＮＤＹ 洋

アルテリーベ 横浜本店 洋

International cuisine subzero 洋

すみれの花を
練り込んだパスタ

期間限定
サービス他

ディナー予約するとクッキーをプレゼント
（5/1~6/30）

中区常盤町5-67(最寄り駅 関内駅、馬車道駅)　
1Ｆ喫茶 10：00～22：00（LO21:30）2Ｆバー 16：00～23：00（LO22:30）
3Ｆレストラン11：00～22：00（LO21:00）
年末年始　　　　　　045-651-2168（予約専用）

住　所

休業日 電　話

営業時間

開業より50年間フラン
ス料理の基本を守り続
け、明治時代の西洋館
を再現した非日常的な
空間で、厳選された食
材のコース料理をご堪
能ください。

各コース料理のデザートに
「バラの香りデザート」
ガス灯ランチ　　5,808円
開港ディナー　　7,865円
料理長推薦料理　10,285円
季節のディナー　12,100円

特別メニュー

グラスワイン1杯サービス期間限定サービス他

中区太田町1-17-2川島ビル1F(最寄り駅 関内駅、日本大通り駅)　
11：30～14：00（LO14:00）/17：30～21：00（LO21:00）
日曜　　　　　　　045-305-6905

住　所

休業日 電　話

営業時間

こだわり食材を使い手
間暇かけて手作り。お
子様連れ、ご家族、女性
1人でも普段着で気軽
にお越しください。グ
ループ利用、コース（要
予約）も可能。

フロマージュ　ブラン
のムースとハイビスカス
ティーのジュレバニラア
イス添え　　1,000円

特別メニュー

中区住吉町6-66-1 1F(最寄り駅 馬車道駅)　
11：30～15：30（LO13 :30）/18：00～22：30（LO 20:00）
火曜　　　　　　045-212-5989

住　所

休業日 電　話

営業時間

「食の都」として有名なリ
ヨンの郷土料理も楽し
めるレストラン「リパイ
ユ」。シェフオリジナルの
月替わりコースでは旬
の食材をお楽しみいた
だけます。

桜のムースと苺のアイス
クリーム
1,100 円（アラカルト）
期間中、月替わりのコースの中
で、エディブルフラワーをあしらっ
た料理やデザートを提供します。
コース価格：ランチ 3,080円~
ディナー5,830円～※季節に
より変わることがあります。

特別メニュー

中区新山下1-3-12(最寄り駅 元町・中華街駅)　
月・金14：00～20：00土11：00～20：00日・祝11：00～18：00　
火～木 予約制（予約ない場合は休み）
火～木曜　　　　　　045-228-9713

住　所

休業日 電　話

営業時間

横浜唯一の日本ワイン
醸造所に併設された空
間で果実味溢れる蔵出
しワインと出汁のマリ
アージュをお楽しみくだ
さい。常時20種類以上
の自社製ワインもボトル
で購入出来ます。

ガーデン和ミューズ
1,650円
和の出汁や発酵食品を取り入
れたアミューズとグラスワイ
ン１杯のセット

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区山手町246 カーネルスコーナー2F(最寄り駅 元町・中華街駅)
11：30～15：00(LO14:30)/18：00～22：30(LO20:30)
水曜　　　　　　　045-621-4890

住　所

休業日 電　話

営業時間

１ドリンクサービス

テレビで話題の県銘菓
指定「生プリン」発祥の
本店では、完熟紅ほっぺ
苺と山手の貴重な春蜂
蜜の相性のすばらしい
こだわりが味わえます。

加藤農園さんが栽培し
たエディブルフラワー
と山田園さんの紅ほっ
ぺいちごのクープ 山手
春蜂蜜風味1,540円
※料理全コースに対応

特別メニュー

※ランチ4,235円、7,260円　ディナー14,250円

期間限定サービス他

期間限定
サービス他

中区山手町115番地港の見える丘公園(最寄り駅 元町・中華街駅)　
11：30～21：00
 （ランチ11：30～LO14:30　ディナー LO19:30　喫茶LO20:00）
無休　　　　　　045-621-9684

住　所

休業日 電　話

営業時間

食前酒「バラのカクテル」1杯サービス
（ノンアルコールのご用意も）

ベイブリッジを中心とし
た横浜港を一望出来る
とっておきのビュースポッ
トで花と海に囲まれた素
晴らしい景色とお料理を
存分にお楽しみください。

花味ランチコース
 3,000円
花舞ランチコース
 4,000円
旬の食材・地元の食材に食用花
を取り入れたコースをご用意（月
替わりで料理内容が替わります）

特別メニュー

ランチ、ディナーご飲食代　10％割引 期間限定サービス他

中区山下町25-14モナニビルB1F(最寄り駅 日本大通り駅)　
11：30～15：00（LO14:00）/18：00～23：00（LO22:00）
日曜　　　　　　　045-662-7030

住　所

休業日 電　話
営業時間

ゆったりとした非日常
の素敵なひとときをカ
ジュアルに楽しめる隠
れ家レストラン。そんな
思いをこめて、シェフこ
だわりのメニューをご
用意しています。

マグロの和風マリネと
お花のサラダ
パプリカムース添え　
1,320円（ディナーのみ）

特別メニュー

ソフトドリンクかグラスワイン1杯サービス

中区山下町72(最寄り駅 日本大通り駅、関内駅)　
11：30～15：00（LO14:30 ）/月～土17：00～21：30（LO20:30）
日祝17：00～21：00（LO20:00）
無休　　　　　　045-661-2590

住　所

休業日 電　話

営業時間

ホテルＪＡＬシティ関内
横浜の１階レストラン。
シェフを感じるセミオー
プンキッチンや全面ガ
ラス張りのスタイリッ
シュな空間をぜひお楽
しみください。

バラのパンナコッタ
フランボワーズのソース
900円
刻んだバラの花弁をパンナ
コッタに混ぜ、ライチなどのリ
キュールで香りを付けました。

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区元町3-143ヒルサイド元町1F(最寄り駅 石川町駅、元町・中華街駅)
平日11：00～15：00（LO14:30）/17：00～21：00（LO20:00）
土日祝11：00～17：00（LO16:00）/18：00～22：00（LO21:00）
火・水曜（祝日の場合は営業/振替休あり）　　　　　045-633-3301

住　所

休業日 電　話

営業時間

ピザ窯で焼くモチモチ
のナポリピザが評判の
お店。人気のランチコー
スは、前菜3種盛合せ、
パスタかピザ、デザー
ト、ドリンクも付いて
1,782円♪

バタフライピーの
花ハーブティー
「青の紅茶」660円
(ティーバック3個入540円・5個
入864円)

特別メニュー

ランチのセットドリンクとして
「青の紅茶」を220円で提供

期間限定
サービス他

期間限定
サービス他

中区日本大通11横浜情報文化センター1F(最寄り駅 日本大通り駅)　
11：30～15：00（LO14:00）/17：30～23：00（LO21:00）
月曜（祝日の場合火曜）　　　　　045-222-3346

