3 ⽉ 22 ⽇に、ガーデンネックレス横浜実⾏委員会よりプレスリリースがありましたので、情報提供いたします。
問合せ先︓環境創造局みどりアップ推進課 担当課⻑ 坂井和洋 TEL 045-671-2810

PRESS RELEASE

2021 年 3 ⽉ 22 ⽇

報道関係者各位

ガーデンネックレス横浜実⾏委員会

歴史と⽂化あふれる横浜に 60 万本の花々が咲き誇る

「ガーデンネックレス横浜 2021」3 ⽉ 27 ⽇（⼟）から開催
〜新型コロナウイルス感染症対策を⼗分に取りながら開催します〜
横浜市は、花と緑あふれる横浜の魅⼒を多くの⽅に体感いただく「ガーデンネックレス横浜 2021」を、3 ⽉ 27 ⽇（⼟）
から６⽉ 13 ⽇（⽇）まで開催します。
「ガーデンネックレス横浜」は、2017 年の「全国都市緑化よこはまフェア」開催以来、花と緑にあふれる都市「ガーデン
シティ横浜※1」を推進するリーディングプロジェクトとして毎年開催し、今年で 5 年⽬を迎えます。横浜の街をサクラ、チュ
ーリップ、バラなど美しい花がリレーするように移り変わります。5 ⽉からは“市の花・バラ”を主役にした「横浜ローズウィーク」
を開催し、横浜市役所を舞台にした新たなイベントも開催します。
都⼼臨海部の「みなとエリア」と、よこはま動物園ズーラシアに隣接する⾃然豊かな「⾥⼭ガーデン」をメイン会場に、全
市で花と緑に親しむ機運を⾼め、2027 年の「国際園芸博覧会※2」の開催に向けた機運の醸成を図ります。

新型コロナウイルス感染症への対応について
ガーデンネックレス横浜 2021 は、新型コロナウイルス感染症対策を⼗分に取りながら開催し、国内での新型コロナウイ
ルス感染症拡⼤の状況や、国、本市の対応⽅針を踏まえ、掲載した⼀部内容の中⽌、縮⼩、期間短縮等の変更が
⽣じることがあります。その場合は、ガーデンネックレス横浜公式ホームページや NTT ハローダイヤルでお知らせします。
NEW︕ 「ガーデンネックレス横浜 2021」 新たな魅⼒


横浜市役所アトリウムで「ローズフェア with 趣味の園芸」初開催

最新のガーデンローズの紹介や、達⼈の技によるバラ盆栽、ウェルカムローズ
ガーデンやバラのアトリエなどをご⽤意し、皆様をお待ちしています。
【期間】5 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜5 ⽉ 16 ⽇（⽇）
【場所】横浜市役所アトリウムほか
このほか、⻑年の歳⽉をかけ開発した最新品種の鉢花・切花を展⽰する「20
21F＆G ジャパンセレクション＆ジャパンフラワーセレクション」も同時開催します。


エリア拡⼤（横浜駅・新横浜駅周辺地区）

「ローズフェア with 趣味の園芸」イメージ

両エリアに新たにガーデンベアフォトスポットを設置します。横浜駅周辺地区では
バラ講習会の実施、新横浜駅周辺地区では街路での花と緑の演出や、新横
浜駅前公園さんかく橋付近にて桜並⽊の⼀部を試験的にライトアップします。


⼭下公園にナイトフォトスポット登場

夜もガーデンネックレス横浜の魅⼒を楽しめるよう⼭下公園に中央噴⽔周り
をライトアップした「ナイトフォトスポット」が新登場します。
【期間】5 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜5 ⽉ 23 ⽇（⽇）


「ナイトフォトスポット」イメージ

⼭下公園レストハウスが期間限定でガーデンネックレス横浜の
インフォメーションセンターとしてオープン

⼭下公園内のレストハウスに「ガーデンネックレス横浜 2021」のインフォメーション
センターがオープンします。花の⾒どころやイベント情報の案内だけでなく、ガーデン
ベアグッズ等の販売や、キッチンカーの出店、最新情報のライブ配信等も実施します。
【オープン期間（予定）】︓４⽉１⽇（⽊）〜５⽉ 23 ⽇（⽇）
「⼭下公園レストハウス」 イメージ



