
 ヨコハマトリエンナーレ2014 内覧会プレス資料 2014年7月31日 

ヨコハマトリエンナーレ2014の会期中、会場周辺の様々な施設で、割引サービスやタイアップメ
ニューなど個性豊かな「タイアップ企画」が登場します。また、市内各所で開催される多彩な「応
援プログラム」や、公式ショップで販売する「応援グッズ」も充実。ヨコハマトリエンナーレ2014を
盛り上げ、賑わいあふれるアートのまち・横浜を演出します。 

ヨコハマトリエンナーレ2014 タイアップ企画＆応援企画 

会期中、会場周辺の様々な施設で、ヨコハマトリエンナーレ2014を盛り上げるタイアップ企画が登場。ヨコハマトリエン
ナーレ2014のチケット提示による様々なサービスや、タイアップメニュー、ホテルの宿泊プランなど、盛りだくさん。 
展覧会を観た後は、横浜のまちを存分に楽しんでください。 

＊参加施設は別紙1をご覧ください。 

１．タイアップ企画 

市民ギャラリーなどの文化芸術拠点やアートNPO 団体等がトリエンナーレ会期中に主催するイベント・企画です。 

＊詳細は別紙2をご覧ください。 

２．応援プログラム 【イベント、企画数：82】 

ヨコハマトリエンナーレ2014のオリジナルロゴをあしらった市内外事業者の皆様が制作したグッズです。 
本展会場の公式ショップで販売します。 

＊詳細は別紙3をご覧ください。 

３．応援グッズ 【約40品目】 

「ポコスの海」 ～横浜美術大学ポコスプロジェクトチームによる作品展示～ 

約1,200 名の市内中学生が作った小さなポコスが繋がり、一つの巨大な作品「ポコスの海」となって展示され
ます。 

【会期】9 月2 日（水）～8 日（月） 
【会場】MARK IS みなとみらい2F ぶらりギャラリー 
※「ポコス」とは…横浜美術大学の学生が考案した、古着を再利用したオリジナルファブリックです。 

1例紹介 

「Cell」 光工芸有限会社 

想像力がアップする立体パズル！お子様から大人まで幅広い年齢層の方
にお楽しみいただけます。 

「木製コースター」 横浜ものづくり企業応援プロジェクトはまリンク 

合板とスピーカーの部材を組み合わせ、横断面のデザインを生かしたコー
スターです。 

1例紹介 

※各プログラムの詳細はヨコトリ2014公式ウェブサイト「まちにひろがるトリエンナーレ」「応援企画」をご確認ください。 

URL：http://www.yokohamatriennale.jp/2014/ 

本リリースおよびご掲載に関するお問合せ 
ヨコハマトリエンナーレ2014広報事務局（株式会社ユース・プラニング センター） 担当：浅野・池袋・岩川・鈴木 

〒150-8551 東京都渋谷区渋谷1-3-9 東海堂渋谷ビル3F TEL：03-3486-0575 FAX：03-3499-0958 E-mail：yt2014@ypcpr.com 



【別紙1】 

タイアップ企画 

■タイアップメニュー 
ヨコハマトリエンナーレ2014開催にちなんだタイアップメニューが登場します。 
目にも舌にも嬉しいメニューで展覧会の余韻に浸ってください。 

アマルフィイカフェ 

作品にインスピレーションを得た3種のメニューが登場。美術館真向いのテラス席で、屋外 
作品を鑑賞しながら、スペシャルメニューをご賞味ください。 

【住所】 横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズみなとみらい内 
 TEL：045-319-4711 

【メニュー】 ・Amalfi Caffeオリジナル ノンアルコールカクテル“451” 451円（税込） 
 ・芸術のごみ箱を模したオブジェを浮かべた、 
                   かぼちゃとフォアグラの冷製ポタージュ 900円（税込）＊写真 