住　所

休業日 電　話

営業時間

平日ディナータイム1,000円オフ
予約時に「花味絵図見た」で

異国情緒と花の溢れる
日本大通りの歴史的建
造物内にある生演奏付
きのレストラン。移りゆく
季節が感じられる料理
を外国人による生演奏
と共に楽しめます。

尾長鯛のヴァプール、桜の香る
ブールブランとともに。尾長鯛
に桜の香るブールブランソース
をかけました。蛍烏賊のフリット
とともにどうぞ。
アラカルト　4,620円
「海の恵み」コース
14,300円

特別メニュー

中区海岸通1-1大さん橋国際客船ターミナル2F(最寄り駅 日本大通り駅)
11：30～15：00（LO14：00）
平日17：30～22：00（LO20：30）土日17：00～22：00（LO20：30）
不定休　　　　　045-662-1099

住　所

休業日 電　話

営業時間

乾杯ドリンク１杯サービス

「subzero」とは「０」以
下、ゼロの前の意味。横
浜の玄関として世界中
の旬の食材、調理法を取
り入れコンテンポラリー
なスタイルを世界に発信
します。

ホタテ貝と押花パスタ・
ストラッチ  2,400円
パスタの生地で食花セルフィー
ユなどを押し花にした旬の野菜
とホタテのパスタ。

特別メニュー

（スパークリングワインかノンアルコールスパークリング）
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レストラン ラタトゥイユ 洋
中区住吉町3-37　村山ビル1F(最寄り駅 関内駅)　
ランチ水～日12:00～14:00(LO13:00)
ディナー17:30～21:00(LO20:00)クローズ23:00
日曜ディナー　　　　　　045-641-0503

住　所

休業日 電　話

営業時間

とても小さな、でも温も
りが感じられるお店で
す。シェフが心をこめて
作ったひとしな、ひとし
なを是非お召し上がりに
来てください。

海の幸サラダ
お花畑風　1,750円
（アラカルト）
※コースの中の一品も可
（ランチコース2,200円～、
ディナーコース4,800円～、要
予約）

特別メニュー



ハイアット リージェンシー 横浜

The Union Bar & Lounge (ザ・ユニオンバー＆ラウンジ)
ス

ビストロ グランヴィラージュ 洋

馬さんの店 龍仙本店 中

獅門酒楼 中

揚州飯店　本店 中

旅するコンフィチュール ス HAMA CAFE YOKOHAMA ス

JH  Cafe バkaoris（カオリズ） 洋

横浜中華街 鳳林（ホウリン） 中 モダンチャイニーズ 元町 中心心相印
 （シンシンシャンイン）

中区山下町280-2（最寄り駅 日本大通り駅）
ティータイム10:00～18:00/バータイム18:00～22:00（LO21:30）
年中無休　　　　　　045-222-0121※ライブ演奏19:00～／20:00～／21:00

住　所

休業日 電　話
営業時間

日本大通り駅徒歩3分。
ホテルの象徴ともいえる
シャンデリアが特徴的な
バーラウンジです。自然光
が降り注ぐ解放感溢れる
店内で上質なアフタヌー
ンをお過ごし頂けます。

フラワーティーセレク
ション(カモミール・ジャ
スミン・ローズヒップ）
1,000円

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区元町3-145汐汲坂カーデン2F(最寄り駅 元町・中華街駅、石川町駅)
11：00～15：00（LO14:30）/17：30～21：00（LO20:00）
火曜　　　　　　　045-651-5988

住　所

休業日 電　話
営業時間

Ｂコース注文でお好きな
ソフトドリンクかグラスワイン1杯プレゼント

中国の伝統料理に、イタ
リアン、フレンチ等の盛
り付け、食材などを取り
入れた新感覚の中華料
理です。ボサノバの音楽
が流れ、お食事とお話が
愉しめます。

工芸茶付きランチコース
Ａコース 2,000円
Ｂコース 3,000円

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区山下町187(最寄り駅 元町・中華街駅)　
平日11：00～15：00/17：00～21：00土日11：00～21：00
水曜　　　　　　045-662-2225

住　所

休業日 電　話

営業時間

ハイビスカスのなめらか杏仁豆腐をサービス
一人一品以上のご注文で

関帝廟通りで伝統の味
を大切に守ってきまし
た。大粒アサリのアサリ
そばやフカヒレチャーハ
ン、裏メニューのカツカ
レーが人気。平日はラン
チも安価で提供。

ハイビスカスのなめらか
杏仁豆腐　495円
甘酸っぱいソースが決め手です。

特別メニュー

中区山下町145(最寄り駅 石川町駅、元町・中華街駅)　
11:30～22:00(LO21:00)
月１回不定休   　　　　　045-662-7675

住　所

休業日 電　話
営業時間

中華街中山路に開業し
て38年。自慢の海鮮創作
料理や、素材の味を大切
にした、季節のお料理が
人気です。

梅香帯子(メイシャンタイツー)
帆立と春野菜の
梅ソース炒め　2,100円
帆立と春野菜を炒め、梅肉と
ザーサイベースのソースで味
付け。

特別メニュー

期間限定
サービス他

ドリンク1杯サービス
(ランチセット対象外、1人1500円以上のご注文で現金払いのみ)期間限定サービス他

中区大和町2-50-7ヴィラ山手1F(最寄り駅 山手駅)　
11：30～15：00（LO14:00）/17：30～22：00（LO21:00）
日曜、月曜ランチ　　　　　045-305-6619

住　所

休業日 電　話

営業時間

山手駅徒歩１分。木の温
もりのあるアットホーム
な雰囲気。約50種類のア
ラカルトメニューや旬を
取り入れた黒板メニュー
など多数取り揃え。

シェフおまかせ 花の
オードブル７種盛合せ
（季節により内容が変更）

1,760円

特別メニュー

乾杯ドリンク一杯サービス

期間限定サービス他

中区山下町218-5(最寄り駅 元町・中華街駅、石川町駅)　
7：00～25：00（LO24：00）　
無休　　　　　　045-651-0758

住　所

休業日 電　話

営業時間

真っ赤なテントと１対の
人形が目印。お粥にラン
チ、コース、単品料理な
ど200種以上の豊富な
メニューを用意。上海馬
家の家庭料理を召し上
がれ！

彩り点心　990円
（6個入り）

特別メニュー

烏龍茶１杯サービス期間限定サービス他 ワンドリンク　サービス

中区山下町164(最寄り駅 元町・中華街駅)　
11：00～22：00（LO21:30）
無休　　　　　　045-651-5108

住　所

休業日 電　話

営業時間

上海料理を中心に、四大
中国料理を提供してい
る揚州飯店・揚州グルー
プ。本店は2019年８月
から海鮮に特化したメ
ニューに生まれ変わりま
した。

薔薇の杏仁豆腐
770円
島根県奥出雲薔薇園の食用薔
薇『さ姫』を使いエレガントに仕
上げました。期間限定です!