スマートフォンを活⽤した⾮接触デジタルスタンプラリーの実施

4 ⽉ 10 ⽇（⼟）から「花と緑のデジタルスタンプラリー」を実施します。マスコットキャラクター「ガーデンベア」と⼀緒に写真
が撮れる「ガーデンベアフォトスポット」を 6 カ所以上巡ると、ガーデンベアグッズ等のプレゼントがもらえます（先着順）。

「ガーデンネックレス横浜２０２１」開催概要
開催期間︓2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇） ※⾥⼭ガーデンは 5 ⽉ 9 ⽇（⽇）まで
会

場︓みなとエリア（都⼼臨海部）、⾥⼭ガーデン、全市（18 区）

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

みなとエリア
都⼼臨海部の美しい街並みと、⾊とりどりの花と緑の会場をネックレスのようにつなぐ
横浜を象徴する港の景観とともに、サクラ、チューリップ、バラ、ユリと、早春から初夏の季節の移ろいにあわせ、リレーする
ように⻑い期間、美しい花々に彩られます。
【期間】3 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）
【場所】⼭下公園、港の⾒える丘公園、⽇本⼤通り、横浜公園、新港中央広場等



サクラが⾒頃を迎えています︕

サクラが⾒頃を迎えています︕みなとみらいのサクラのシンボル通りであるさくら通りでは、桜⽊町駅から横浜ランドマークタ
ワー、パシフィコ横浜へと続く 100 本もの桜並⽊で、淡紅⾊の美しいソメイヨシノが⾼層ビルを背景に楽しむことができま
す。⼤岡川（観⾳橋〜井⼟ヶ⾕橋）では 3 ⽉ 26 ⽇（⾦）から 4 ⽉ 11 ⽇（⽇）の⾦・⼟・⽇にサクラのライトアッ
プを実施します。
元町公園では⻄洋館や⼭⼿ 80 番館遺跡など、異国情緒が⾊濃く感じられるスポットで雰囲気たっぷりのサクラを⾒る
ことができるなど、横浜ならではの⾵景に出会えます。
【⾒頃】3 ⽉下旬〜4 ⽉上旬
【場所】さくら通り、汽⾞道、⼤岡川、元町公園等

さくら通り（過去の画像）

元町公園（過去の画像）



チューリップ

横浜公園には 12 万本のチューリップが咲き誇ります。そこから港へ続く⽇本⼤
通りや⼭下公園、横浜⾚レンガ倉庫を背景にチューリップの景観が楽しめる新
港中央広場など、みなとエリアを彩ります。
【⾒頃】4 ⽉上旬〜4 ⽉中旬
【場所】横浜公園、⽇本⼤通り、新港中央広場、⼭下公園等


横浜公園（過去の画像）

バラ

「横浜ローズウィーク」を開催し、‟市の花・バラ“をテーマに「バラの街歩き」を楽しむこ
とができます。⼭下公園では約 160 品種、1,900 株のバラの競演が港の⾵景と⼀
緒に楽しめる「未来のバラ園」、港の⾒える丘公園では約 150 品種、1,000 株の
バラが楽しめる「イングリッシュローズの庭」をはじめ、「バラとカスケードの庭」、「⾹りの
庭」など、趣ある洋館を背景に⾊とりどりのバラの観賞や⾹りを楽しむことができます。
【⾒頃】5 ⽉上旬〜5 ⽉下旬