 ・口溶けのなめらかなクレームダンジュ、ミックスベリーのソース ピスタチオのジェラート添え 850円（税込） 
飲み物付 1,100円（税込） 

Café小倉山 

参加作家の国にちなんだ限定ドリンクや、カフェ内展示「光りの港」をイメージした限定ドリンクとデザート、展示作家
三嶋りつ惠の制作したグラスを使ったドリンクを、作品が展示された特別な空間で楽しんでください。 

【住所】 横浜市西区みなとみらい3-4-1 横浜美術館内 
 TEL：045-221-0303  

【メニュー】 ・コバルトモヒート（ノンアルコール）、フルーツティー 451円（税込）ほか 
 ※2週毎、計6種 ＊写真 

 ・ポセイドンソーダ 451円（税込） 
 ・トリトンパフェ 723円（税込） 
 ・ひかりのみずたまり 600円（税込） 

■チケット提示特典 
ヨコハマトリエンナーレ2014開催を記念し、ご来場のお客様限定のお得な特典が登場。 
本展の後は、会場近隣のレストランやホテル、商業施設などで素敵な時間をお過ごしください。 

キハチ 横浜クイーンズイースト 

ヨコトリ来場者限定のお得なスペシャルランチコースです。 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-3-2 クイーンズイースト2階 
 TEL：045-222-2861 

【メニュー】 ・ヨコハマトリエンナーレ2014スペシャルランチコース 2,160円（税込）＊写真 

 または、ワンドリンクサービス 
 
 

ブラッスリー・ティーズ・ミュゼ 

【住所】 横浜市西区みなとみらい3-4-1 横浜美術館2F 
 TEL：045-664-5686 

レストラン 

＊詳細はウェブサイト「まちにひろがるトリエンナーレ」→「応援企画」→「タイアップ」をご確認ください。 



【別紙1】 

タイアップ企画 

■チケット提示特典（承前） 

ホテルニューグランド 

【住所】 横浜市中区山下町10 
 TEL：045-681-1841 

ホテル 

ヨコハマ グランド 
インターコンチネンタル ホテル 

【住所】 横浜市西区みなとみらい1-1-1 
 TEL：045-223-2222 

横浜ロイヤルパークホテル 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 
 TEL：045-221-1155（レストラン予約） 

横浜ベイシェラトン ホテル＆
タワーズ 
スカイラウンジ 「ベイ・ビュー」 

【住所】 横浜市西区北幸1-3-23 
 TEL：045-411-1147 
 （28F直通） 

横浜ベイホテル東急 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-3-7 
 TEL：045-682-2222 

ニューオータニイン横浜 

【住所】 横浜市中区桜木町1-1-7 
 TOCみなとみらい 
 TEL：045-210-0781（レストラン） 

高島屋 横浜店（外国人旅行客限定） 

【住所】 横浜市西区南幸1-6-31 
 TEL：045-311-5111 
 

ランドマークプラザ 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-2-1 
 TEL：045-222-5015 
 

マークイズみなとみらい 

【住所】 横浜市西区みなとみらい3-5-1 
 TEL：045-224-0650 
 

クイーンズイースト 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-3-2 
 TEL：045-682-2100 

商業施設 

クイーンズスクエア横浜[アット！] 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-3 
 TEL：045-682-0109 
 

コレットマーレ 

【住所】 横浜市中区桜木町1-1-7 
 TEL：045-222-6500（代表） 

 

M/Mグランドセントラルテラス 

【住所】 横浜市西区みなとみらい4-6-2 
 TEL：045-640-3401（サポートセンター） 



【別紙1】 

タイアップ企画 

■チケット提示特典（承前） 

その他 

カップヌードルミュージアム 

ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットをお持ちのお客
様は、カップヌードルミュージアムの入館料が、なんと
無料に！さらに高校生以下の方にはオリジナルグッズ
の贈呈も。この機会にぜひ、お立ち寄りください。 

【住所】 横浜市中区新港2-3-4 
 TEL：045-645-0918 

JICA横浜 海外移住資料館 

【住所】 横浜市中区新港2-3-1 
 TEL：045-663-3257 

■相互割引 
横浜市内の下記施設で、ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットをご提示いただくと、お得な割引が受け
られます。さらに、各施設のチケットのご提示で、ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットの割引も。 
ぜひご活用ください。 