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区海岸通1-1(最寄り駅 日本大通り駅)　
火～土11：00～23：00（Drink & cakeLO22:30、FoodLO21:00）
日11：00～22：00（Drink & cakeLO21:30、FoodLO21:00）
月曜　　　　　　　045-650-6225

住　所

休業日 電　話

営業時間

ドリンクとセットで合計から200円引き
（11：00～18：00）

シンプルモダンをコン
セプトとした白い外壁
が目印の小さなカフェ。
白を基調として指し色
の赤が特徴。食事、ケー
キ、全てお店の手作りに
こだわってます。

フラワーハップと
クリームチーズのケーキ
770円

特別メニュー

期間限定サービス他

中区相生町2-52泰生ポーチ203（最寄り駅 関内駅、馬車道駅）
火～土12:00～18:00　木のみ12:00～19:00
日・月曜　　　　　電話なし　http://tabisuru-conf.jp/

住　所

休業日 H　P
営業時間

季節の果物や野菜を添
加物を使用せず丁寧に
コンフィチュールに仕
上げています。新しい
「美味しさ」を色鮮やか
に小さなビンにギュッ
と詰めました。

桜のコンフィチュール
810 円
(テイクアウトのみ)
※販売のみで店内での飲食は
出来ません。

特別メニュー

非売品の小瓶入りジャム（35ｇ）プレゼント

期間限定サービス他

中区元町3-145-B1(最寄り駅 石川町駅、元町・中華街駅)　
11：30～15：00/18：00～22：00（LO21:00）　　　　　　　
月曜
045-664-0777

住　所

休業日
電　話

営業時間

出来たてポップコーンサービス

1990年オープン。ハリ
ウッドで集めた直筆サイ
ンや映画の小道具など
を展示。オムライスやハ
ンバーグ、ステーキ、スペ
アリブが人気！ムービー
カクテルも多数用意。

アメリカンビューティー
990円
アメリカ発祥の薔薇の品種の
一つ。薔薇の様な赤い色合いの
カクテル。

特別メニュー

ホテルニューグランド バー
「シーガーディアンⅡ」 バ

中区山下町10番地(最寄り駅 元町・中華街駅)　
17：00～23：00（LO22:30）
無休　　　　　045-681-1841

住　所

休業日 電　話
営業時間

1927年開業の横浜唯
一のクラシックホテル。
重厚な雰囲気のなか、
濃密な大人の時間が流
れていく英国調の正統
派バー。

ピュアローズ
1,996円

特別メニュー

中区元町3-141-8-2F(最寄り駅 元町・中華街駅、石川町駅)　
平日11：00～18：00（LO17:30）土日祝11：00～20：30（LO20:00）
不定休　　　　　045-306-9576

住　所

休業日 電　話

営業時間

期間限定サービス他 紅茶のミニパックプレゼント

自家製パンを使ったフレ
ンチトーストには、40種
類以上から選べる紅茶
がセットになります。お野
菜たっぷりのディッシュ
メニューも人気です。

桜のシロップの
フレンチトースト
2,200円
(ドリンク付セット価格)

特別メニュー
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横浜ベイホテル東急 日本料理「大志満」和 崎陽軒本店 イタリア料理 イルサッジオ 洋ローズホテル横浜
パティスリー ミリーラ・フォーレ ス

横浜クルーズ×レストラン ロイヤルウイング ス えの木てい本店 ス

日本茶専門店 茶倉 SAKURA スありあけ本館 ハーバーズムーン本店 ス

HAHA CAFE ハハカフェ
（宮崎生花店内） スパルファン ス

ＲＯＵＲＯＵ Cafe ス

Meet Fresh 鮮芋仙（シェンユイシェン） ス

横浜中華街 悟空茶荘 ス

西区高島2-13-12　崎陽軒本店2階（最寄り駅 横浜駅）
平日11：30～15：00（LO14:00）/17：00～22：00（LO21:00）
土日祝11：00～22：00（LO21:00）
元日のみ　　　　　　045-441-3331

住　所

休業日 電　話

営業時間

旬の食材の味わいを最
大限に活かしたシンプ
ルで奥深いナポリの郷
土料理や日本各地の新
鮮な魚介類、こだわり
野菜とイタリア各州の
ワインを。

赤海老とオマールのビス
ク 花の咲くパスタ・ミス
タ～ティムットペッパーと
タラッリを添えて～
2,200円

特別メニュー

期間限定サービス他 ワンドリンクサービス（お食事の方限定）

西区みなとみらい2-3-7(最寄り駅 みなとみらい駅)　
11：30～18：00
日祝11：30～14：30 
無休　　　　　　045-682-2255

住　所

休業日 電　話

営業時間

加賀山中温泉で江戸時
代から続いた老舗旅館
を前身とする日本料理
店。食材の持ち味を活か
し味わい豊かに仕上げ
た逸品を心づくしのおも
てなしで。

お花見べんとう
5,300円
花咲く季節に、旬の食材を春ら
しさいっぱいに仕立て、美しく
盛り付けました。期間限定です。
※ランチタイム限定※3/1～5/31

特別メニュー

期間限定サービス他 ウェルカムドリンク

中区山下町77番地 ローズホテル横浜内(最寄り駅 元町・中華街駅)　
7：00～22：00（LO21: 30）
無休　　　　　　045-681-2916

住　所

休業日 電　話
営業時間

ローズホテル横浜の
ケーキや焼きたてパン
などが並ぶパティス
リーミリーラ・フォー
レ。重慶飯店とのコラ
ボレーション商品も取
り揃えています。

ザ・ローズ
518円（テイクアウト）
596円（店内食) 
真っ赤な薔薇を象ったフランボ
ワーズムースに、フランボワー
ズのジュレとバニラムースを合
わせました。

特別メニュー

期間限定
サービス他

中区海岸通1-1-4横浜港大さん橋国際客船ターミナル2F
(最寄り駅 日本大通り駅)　
12:00～13:50/14:45～16:15/17:00～18:50/19:30～21:20
月曜（祝日を除く）　　　　　　045-662-6125（10:00～19:00）

住　所

休業日 電　話
営業時間

乗船料30%割引
※5名様まで　※他のサービスとの併用は不可

大さん橋客船ターミナ
ルを出航し、横浜港のク
ルージングと本格中国
料理をお楽しみいただ
ける大型レストラン船。
時間帯に合わせて様々
なメニューをご用意。

スプリングフラワー　
700円
白ワイン×ピンクグレープフルー
ツ×ソーダの期間限定カクテル
です。

特別メニュー

期間限定
サービス他

焼菓子一つプレゼント
※要予約　個室利用料として別途2,200円

横浜に残る数少ない西
洋館の洋菓子店です。
暖炉、木製の上げ下げ
窓、150年以上昔のア
ンティーク家具など古
き良き横浜の雰囲気を
今も漂わせています。

えの木てい厳選ブルガリ
アンローズのローズアフ
タヌーンティ　3,080円

特別メニュー

有機栽培の日本茶サンプルプレゼント
（１組１つ）

期間限定
サービス他

中区元町2-107(最寄り駅 元町・中華街駅)　
11：00～19：00（LO18:30）
月曜（祝日の場合は火曜）　　　　　045-212-1042

住　所

休業日 電　話

営業時間

有機栽培を中心に常時
20種類の日本茶を揃え
る日本茶専門店。抹茶や
ほうじ茶を使った自家製
パフェや鉄瓶のお湯で
淹れる本格的な日本茶
が楽しめます。

花味絵図限定自家製
SAKURA抹茶クレープ
と薔薇抹茶　1,550円

特別メニュー

中区山手町89-6(最寄り駅 元町・中華街駅)　
平日12:00～17:30(LO17:00)、土日祝11:30～18:00(LO17:30)
無休　　　　　　045-623-2288