⼭下公園（過去の画像）

【場所】⼭下公園、港の⾒える丘公園、⼭⼿イタリア⼭庭園（新規）等


ユリ

【⾒頃】5 ⽉中旬〜6 ⽉下旬
【場所】⽇本⼤通り、新港中央広場

⽇本⼤通り（過去の画像）

⾥⼭ガーデン
市内最⼤級、10,000m2 の⼤花壇、⾃然豊かな⾥⼭の⾵景美にふれる
⾥⼭ガーデンでは「⾥⼭ガーデンフェスタ」を開催します。
⾒どころは横浜市内最⼤級で、春と秋のみ限定公開される約 10,000 平⽅メートルの⼤花壇。⼤花壇の今春のテーマ
は「実の春（みのりのはる）」で、市内産の花苗を会場内の 9 割に活⽤しています。パンジーやビオラのほか、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々を楽しめます。
【期間】2021 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜5 ⽉ 9 ⽇（⽇）※⼊場無料
【時間】９時 30 分〜16 時 30 分
【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）


⾷べられる花（エディブルフラワー）、野菜、ハーブなど、⾷卓にも使⽤できる植物をアクセントにし、アンバサダー
三上真史⽒がデザイン監修した「ウェルカムガーデン」



春の訪れを感じる⾕⼾の菜の花



横浜市限定「ひつじのショーン」のオブジェ設置と、イギリスをイメージした花壇



キッチンカーによる横浜市内産の農作物を使ったお弁当やソフトクリームなどの販売



よこはま動物園ズーラシアと連携したシールラリー

⾥⼭ガーデンの⼤花壇（過去の画像）

ウェルカムガーデン（過去の画像）

「⾥⼭ガーデン」における主な新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌策について


ご来場の際には、ご⾃宅での検温やマスクの着⽤、⼊り⼝での⼿指消毒などの基本的な新型コロナウイルス感染
症拡⼤防⽌策へのご協⼒をお願いします。



昨年の「秋の⾥⼭ガーデンフェスタ」に続き、展⽰や物販、キッチンカーの出店は⾏います。例年⾏っているミニコンサ
ート、ズーラシアバードショーPR、テント内のワークショップは実施しません。



混雑状況を踏まえながら⼤花壇園路を⼀⽅通⾏化、物販やキッチンカーの待機列の⾜元に線を明⽰するなど、
ソーシャルディスタンスの確保に努めます。また、テーブルや椅⼦などの定期的な消毒を⾏い、席数を減らします。



ズーラシア正⾨と⾥⼭ガーデン正⾯⼊⼝を結ぶ無料シャトルバスは、消毒及び換気を徹底して運⾏します。



ご⾃宅でもお楽しみいただけるように、ガーデンネックレス横浜・公式 YouTube チャンネルで⼤花壇の様⼦やアンバ
サダー三上⽒による⾥⼭ガーデン紹介動画などを配信する予定です。



⼟⽇祝⽇は⼤変混雑しますので、混雑を避けられる平⽇へのご来場をおすすめします。また、駐⾞場はズーラシア
北⾨駐⾞場が最寄りですが、満⾞となることがありますので、公共交通機関のご利⽤にもご協⼒をお願いします。

各区での取組
市内全域でも花や緑に関連した様々な取組を実施します。各所を花や緑で彩り、ネックレスのようにつなげます。

「横浜ローズウィーク」
“市の花・バラ”を主役にしたイベントが⽬⽩押し
「横浜ローズウィーク」は、⾒頃を迎える横浜‟市の花・バラ“を、市内各所のバラ園や、バラがテーマの
イベント、スイーツ、カクテル、ショッピングなど、横浜の歴史を感じる街並みや、港の⾵景とともに楽しむ
「バラの街歩き」イベントです。
今年は、横浜市役所アトリウムを会場としてバラのショーガーデンや切花、盆栽などで彩られる「ローズ
フェア with 趣味の園芸」が初めて開催されます。また、今年で第 20 回⽬を迎える「花と器のハーモ
ニー2021」では、横浜⼭⼿⻄洋館全７館を花とテーブルウェアで彩り、異国情緒あふれる館内を演
出します。
【期間】5 ⽉ 3 ⽇(⽉・祝）〜6 ⽉ 13 ⽇(⽇)
【場所】⼭下公園、港の⾒える丘公園、横浜⼭⼿⻄洋館、アメリカ⼭公園、横浜イングリッシュガーデン、⼋景島バラ園
ほか市内各所