帆船日本丸・横浜みなと博物館 

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-1-1 
 TEL：045-221-0280 

原鉄道模型博物館 

【住所】 横浜市西区高島1-1-2 
 横浜三井ビルディング2F 
 TEL：045-640-6699 
 

横浜マリンタワー 

【住所】 横浜市中区山下町15 
 TEL：045-664-1100 
 

横浜 人形の家 

【住所】 横浜市中区山下町18 
 TEL：045-671-9361 
 

三溪園 

【住所】 横浜市中区本牧三之谷58-1 
 TEL：045-621-0634 

■宿泊プラン 
宿泊とヨコハマトリエンナーレ2014のチケットがセットになった、お得なプラン。展覧会のみならず、横浜
観光や周辺企画など、じっくり横浜滞在をお楽しみいただけます。 

ニューオータニイン横浜 

全館完全禁煙、空気清浄機全室完備のクリーンな環境と最新のセキュリティを兼ね
備えたニューオータニグループのINNスタイルホテルです。JR桜木町駅より徒歩1分、
ショッピングタウン「コレットマーレ」に併設。海側の客室やレストラン「THE sea」から
は、みなとみらいの素晴らしい夜景をご覧いただけます。 

【対象期間】 2014年8月1日（金）～2014年11月2日（日） 

【住所】 横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみらい 
 TEL：045-210-0707（宿泊） 



【別紙1】 

タイアップ企画 

■宿泊プラン（承前） 

ブリーズベイホテル 
ヨコハマトリエンナーレ2014 チケット＆朝食付き宿泊プラン 

ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットと朝食が付いたお得な宿泊プランです。 

ブリーズベイホテル： 
WI-FI・宿泊・ウエディング・宴会・ レストラン・バー・スパ・ケーキショップを完備。横浜の中
心、桜木町駅と地下通路で直結（徒歩3分）し、横浜みなとみらい21・横浜中華街へアクセ
ス抜群な立地です。 

【対象期間】 2014年8月18日（月）～2014年11月2日（日） 

【住所】 神奈川県横浜市中区花咲町1-22-2 
 TEL：045-253-5555（宿泊予約・問合せ） 

ホテル テラス横浜 
ヨコハマトリエンナーレ2014チケット＋朝食付き特別プラン 

ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットと朝食バイキングが付いたお得な宿泊プラン
です。 

ホテルテラス横浜： 
桜木町駅南改札より徒歩5分。貸切風呂が無料で楽しめ、朝食バイキングが大評判のホ
テルです。 

【対象期間】 2014年8月18日（月）～2014年11月2日（日） 

【住所】 神奈川県横浜市中区花咲町3-95 
 TEL：045-242-4411（宿泊予約・問合せ） 

【アクセス】 
横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅より徒歩3分 
地下鉄みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩7分 
京浜急行線「日ノ出町」駅より徒歩10分  
JR京浜東北・根岸線「桜木町」駅 南改札口より徒歩3分 

ツインルーム 

【アクセス】 
JR京浜東北線（根岸・横浜線）、市営地下鉄桜木町駅よ
り徒歩5分（地下道経由、南1出口） 

テラス横浜外観 

リゾートカプセル桜木町 
ヨコハマトリエンナーレ2014 チケット付プラン 朝食付 

ヨコハマトリエンナーレ2014のチケットと朝食が付いたお得な宿泊プランです。 

リゾートカプセル桜木町： 
女性でお一人でも安心して宿泊できるリゾート寝台列車のキャビンのような安らぎのカプ
セル。横浜の中心、桜木町駅と地下通路で直結（徒歩3分）。WI-FI完備。プール＆ジャグ
ジーも利用無料。 

【対象期間】 2014年8月18日（月）～2014年11月2日（日） 

【住所】 神奈川県横浜市中区花咲町1-22-2 ブリーズベイホテル B1F 
 TEL：045-253-5553（宿泊予約・問合せ） 

プライベートキャビン 

【アクセス】 
JR桜木町駅 南改札口より徒歩３分 
地下鉄桜木町駅より徒歩３分 
みなとみらい線馬車道駅より徒歩７分 
京浜急行日ノ出町駅より徒歩10分 
JR,新横浜駅より地下鉄で20分 