住　所

休業日 電　話

営業時間

中区日本大通36シティータワー横濱1F（最寄り駅 日本大通り駅、関内駅）
10：00～20：00（カフェLO19：00）
不定休　　　　　045-210-9778

住　所

休業日 電　話

営業時間

横浜土産をお探しの
方はぜひ当店へ！60
年以上親しまれてい
る「ハーバー」やマス
コットキャラクター
“ガーデンベア”デザ
インの「ミルク抹茶」
も販売！

横濱ハーバー ミルク抹茶 8個入1,080円
練乳と生クリームを入れた生地で抹茶餡を包み、「ガーデン
ネックレス横浜」のマスコットキャラクター「ガーデンベア」の顔
型に焼き上げました。

特別メニュー

期間限定
サービス他 一緒に飲み物を注文すると飲み物が５０円引き

中区元町２ー１０８(最寄り駅 元町・中華街駅)　
9：00～19：00（LO18:00）
火曜　　　　　　045-681-8701

住　所

休業日 電　話
営業時間

明治６年創業の花
屋さんの中にある
カフェ。こだわりの
ブレンドコーヒーや
手作りサンドイッチ
でおもてなし。花に
囲まれてのんびり。
お子様連れ歓迎。

※カフェをお休みする場合もありますので、ご確認ください。

バラのパウンドケーキアイスクリーム添え550円
バラのドライハーブをつかって甘くてしっとり柔らかいパウンドケーキにしました。

特別メニュー

中区山下町201（関内駅、日本大通り駅）
平日10：00～20：00土日祝12：00～20：00
月曜（祝日の場合変更あり）　　　　　　045-681-1276

住　所

休業日 電　話

営業時間

期間限定サービス他 50円値引き　　

1958年創業の横浜中
華街にある洋菓子店。フ
ランス菓子を中心にウェ
ディングケーキも製造。
カフェスペースやテラス
席もあるので中華街で
の一休みに。

「バラの風味のレアチーズ」
486円（テイクアウト）
495円（店内食）
５月１日～18日期間限定

特別メニュー

中区山下町１３０（最寄り駅 石川町駅、元町・中華街駅）
12：00～18：00（LO17:30）
火曜、第３木曜日　　　　　　045-650-5466

住　所

休業日 電　話

営業時間

期間限定サービス他 月餅１個プレゼント

ア パ レ ル ブ ラ ンド
「ROUROU」プロデュー
スのアジアン路地裏カ
フェ。アーティストが集う
隠れ家をイメージした世
界観でリラックスしたひ
とときを。

Ｙｏｋｏｈａｍａローズフェア
リードルチェ～薔薇烏龍
茶と楽しむ季節のショート
ケーキたべるお花添え～
1,800円（ドリンク付）
※フルーツは季節により変更あり

特別メニュー

期間限定サービス他

中区山下町82 徳永ビル1F(最寄り駅 元町・中華街駅)　
12：00～19：00
無休　　　　　　045-305-6647

住　所

休業日 電　話

営業時間

台湾の小さなお店から
始まり世界各国800店
舗を超えるブランドへと
成長。自然食材と手作り
にこだわった王道台湾
スイーツの店。

豆花スペシャル
〈持ち帰り〉
　Ｍ 540円、Ｌ 864円
〈店内〉
　Ｍ 550円、Ｌ 880円
優しい味わいの低カロリーで
身体に嬉しいスイーツです。

特別メニュー

クーポン券サービス

中区山下町130(最寄り駅 石川町駅)　
平日・日11：00～19：45（LO18:45）　土11：00～20：30（LO19:45）
第３火曜　　　　　　045-681-7776

1981年に横浜中華街で
誕生。中国茶・中国茶器専
門店として常に豊富な品
揃えとクオリティを追求し
ています。2Fの茶館では
常時40種類ほどの中国
茶と各種デザートやフード
をご用意しています。

アイスジャスミンミルク
ティー（トッピング バニラアイ
ス付）　770円
ジャスミン茶のミルクティーで
す。華やかなジャスミンの香りと
コクのあるミルク感が特徴。

特別メニュー

住　所

休業日 電　話
営業時間
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レストラン ペタル ドゥ サクラ 洋

横浜ロイヤルパークホテル
レストラン＆バンケット　　「フローラ」 洋

レストラン パレ・ド・バルブ 洋

横浜ベイホテル東急
フランス料理　　　 「クイーン・アリス」 洋 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ラウンジ＆バー「マリンブルー」 ス

横浜イングリッシュガーデン
YEG Original CAFE スふらんすやま ス

横浜ベイホテル東急ラウンジ　       　　 

「ソマーハウス」 ス

崎陽軒本店　中国料理　嘉宮 中Hitotsu 洋シェ・フルール横濱 洋 ブラッスリー ピガール 洋

期間限定
サービス他

期間限定サービス他

期間限定サービス他

期間限定サービス他

泉区弥生台5-2(最寄り駅 弥生台駅)　
11:30～15:00(LO14:00)/18:00～22:00(LO21:00)
月曜（要確認）　　　　　　045-443-5876

住　所

休業日 電　話

営業時間

ここ弥生台は、農家さん
を訪れ自ら収穫すること
を日課にできます。そこ
での会話や豊かな自然
がインスピレーションを
与えてくれ、“今、畑にあ
る野菜を料理に”それが
この店のスタイルです。

三崎マグロ・トマト・きゅ
うりのお菓子仕立て　
1,320円
三崎のマグロに地元のトマト・
きゅうりを合わせた一皿。コー
スの前菜としてもお召し上が
りいただけます。※料理の内容
が変更になることもあります。

特別メニュー

西区みなとみらい2-2-1-3(最寄り駅 桜木町駅、みなとみらい駅)　
平日11：30～LO13:30
土・日・祝11：00～LO14：30/17：00～22:00（貸切のみ）
木曜　　　　　　045-221-1155（レストラン予約）

住　所

休業日 電　話

営業時間

花とフルーツをモチーフ
にした明るく開放的な雰
囲気で、ユニバーサルメ
ニューに対応したハラー
ル認証取得のレストラ
ン。様々なシーンにご利
用ください。

ガーデンネックレス
ランチ　2,783円
※ランチ時間帯のみ提供
Vol.1 3/27～5/5
Vol.2 5/7～5/13

特別メニュー

「ガーデンネックレスランチ」5%割引

ワンドリンクサービス 食前酒サービス

磯子区杉田1-9-13(最寄り駅 新杉田駅)　
11：30～15：00（LO14:00）/17：30～23：00（LO21:00）
月曜　　　　　　　045-773-2981