「ローズフェア with 趣味の園芸」
5 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜16 ⽇（⽇）市役所アトリウムほか



「花と器のハーモニー2021」
6 ⽉ 5 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）外交官の家ほか

「花と器のハーモニー2021」イメージ

花味絵図
味覚でも花を味わう。横浜の有名レストランや⽼舗ホテルが「花×横浜×⾷」で競演︕
和洋中のスイーツをはじめ、カフェやバーなど、魅⼒溢れるお店が軒を連ねる横浜。
よこはまグルメマップ「花味絵図」は、NPO 法⼈横浜ガストロノミ協議会との連携事業
です。花をテーマとした期間限定特別メニューやサービスで皆様をおもてなしします。
【期間】3 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）※店舗によってサービス期間が異なります。
【会場】関内、⾺⾞道、元町中華街、桜⽊町、みなとみらい ほか
バラをモチーフにしたオリジナルスイーツやカクテル

GARDEN BEAR【ガーデンベア】
ガーデンベアは、グリーンの体に満開の「天然」花アフロヘアーが⾃慢の元気いっぱいのクマ。
英語の「BEAR」には「クマ」のほかに「花をつける/実を結ぶ」という意味があります。
2017 年「全国都市緑化よこはまフェア」のシンボルキャラクターとして、フェアのアドバイザー
であり、アニメーションディレクターでもある伊藤有壱⽒がデザインしました。

公式アンバサダー 三上真史（みかみ まさし）さん
2017 年の全国都市緑化よこはまフェアでも広報親善⼤使を務めていただいた三上さんが、今年も「ガ
ーデンシティ横浜」の推進に向け、横浜の花と緑を PR するアンバサダーとして、様々なイベントや PR 活
動に携わり、⾥⼭ガーデンの「ウェルカムガーデン」の植栽デザインの監修も⼿掛けていただきます。
【三上真史さんからのコメント】
ガーデンネックレス横浜 2021 の開催、おめでとうございます。アンバサダーとして携われること、とても嬉しく光栄に思
います。どんなに⼤変な状況下でも、懸命に芽吹き⼒強く咲き誇る草花の姿に、改めて花と緑のチカラというものを
感じております。昨年は皆様から「花に勇気づけられた」とのお声を多くいただきました。私も同じ気持ちです。ガー
デンネックレス横浜の美しい景⾊が皆様の癒しと希望となりますように。今年もよろしくお願いいたします。

その他のトピックス
 便利・お得に会場を巡れる特別デザイン「みなとみらい線⼀⽇乗⾞券」 「みなとぶらりチケット」
1 ⽇に限り「みなとみらい線」を何回でも⾃由に乗り降りできる「みなとみらい線⼀⽇乗⾞券」を限定で 2,000 枚販売し
ます。さらに、横浜ベイエリアの市営地下鉄と市営バスが 1 ⽇乗り放題になり、チケット提⽰で約 80 施設の提携店の特
典やサービスが受けられる「みなとぶらりチケット」も期間限定で販売します。
「みなとみらい線⼀⽇乗⾞券」
発売期間︓3 ⽉ 13 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）※売り切れ次第終了
発売価格︓⼤⼈ 460 円 ※⼩児券の販売はいたしません
発売場所︓みなとみらい線全駅（横浜駅〜元町・中華街駅）
発売枚数︓限定 2,000 枚
有効期限︓3 ⽉ 13 ⽇（⼟）〜9 ⽉ 12 ⽇（⽇）の間、⼀⽇に限り有効
「みなとぶらりチケット」
「みなとみらい線⼀⽇乗⾞券」
特別デザイン発売期間︓3 ⽉ 27 ⽇（⼟）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）
発売価格︓⼤⼈ 500 円、⼩児 250 円
適⽤エリア︓市営バス 横浜〜元町、港の⾒える丘公園、三溪園
市営地下鉄ブルーライン 横浜駅〜伊勢佐⽊⻑者町駅
発売場所︓市営地下鉄 5 駅事務室（横浜駅、⾼島町駅、桜⽊町駅、関内駅、
伊勢佐⽊⻑者町駅）、桜⽊町駅観光案内所
発売枚数︓限定 2,000 枚
有効期限︓３⽉ 27 ⽇（⼟）〜7 ⽉ 31 ⽇（⼟）までの間、⼀⽇に限り有効
※横浜市営交通 100 周年との記念コラボレーションで「ガーデンベアの塗り絵」を
3 ⽉ 27 ⽇（⼟）から 4 ⽉ 23 ⽇（⾦）まで、枚数限定で市営地下鉄５駅
（関内駅、横浜駅、新横浜駅、桜⽊町駅、中⼭駅)で配架します。※なくなり次第終了