【別紙2】 

応援プログラム 一覧 2014年7月25日現在 

プログラム名 日 程 会 場 主 催 

ヨコハマトリエンナーレ過去ポスター／映像展 
7/1（火）～7/21（月） 
8/9（土）～8/31（日） 

戸塚区総合庁舎３階 
区民広間 

戸塚区地域振興課 

カドベヤ・オープンDAY― 
―つどおう・かたろう・つながろう 

7/1（火）～毎週火曜日 
オルタナティブスペース 
「カドベヤ」 

居場所「カドベヤで過ごす火曜日」 

サイト・イン・レジデンス2014 7/1（火）～1/31（土） 深谷通信所周辺地域 
サイト・イン・レジデンス実行委員
会 

横浜のお稽古場から世界へ発信！ 
ハマげいこプロジェクト 

7/1（火）～1/31（土） 
横浜市内の各稽古場及び横
浜にぎわい座 

ライフアートユニオン 

エイブルフレンドネットワーク 7/2（水）～順次 ともだちの丘作業室A・B他 ともだちの丘えんげきぶ 

市民のためのトリエンナーレ 7/5（土）～11/3（月・祝） 横浜市内の画廊 
横浜開港アンデパンダン展実行
委員会 

さかえ de つながるアート2014 7/6（日）～順次 栄区民文化センターリリス他 さかえ de つながるアート 

ほっとたつはな亭 7/9（水）～順次 
ほっとぽっと別館、 
ゆいまーる《喫茶店》 

旭区地域生活支援拠点ほっと
ぽっと 

テーマ展示Ⅱ 
「大佛次郎の子どもの文学―きれいな、透きと
おった、本質に近い話」 

7/17（木）～11/16（日） 大佛次郎記念館 
大佛次郎記念館 
（公益財団法人横浜市芸術文化
振興財団） 

中央図書館企画展示 
「記憶という芸術＠図書館～ヨコハマトリエン
ナーレ2014応援プログラム～」 

①7/29（火）～9/1（月） 
②9/2（火）～11/3（月・祝） 

①横浜市中央図書館  
  １階展示スペース 
②横浜市中央図書館  
  5階エレベーター前 

横浜市中央図書館 

花いっぱい明るいまち事業 イベント対応花壇 ７月下旬～１１月中旬 新港ふ頭入口 中土木事務所 

あざみ野こどもぎゃらりぃ2014 8/1（金）～8/10（日） 横浜市民ギャラリーあざみ野 
横浜市民ギャラリーあざみ野 
（公益財団法人横浜市芸術文化
振興財団） 

Mixed Up 
木村太陽×Bodo Korsig×田添かおり
×Francis Shingo 

8/1（金）～8/20（水） Galerie Paris ギャルリーパリ 

長者町アート☆プラネタリウム2014 
～夢遭う街はああ長者町～ 

8/1（金）～11/3（月・祝） 
中区長者町7・8・9丁目界隈、
長者町アートプラネット
Chapter2 

長者町アート☆プラネタリウム実
行委員会 

「Blue Eyes - in HARBOR TALE -」 8/2（土）～8/15（金） シネマ・ジャック＆ベティ I.TOON Ltd. 