住　所

休業日 電　話

営業時間

ゆとりある高い天井、
ゆったりした客席、そし
て「ひげのオーナー」が
笑顔で迎える暖かい雰
囲気の店。本格フレンチ
＆イタリアンがリーズナ
ブルに味わえます。

お花畑をイメージしたバ
ルブのパワーサラダラン
チ（スープ・フォカッチャ・コー
ヒー付）　1,000円

特別メニュー

桜鯛のカルパッチョ～蕪
のソース～春の彩り野菜
ランチコース 3,300円～
ディナーコース 5,280円～
コース料理の一品です。※季節
によってメニューが変わること
があります。期間限定サービス他

西区高島2-13-12崎陽軒本店2F(最寄り駅 横浜駅)　
平日11：30～22：00（LO21:00）土日祝11：00～22：00（LO21:00）
元日のみ　　　　　　　045-441-3330

住　所

休業日 電　話

営業時間

崎陽軒本店「嘉宮」では、
素材の旨みをいかした
優しい味わいの、広東料
理をベースに日本ならで
はの旬を取り入れた本
格中国料理を提供して
います。

匠の献立コース花
7,700円
※2名様より

特別メニュー

戸塚区戸塚町6003－3REK Hills 1F(最寄り駅 戸塚駅)　
11:00～15:00(LO14:00)/17:30～23:00（LO21:30)
月曜、第1・3火曜　　　　　　045-871-1705

住　所

休業日 電　話

営業時間

期間限定
サービス他 ドリンク１杯サービス

花をテーマにした

ひとつひとつ、一人一人を
大事に、丁寧に作る大切
さとおもてなしの豊かさ
をお客様に感じて頂きた
い、戸塚駅西口より３分、
フレンチと和が融けあう
ゆったり出来る空間です。

特別メニュー

チャージサービス 期間限定サービス他 ワンドリンクサービス（お食事の方限定）
期間限定
サービス

西区北幸2-12-26Felice横浜1Fs3(最寄り駅 横浜駅)　
11：30～15：00（LO13：00）/18：00～22：30（LO20：30）
水曜　　　　　　　045-342-6292

住　所

休業日 電　話

営業時間

プティフールをサービス
※期間は4月1日～5月31日

伝統的なフランス料理に
和の食材やエッセンスを
加えた和フレンチレストラ
ン。契約農家から直送さ
れる新鮮野菜や横浜の地
野菜をふんだんに使用。

地元横浜で育った美味し
い野菜や花・果物を中心
に使ったオードブル9点
盛り
ランチは5,500円以上、ディ
ナーは8,250円以上のコース。

特別メニュー

中区花咲町1-21（最寄り駅 桜木町駅）　
月～土17：30～24：00（LO24:00）
日17：30～23：00（LO23:00）
不定休　　　　　045-253-6110

住　所

休業日 電　話

営業時間

野毛にあって野毛らしく
ない。パリとボルドーに
いたシェフがうなる美味
しさを提供。地産地消の
素材にこだわり、ジャン
ルもコースもない横浜
好みの店。

ワイン「シャトー クープ 
ローズ」　6,500円

特別メニュー

西区みなとみらい2-3-7(最寄り駅 みなとみらい駅)　
11：30～・13：40～/平日17：30～21：00土日祝17：30～・20：30～
無休　　　　　　045-682-2255

住　所

休業日 電　話

営業時間

ウェルカムドリンク
※ランチ、ディナー共にプリフィッ
クスコースより選べます。

フレンチの巨匠・石鍋裕
がプロデュースする美食
レストラン。絵画のよう
なお料理の数々は目で
も楽しめる逸品。おいし
いお料理に時間を忘れ、
贅沢なひとときを。

SAKURAスイーツ
ランチコース  5,200円～
ディナーコース 10,000円～
濃厚なレアチーズケーキの上
には、今にも飛び立ちそうな折
り鶴をのせて。
※3/16～4/15

特別メニュー

期間限定
サービス他

西区みなとみらい1-1-1(最寄り駅 みなとみらい駅)　
10:00～24:00（LO23：30）　※土日祝は9：00～
特別営業日　　　　　　045-223-2267（レストラン予約）

住　所

休業日 電　話
営業時間

目の前に海が広がる開
放的な空間にて、時間と
ともに表情を変える横
浜港の景色を楽しみな
がら、優雅なひとときを
お楽しみいただけます。

フローラル アフタヌーン
ティー　4,950円 ほか
咲き誇る花々をイメージした
可憐なスイーツの数々が目と
舌で楽しめる華やかなアフタ
ヌーンティー。絶品スイーツと
上質な紅茶のマリアージュを
ご堪能ください。（提供時間：
12：00～16：00※120分制）

特別メニュー

5月1日（土）～6月30日（水）

西区西平沼町6-1YEG内(最寄り駅 平沼橋駅)　
10：00～18：00（LO18:00）
年末年始・夏期　　　　　　045-620-6218

住　所

休業日 電　話
営業時間

1800品種が咲く園内の
バラにちなみローズフ
レーバーのスイーツが人
気。ローズソフトにエディ
ブルフラワーを散りばめ
たフラワーソフトはイン
スタ映え間違いなし！

フラワーソフト
500円

特別メニュー

西区中央2-12-7(最寄り駅 西横浜駅)　
9：00～21：00
無休　　　　　　045-321-3195

住　所

休業日 電　話

営業時間

サブレもしくはクッキー１枚プレゼント
（藤棚本店のみ）

1967年の開業以来、横
浜みやげの定番を目指
し、地産地消を体現。横
浜の名所をネーミングし
た焼き菓子や店名の「ふ
らんすやまポテト」など
のギフトが人気です。

さくらモンブラン 500円
中に大納言とわらび餅を入れ
た桜の香りたっぷりの、春をイ
メージした商品です。
2月末～４月上旬

特別メニュー

西区みなとみらい2-3-7(最寄り駅 みなとみらい駅)　
11：30～18：00
無休　　　　　　045-682-2219

住　所

休業日 電　話
営業時間

ホテルメイドのスイーツ
が揃うラウンジ「ソマー
ハウス」。みなとみらいの
大観覧車を間近に望む
ソファ席でゆったりとお
過ごしください。

桜 アフタヌーンティー
4,000円～
桜のロールケーキやムースケー
キなど、桜をテーマにした華や
かなスイーツを揃えた春の趣
の期間限定アフタヌーン
ティー。
※14：00～16：00
※3/1～4/15

特別メニュー
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スルピシア 横浜駅西口店 ス

ALL GOOD STORE

スBLUE CACAO ス

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
ラウンジ「シーウインド」 スス

？HB Style KIYOKEN ス 鎌倉紅谷 Kurumicco Factory ス

花味絵図特製ローズカクテル

西区北幸1-3-23 (最寄り駅 横浜駅)
10：00～19：00（LO18:30）
無休　　　　　045-411-1188

住　所

休業日 電　話
営業時間

ラウンジ「シーウインド」は、
横浜の海と風を感じる、新
しいオアシス。ネイビーブ
ルーを基調としたゆったり
とくつろげる空間。

「ヒーリング　フォレスト」
1,694円　
ドイツ老舗紅茶メーカー「ロ
ンネフェルト」のルイボスク
リームオレンジをベースに
オレンジスライスの上に香
り高いローズマリーとエディ
ブルフラワーで彩りを添え
た味わい深いモクテル。