「みなとぶらりチケット」

「ガーデンベアの塗り絵」イメージ

 あかいくつ「ガーデンベア号」登場
レトロ調のバス「あかいくつ」が、台数限定の「ガーデンベア号」として横浜の定番観光
スポットを⾛⾏します︕
【期間】3 ⽉ 12 ⽇（⾦）〜6 ⽉ 13 ⽇（⽇）
※あかいくつ⾞内は⼿すりなどを抗菌コートしているほか、常時換気及び除菌しています。
あかいくつ「ガーデンベア号」



公式 YouTube チャンネルで、いつでもどこでも横浜の花を楽しめる︕

ご⾃宅でも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
で⾒頃を迎える花の動画等を随時配信予定です。また、各会場の最新開花状況や
お得な情報を YouTube ライブにて配信します。
【ガーデンネックレス横浜・公式 YouTube チャンネル】
https://www.youtube.com/channel/UCiU6A1aeU73XYgTeoc7xdsw


ガーデンネックレス横浜・
公式 YouTube チャンネル

⼭下公園のバラと⼀緒に絶景写真が撮れる「マチカメ」

⼭下公園「未来のバラ園」に、スマートフォンを使⽤し、バラと横浜の海を背景にした、ここだけの絶景写真が撮れる
スポットをご⽤意します。ご家族やお友達と⼀緒にガーデンネックレス横浜の思い出を残すことができます。
【期間】5 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜5 ⽉下旬（予定）

公式ホームページ
期間中、花や緑のイベントが多数開催されます。詳細は各ホームページをご覧ください。
ガーデンネックレス横浜公式ホームページ: https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/
ガーデンネックレス横浜公式ホームページ

※1 「ガーデンシティ横浜」︓横浜市ではこれまでも、市⺠、企業、⾏政など様々な主体が連携し、横浜らしい花・緑・農・⽔のある豊かな
⾃然環境を創り上げてきました。この取組をさらに加速し、潤いや安らぎを感じられる横浜を次世代に引き継ぎ、魅⼒ある横浜へと発
展させていく取組を「ガーデンシティ横浜」として位置付けました。
※2 「国際園芸博覧会」︓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。横浜市が⽬指しているのは A１クラスの博覧会（国が関与して開催される国際園芸博覧会）で、国内で
は 1990 年に⼤阪で開催された「国際花と緑の博覧会（花の万博）」があります。

【報道関係者のお問合せ先】
「ガーデンネックレス横浜 2021」 PR 事務局（株式会社ブレインズ・カンパニー内 ⼭本、荒川）
MAIL︓gny2021@pjbc.co.jp TEL︓03-3568-3840 FAX︓03-3568-3838
◆本リリース掲載画像ダウンロード URL︓ https://bit.ly/3s8WPru（期間︓2021 年 6 ⽉ 13 ⽇まで）
【⼀般のお問合せ先】
ガーデンネックレス横浜実⾏委員会 事務局
 TEL︓050-5548-8686(NTT ハローダイヤル)
※ご案内は 6 ⽉ 14 ⽇まで（9:00〜20:00）