特別展「港から客船へ ～入港記念盾コレク
ション～ 」 

8/2（土）～11/16（日） 日本郵船歴史博物館 日本郵船歴史博物館 

N.N.N.5 8/8（金）～8/10（日） STスポット NPO法人STスポット横浜 

ジュニアトリエンナーレ2014 
～横浜市立学校総合文化祭 中学校美術部展～ 

8/9（土）～8/12（火） サブウェイギャラリーM 
横浜市教育委員会/横浜市立学
校総合文化祭実行委員会 

ヨコトリ応援プログラム  
with セゾン現代美術館 

8/9（土）～10/15（水） 
ヨコハマ グランド インターコン
チネンタル ホテル 

ヨコハマ グランド インターコンチネ
ンタル ホテル 

4 人の写真展「Freeze Frame」 8/10（日）～8/17（日） さくらWORKS〈関内〉 
特定非営利活動法人横浜コミュニ
ティデザイン・ラボ 

親子の夏休み応援企画 
「KID'S WORKSHOP FESTIVAL」 

8/10（日）～8/31（日） gallery and cafe fu gallery and cafe fu 

ヨコハマ・クラフトアート展 8/11（月）～8/17（日） 吉田町画廊 吉田町画廊 

五大路子ひとり芝居 
 「横浜ローザ」 赤い靴の娼婦の伝説 

8/14（木）～8/18（月） 
横浜赤レンガ1号館 
3階ホール 

横浜夢座 

アニマルマニア 8/19（火）～8/31（日） 
FEI ART MUSEUM 
YOKOHAMA 

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA 

主演作「かあちゃん」上映とともに夏に贈る岸
惠子さん講演会 

8/21（木） 
新都市ホール 
（そごう横浜店9階） 

そごう横浜店 

あざみ野カレッジ『ヨコハマトリエンナーレ2014 
見どころ・特色・コンセプトまるごと大解説』 

8/23（土） 
横浜市民ギャラリーあざみ野
3F アトリエ 

横浜市民ギャラリーあざみ野 
（公益財団法人横浜市芸術文化
振興財団） 



【別紙2】 

応援プログラム 一覧 2014年7月25日現在 

プログラム名 日 程 会 場 主 催 

「ゆみちゃん個展～西区老松町」 
8/23（土）、24（日）、 

30（土）、31（日） 
art gallery, on the wind art gallery, on the wind 

視覚障害者とつくるヨコハマトリエンナーレ
2014 鑑賞ツアー 

8/23（土）、9/28（日）、 
10/12（日） 

横浜美術館、新港ピア 
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワー
クショップ 

横浜下町パラダイスまつり2014 8/23（土）～8/31（日） 
横浜パラダイス会館と 
その周辺 

横浜下町パラダイスまつり実行委
員会 

よこはま若葉町多文化映画祭2014 8/23（土）～8/31（日） 
シネマ・ジャック＆ベティ/ 
横浜パラダイス会館 

よこはま若葉町多文化映画祭実
行委員会 

森ラボ2014『横浜の森美術展7』 8/24（日）～10/5（日） 横浜動物の森公園予定地 GROUP創造と森の声 

高畑早苗「Metamorphosis」 8/26（火）～9/6（土） Galerie Paris ギャルリーパリ 

クリエーターと飲食店による裏横浜魅力発
見・発信事業  
裏横浜地域活性化プロジェクト urayoko net 

9/1（月）～10/31（金） 横浜駅東口地域 
裏横浜地域活性化プロジェクト 
urayokonet委員会 

横浜美術大学 ポコスプロジェクトチームによ
る作品展示「ポコスの海」 

9/2（火）～9/8（月） 
MARK ISみなとみらい2F  
ぶらりギャラリー 

横浜美術大学ポコスプロジェクト
チーム 

本牧アートプロジェクト2014 9/5（金）～順次 三渓園 旧浄明寺本堂、他 NPO法人Offsite Dance Project 

カナガワビエンナーレ国際児童画展から 
「海の向こうには、忘れてはいけない子どもた
ちがいる。」 

9/6（土）～9/14（日） gallery and cafe fu gallery and cafe fu 

Fuji Xerox Art Space 版画展 9/8（月）～12/5（金） 富士ゼロックスR&Dスクエア1F 富士ゼロックス株式会社  

霧が丘思い出まつり 