特別メニュー

西区南幸1-1-1  シァル横浜B1F（最寄り駅 横浜駅）　
10:00～21:00（LO20:45）　 　　　 
シァル横浜に準ずる　　　　　045-620-8600

住　所

休業日 電　話

営業時間

崎陽軒が新たに手掛け
る「食べてきれいになる」
をコンセプトにしたスイー
ツ専門店。健康と美容を
意識した素材を厳選して
つくりあげたカラダ想い
のスイーツです。

飲む杏仁　
杏仁パフェ　
杏仁ムース　
各390円

特別メニュー

中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2階（最寄り駅 馬車道駅）
The Shop11：00～20：00/The Factory11:00～19：00/The 
Cafe11:00～20：00（LO19 :00）
横浜ハンマーヘッドに準ずる　　　　　045-263-9635

住　所

休業日 電　話

営業時間

「見る・味わう・体験す
る」をコンセプトにした
鎌倉紅谷の複合型店
舗。「クルミッ子」の製造
工程の見学や、ここだけ
の商品やスイーツを楽
しめます。　　　　　　
　　　　　

あじさい　
3枚入454円
8枚入1,188円
16枚入2,376円

特別メニュー

期間限定サービス他 クルミッ子・パフェ注文で50円引き

神奈川支部

日本のバー文化発祥の地、横浜。

Apéritifアペリティフ
クールビューティ

Digestifディジェスティフ
フラッフィ

All Day オールデイ
プリンセスローズ

Alcohol non
ノンアルコールカクテル

ヴィーナスの涙

ローズカクテルを提供している店舗情報は、
花味絵図WEBサイトで紹介しています。

バーテンダー世界チャンピオンも輩出した日本バーテンダー協会神奈川支部が
創作した横浜市の花「バラ」の香り漂う４種類のローズカクテルを、
開催期間限定で、異国情緒を感じるバーでお楽しみいただけます。

西区南幸 1-5-1 ジョイナス 1F（最寄り駅 横浜駅）
10：00～21：00
ジョイナスに準ずる　　　　　045-290-0912

住　所

休業日 電　話

営業時間

世界のお茶専門店。
「THE MARI 」は、手作
業で花や茶葉を束ね、鞠
の形にしたジャスミン
ティー。熱湯を注ぐと花の
ように開きます。

※写真イメージです

THE MARI -テマリ -
380円

特別メニュー

西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜６F（最寄り駅 横浜駅）
11:00～20：00
不定休　　　　　045-620-7881

住　所

休業日 電　話

営業時間

毎日をちょっとGOODに
する新感覚のフラワー&ス
イーツショップ。見て食べ
て感じて楽しめる、ココロ
もカラダも喜ぶボタニカ
ルパワーでALL GOOD 
TIMEをお届けします。畑
で採れたフレッシュなハー
ブや、ローカルの食材を美
味しく仕上げたジェラート
などここだけのメニューも
ご用意しています。

フラワージェラート
715円

メニュー

西区南幸1-1-1 シァル横浜B1F（最寄り駅 横浜駅）
10：00～21：00
シァル横浜に準ずる　　　　　045-534-5955

住　所

休業日 電　話

営業時間

1995年創業、横浜の地
で愛されるパティスリー
「ラ・ベルデュール」が手
がけるショコラトリー。

シロカカオ・ローズ
1個180円
白あんとカカオにバラの花
びらのコンフィチュールを加
え、洗練された華やかで上品
な味わいに仕上げました。

特別メニュー

ガーデンベアフードございます
詳しくは、山下公園レストハウス
「インフォメーションセンター」

（P4）へ
（イメージ）
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丸全昭和運輸株式会社
川本工業株式会社
株式会社横浜岡田屋
株式会社サカクラ

株式会社崎陽軒
株式会社横浜銀行
横浜信用金庫
日産自動車株式会社

ニッポンの夏を彩る

不動産に関するご相談は
うさぎマークのお店に

お任せください！

お問い合わせは
横浜支部
事務局まで

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部

全日横浜支部 検索
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www.motomachi-kitamura.com
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えむえむさん　オフィシャルページ
https://www.mm21railway.co.jp/mmsan/index.html

えむえむさん　Instagram
https://instagram.com/mmsan_official



よこはま花と緑のスプリングフェア2021 
花壇展開催

一般社団法人

横浜市造園協会

2027年 横浜 国際園芸博覧会 開催
～応援しています～

期間 ４月９日（金）～５月５日（水・祝）
会場 山下公園

51 52

LINEスタンプ
販売中！

GARDEN BEAR
ガーデンベア

販売価格120円（50LINEコイン）

ガーデンベア 検索

※クリエーターズスタンプまたはプレミアムスタンプで
　表示されています。
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さくら通り世界の花、横浜で咲かせよう！ 幸せを創る明日の風景
～ Scenery of The Future for Happiness ～

2027年、国際園芸博覧会    を横浜で開催します！

　国際園芸博覧会は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・
経済の創造や社会的な課題解決等への貢献を目的に開催されています。

花と緑あふれる会場で様 な々食や遊びを楽しむ

つきみ野駅つきみ野駅

大和駅大和駅
瀬谷駅瀬谷駅 三ツ境駅三ツ境駅

下川井 IC下川井 IC

ズーラシアズーラシア
上川井 IC上川井 IC

保土ケ谷バイパス

相模鉄道

横浜町田
IC

横浜町田
IC

旧上瀬谷
通信施設
旧上瀬谷
通信施設

中
央
林
間
駅

中
央
林
間
駅

南
林
間
駅

南
林
間
駅

鶴
間
駅
鶴
間
駅

小
田
急
江
ノ
島
線

環
状
４
号
線（
海
軍
道
路
）

南町田グランベリー
パーク駅

南町田グランベリー
パーク駅

旭区

瀬谷区

緑区

町田市

大和市

高速道路
国道
主要道路
市・区境

八王子街道（国道16号）

※掲載内容はイメージです

お問合せ:横浜市都市整備局国際園芸博覧会推進課　
　　　　電話：045-671-4627 横浜 国際園芸博覧会 検索

国道
246
号

東名
高速
道路

東急田
園都市

線

中原
街道

日本古来の園芸・庭園文化にふれる国際色ゆたかなメインストリート

0 0.5 1.0 2.0km

開催期間 2027年3月～9月

メインテーマ

開催場所 旧上瀬谷通信施設（横浜市旭区・瀬谷区）

　2027年、横浜で開催する国際園芸博覧会に、花・緑・農をはじめとした世界の
自然、人、文化が集まる様を、花をモチーフに表現しています。花弁は、博覧会で生
まれる多様な交流と、そこから「幸せな明日」を創造していく生命力を、葉は、自然と
の共生を象徴し、茎は、開催地横浜の“Ｙ”を表しています。

推進ロゴマークと込められた意味
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開催場所
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●最寄り駅から里山ガーデンまでのバスアクセス

来場にあたってのお願い

※土休日は❸よこはま動物園北門まで延伸している路線があります。

▼

❶「よこはま動物園」
バス停下車

▼

❷「西ひかりが丘」
バス停下車

里
山
ガ
ー
デ
ン

無料シャトルバス
または徒歩

相鉄線「鶴ヶ峰」駅、「三ツ境」駅
ＪＲ横浜線・横浜市営地下鉄グリーンライン「中山」駅から

バスで約20分

相鉄線「鶴ヶ峰」駅から
バスで約20分

会場ご案内&交通アクセス

徒歩

西谷駅

横浜駅鶴ヶ峰駅三ツ境駅

　バス

相鉄線

JR線

JR直通線

横浜市営地下鉄
ブルーライン

横浜市営地下鉄グリーンライン
JR線

里山ガーデン

ズーラシア

中山駅 新横浜駅

動物園入口
❶

❷❸
東入口

正面入口
ズーラシア北門P

・アクアテラスギフトショップ
・オージーヒルギフトショップ

土日祝日は駐車場の混雑が予想され、
入庫に時間がかかることもあるため、里山

ガーデンへは公共交通機関をご利用ください。

●山下公園レストハウス
●タワーショップ　
●赤レンガ デポ
●エクスポート　
●里山ガーデン売店

SHOP一覧

#花のあるおうち時間キャンペーン#花のあるおうち時間キャンペーン

横濱ハーバー
ミルク抹茶 
1,000円（本体価格）

はちみつ飴
500円（税込）

雑貨、
菓子各種

【アドバンス・ジェイ】

【ありあけ】

●ありあけ直営店・一部量販店
●ズーラシア ●里山ガーデン売店

※売り場は変更になる可能性があります。販売期間は売り場によって異なります。販売期間中でも売り切れや品切れなどにより、欠品の可能性があります。

●アメリカ山公園運営事務所
●山手234番館 　●ズーラシア
●タワーショップ　  ●赤レンガ デポ
●エクスポート　　●里山ガーデン売店

●Ｔシャツ
　…2,750円（税込）

●ローズマドレーヌ
　… 864円（税込）

【アメリカ山公園 パートナーズ】

Shop

Shop

Shop

里山ガーデン
ガーデンベアグッズガーデンベアグッズ

●事前の検温・マスク着用の上、入口での手指消毒をお願いします。
●混雑状況によって大花壇園路を一方通行にする等の制限を行う可能性があります。
●例年行っているミニコンサート・バードショーPR、テント内のワークショップは実施しません。
●土日祝日は大変混雑しますので、平日のご来場や公共交通機関のご利用をおすすめします。

●山下公園レストハウス…P6、2-F
●ありあけ直営店一部量販店
●ズーラシア（アクアテラスギフトショップ、オージーヒルギフトショップ）…P56
●里山ガーデン売店…P57
●タワーショップ（ランドマークタワー69階）…P5、3-C
●赤レンガデポ（横浜赤レンガ倉庫1号館1階）…P6、2-E
●エクスポート（大さん橋国際客船ターミナル）…P6、2-E
●アメリカ山公園運営事務所…P29 ●山手234番館…P6、3-G

おうち時間が増えるなか、花を育てて、ホッと一息つける豊かな暮らしを
お楽しみいただけるインスタグラムキャンペーン。

※投稿いただいた写真はガーデンネックレス横浜のPR等に使用させていただくことがあります。

ガーデンネックレス横浜公式SNS

NEW！

種を育てて
発信してね

！#ガーデンネックレス横浜

#花のあるおうち時間キャンペーン

4月上旬開始予定
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ウェルカムガーデンは今年もアンバサダー三上真史氏デザイン監修。
横浜市限定品種のチューリップ「ラバーズタウン」も見られます。（P18 ）

ウェルカムガーデン

ウェルカムガーデンでは
ガーデンベアがお出迎え！

谷戸の菜の花

事前予約はホームページから▶

フォレストアドベンチャー・よこはま
トレイルアドベンチャー・よこはま

ガーデンネックレス横浜・公式YouTubeチャンネルにて、ご自宅でも楽しむことができる動画の配信を行っています。

横浜市限定ひつじの
ショーンのオブジェと、
イギリスをイメージした
ガーデンが登場

菜の花とサクラの美しく
懐かしい里山の風景が
広がります。

ひつじのショーン

横浜市内最大級、約10,000㎡の大花壇。横浜市内産のパンジーやビオラの他、ネモフィラなどを中心に、チュー
リップやサクラなど春らしいパステルカラーの美しい花 を々お楽しみください。

 横浜の花で彩る大花壇

里山ガーデン売店：ガーデンベグッズ販売しています。

実の春（みのりのはる）

おうちでも楽しめます！

平日限定シールラリー
里山ガーデンでシールを貼った
台紙をズーラシアにもっていくと
入園料が半額になります。
（平日限定、6/30
（水）まで）台紙は、
中央テントブースにて
配布しています。

※土日祝日の入場には整理券
の事前予約が必要となりますの
で、お気をつけください。

ズーラシアホームページ▶
問合せ フォレストアドベンチャー090-4750-0720

トレイルアドベンチャー  070-4170-7354

今年のテーマは

フォレストアドベンチャー トレイルアドベンチャー

連携

は通年営業しています

ガーデンネックレス横浜・
公式YouTube
チャンネル

フォレストアドベン
チャーは安全器具を
装着し、森の中を空
中散歩。トレイルアド
ベンチャーはMTB等
で疾走可能な多目
的フロートレイル。子
供から大人まで楽し
めます！（有料）

土日祝日は
通行できません

混雑状況により園路を
封鎖する場合があります

一方通行に
ご協力ください
一方通行に
ご協力ください
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2021年春の里山ガーデンフェスタは、昨年2020年の春フェスタ
を、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）の拡大防止
の観点から公開中止としたため、２年ぶりの開催となりました。
　今年は３月17日に横浜でサクラの開花が観測されるなど、花の
見頃が早かったことや、コロナの影響で身近な公園や緑に注目
が集まったことなどもあり、春開催としては過去最多の17万人を
超える多くの皆様が来場され、美しい花と緑をお楽しみいただき
ました。
　開催にあたりましては、場内各所への消毒液の設置や場内の
観覧ルートの一方通行化の設定、マスク着用の啓発など、コロ
ナの感染拡大防止策を徹底しました。また、来場を見合わせた
皆様にもご自宅で里山ガーデンをお楽しみいただけるよう、ガー
デンネックレス横浜公式YouTubeチャンネルで、「横浜の花と緑
をPRするアンバサダー」三上真史さんによる紹介動画をはじめ、
様 な々情報を発信しました。
　加えて、2027年に横浜市で開催が予定されている国際園芸博
覧会の機運醸成に向け、ＰＲを兼ねたフォトスポットを設置しました。
　今後も、横浜を代表する花と緑のイベントとして里山ガーデン
フェスタを開催し、多くの皆様に潤いや安らぎをお届けしてまい
ります。

ガーデンネックレス横浜実行委員会  委員長  福山一男

ご あ い さ つ

http://www.satoyama-garden.jp/

◆開催概要

（公益財団法人  横浜市緑の協会理事長）2021年7月発行　ガーデンネックレス横浜実行委員会

開催期間：2021年3月27日㈯～5月9日㈰  44日間
開催時間：9時30分～16時30分
開催場所：横浜市旭区上白根町1425-4
                     ［よこはま動物園ズーラシア隣接地］

入  場  料：無料
主　　催：横浜市・公益財団法人横浜市緑の協会
運営団体：ガーデンネックレス横浜実行委員会　
　　　　 　里山ガーデンフェスタ専門部会
　　　　 一般社団法人横浜市造園協会
　　　　 横浜農業協同組合
　　　　 一般社団法人日本造園建設業協会神奈川県支部
　　　　 横浜商工会議所
　　　　 公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー
　　　　 旭区商店会連合会
　　　 緑区商店街連合会
　　　　 瀬谷区商店街連合会
　　　　 公益財団法人横浜市緑の協会
　　　　 横浜市（旭区・緑区・瀬谷区・環境創造局ほか）

2 0 2 1 年 春 開 催 記 録

里山ガーデンフェスタHP

〇よこはま緑の
　まちづくり基金
PR展示テント内に募金
箱を設置し、募金のご
協力いただいた方に花
図鑑を配布しました。

〇GWシャトルバス運行
5/2㈰～5/4（火・祝）に、混雑対
策として緑区役所から無料
シャトルバスを運行しました。

〇ガーデンベア グリーティング   実施日：3/30㈫

〇FCV電源
燃料電池自動車（FCV）
の大容量外部電源供
給システムを活用し、
キッチンカーに電力供
給を行いました。

ガーデンベアとの接触は行わず、距離をとった位置
からの写真撮影のみで行いました。

その他

「よこはま緑の街づくり基金」募金額　451,327円　 ご協力ありがとうございました。

実施結果

大花壇（花畑）の
定期的な公開83%

子供が楽しめるコンテンツ3%

その他3%その他

物販施設3%
飲食施設2%

公園内の花の
定期的な装飾6%

既存の樹林地の
保全4%
既存の樹林地の

イベントの充実2%

里山ガーデンフェスタ
2021年春開催 アンケート集計

来 場 者 数 合計：171,128人 福祉車両滞在 合計：1,852台
最大：9,387人 /日 最大：76台 /日

性別 今後の要望

年齢 「里山ガーデンフェスタ」の印象
10代2.1%

男性26.7%

女性73.3%

大変良い76.9%

あまり良くない・
良くない0.2%

普通1.6%
20代4.1%

30代9.3%

50代23.9%

70代15.2%

40代18.0%
60代23.8%

80代3.4%

良い21.3%

〇国際園芸
　博覧会PR
2027年に横浜で開催さ
れる博覧会に向けた機
運醸成の取り組みとし
て、フォトスポットの特
設花壇を設置しました。

実施日：［平日］3/29～4/2、4/5～9、
            4/12～16、4/26～28、4/30
            ［休日］3/27～28、4/3～4、
            4/10～11、4/17～18、4/24～25、
            4/29、5/1～5、5/8～9
調査票数計：610 ＠Photo by MAKI KAWAI

ギフトショップ

©ITOON/GN

アンケートに
お答えいただいた方に、
球根をプレゼントしました。
協力：横浜市公園指定管理者連絡会

里山ガーデン限定デザイン
「ガーデンベア」グッズの販売等
を行いました。

里山ガーデン限定デザイン

協賛



春の恵みの花やハーブ、野菜類
も取り入れた植栽で、幸福感の
あるイメージを演出しました。ま
た、食べられる花であるエディブ
ルフラワーを取り入れ、お料理を
美しく飾る楽しさも表現しました。

〇ひつじのショーン花壇

〇谷戸の菜の花

〇花のゾウ

里山ガーデンフェスタの紹介のほか、隣接す
るフォレストアドベンチャー・よこはま、トレイ
ルアドベンチャー・よこはま、よこはま動物園
ズーラシアの魅力も伝えていただきました。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止
対策についてお客様へのお願い

大花壇ができるまで
横浜の花で彩る大花壇

横浜市内最大級、約10,000平方メートルの大花壇。2021年春のテーマは
「実の春（みのりのはる）」でした。春の華やかな彩り、可愛い柔らかな色彩
の花畑に実りの果樹を配置し、ビタミンカラーで躍動感を表現しました。

公式チャンネルで9本の動画を配信しました。

公式 / GardenNecklaceYokohama

3/29㈪～ 5/7㈮の平日限定
で、隣接するよこはま動物園
ズーラシアの入園料が平日
限定で半額になる特典付き
のシールラリーを行いました。

〇シールラリー

〇パネル展示

横浜農業協同組合や緑区地産
地消サポート店による横浜市内
産の花苗・野菜、お弁当など
の販売を行いました。

〇地産地消デー

〇はまっこどうし販売
　（横浜市水道局）

〇フォレストアドベンチャー・よこはま
     トレイルアドベンチャー・よこはま

・愛をこめて花束を
・美女と野獣

・RINZETSU
・秋田荷方節

・NPO法人アルカヌエバ
・（有）カクタス広瀬（多肉植物）

横浜市内産の農作物を使った
お弁当やソフトクリーム等の販
売を行いました。

〇キッチンカー

「農業」と「福祉」の連携によっ
てできた農作物やパンなどの
販売を行いました。

自走式大容量蓄電池
「MOBI GEN（モビジェン）」
でキッチンカーへ電力
供給を行いました。
実施日：5/8㈯、9㈰

燃料電池自動車「MIRAI
（ミライ）」でキッチンカーへの
電力供給、トヨタハイエー
スのキャンピングカー展示
を行いました。
実施日：5/8㈯、9㈰〇農福マルシェ

3/27㈯、28㈰に来場者プレゼ
ントとして、里山ガーデンフェ
スタで使用している花苗を無料
配布していただきました。　

〇JAよこはま

・あしたば工芸
・第2いこいの家
・都筑ハーベスト
・陶
・ごぼうハウス
・地域作業所天

・フラワーロード
・スマイルガーデン
・アスタ荏田
・鶴ヶ峰もえぎ
・ぶどうの樹

＠Photo by MAKI KAWAI

＠Photo by MAKI KAWAI

ミニ
コンサート

ミニ
コンサート

アンバサダー三上真史さんによる
里山ガーデンガイドツアー

津軽三味線×尺八 ヴォーカル×ヴァイオリン×
                ベース×ドラム×ピアノ

公式You Tubeチャンネル

よこはま動物園ズーラシア連携

地産地消

PR展示テント

企業連携

ウェルカム
ガーデン

花壇スポット
アンバサダー
三上真史さんの
ガイドツアー（動画）

里山ガーデン5周年

里山ガーデンは2017年に初めて公開され、
2021年に5周年を迎えることができました。
5周年を迎えたことを感謝して、記念グッ
ズを作成しました。

〇ラバーバンド
「よこはま緑の街づくり基金」に募金してい
ただいた方へプレ
ゼントしました。

〇5のつく日プレゼント
花の種を詰め合わせたラブリーパックを、
5のつく日に先着300名様にプレゼントしま
した。   ※5/5（水・祝）のみ先着600名様

〇Bell Energy(株)

〇ウエインズグループ

〇その他の
出展

・緑のリサイクルプラント
・GROUP創造と森の声
・横浜市環境創造局みどりアップ推進課、政策課、繁殖センター
・横浜市都市整備局国際園芸博覧会推進課