『里帰りイルミネーション盆踊り大会』 

9/6（土） 
※雨天時は9/7（日）に順延 

草木公園 
（横浜マドカ幼稚園となり） 

霧が丘思い出まつり実行委員会 

第27回保土ケ谷区民文化祭 第15回保土ケ
谷区民美術展  

9/9（火）～9/14（日） 横浜市岩間市民プラザ 保土ケ谷区民文化祭実行委員会 

こころに響く打楽器作っちゃおう 9/13（土）～順次 
竹之丸地区センター、 
竹之丸保育園ほか 

NPO法人打楽器コンサートグルー
プ・あしあと 

第11 回iPhone ケース展 
-iPhone Creative Festa - 

9/13 （土）～9/15（月・祝） 横浜赤レンガ倉庫1 号館 iPhone ケース展事務局 

若手作家による新しい表現展 
アートになにができるか１－「タビとスナ」 

9/13（土）、14（日）、20（土） 
21（日）、27（土）、28（日） 

art gallery, on the wind art gallery, on the wind 

第16回金沢文庫芸術祭 9/14（日）～11/15（土） 
海の公園、金沢区内および 
近郊各所 

金沢文庫芸術祭実行委員会 

千葉大二郎・Ban Tian二人展「byobing garden」 9/16（火）～9/28（日） gallery and cafe fu gallery and cafe fu 

瀬谷の魅力風景写真展（9月展） 9/17（水）～9/19（金） 瀬谷区役所2階 区民ホール 瀬谷区区政推進課 

瀬谷の魅力風景絵画展 9/17（水）～9/19（金） 瀬谷公会堂ホワイエ 瀬谷区地域振興課 

アートショートフィルムプログラム 9/17（水）～10/15（水） 
ブリリア ショートショート シア
ター 

株式会社ビジュアルボイス 

第27回保土ケ谷区民文化祭 第14回保土ケ
谷区民写真展 

9/20（土）～9/27（土） 横浜市岩間市民プラザ 保土ケ谷区民文化祭実行委員会 

AOBA+ART2014 9/20（土）～順次 
横浜市青葉区美しが丘の住
宅街および中部自治会館周
辺 

AOBA+ART2014実行委員会 

第3回 横浜中華街映画祭 2014 
9/20（土）、21（日）、27（土）、 

28（日）、10/1（水）、 
4（土）、5（日）、10（金） 

中華菜館 同發新館 
株式会社 エデュイットジャパン 
シネマ・ジャック＆ベティ 

ニュータウン遺跡ハウス 9/21（日）～10/19（日） 大塚・歳勝土遺跡公園 都筑アートプロジェクト 

関内駅チカ アート市 9/27（土）～9/28（日） 
横浜中央地下街 
マリナード広場 

吉田町毎週アートフェスティバル
実行委員会 

会社まるごとギャラリー2014 9/27（土）～11/29（土） 
（隔週土曜日を中心に一般公開） 

山陽印刷株式会社を中心に
金沢区の協力工場 

アーティストネットワーク＋コンパス 
Artist Network + Compass 

「白鳥の歌を忘れない」 
－合唱組曲「水のいのち」と5つの物語－ 

9/29（月） 
横浜みなとみらいホール（小
ホール） 

YUKIプロデュース 
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プログラム名 日 程 会 場 主 催 

薬王寺太一展「TANAGOKORO」 9/30（火）～10/12（日） gallery and cafe fu gallery and cafe fu 

よこはまの食、地産地消を楽しむ“創造キッチン” 
 LOCAL FIRST WAGON 

10/1（水）～10/31（金） 
mass×mass|関内フューチャー
センター内 

mass×mass|関内フューチャー
センター、横濱うお時、LIFT45 

第4回横浜みなと映画祭2014 10/3(金)～10/5(日) 
イオンシネマみなとみらい、 
シネマ・ジャック＆ベティ、他 

横浜みなと映画祭実行委員会 

曽谷朝絵展＠ヨコハマアパートメント 10/3（金）～10/7（火） ヨコハマアパートメント ヨコハマアパートメント 

ジャズ映画特集2014 
＠横浜シネマ・ジャック＆ベティ 

10/4（土）～10/17(金) シネマ・ジャック＆ベティ 
株式会社 エデュイットジャパン 
シネマ・ジャック＆ベティ 

若手作家による新しい表現展 
アートになにができるか2－「第6回アジアの華展」 

10/4（土）、5（日）、11（土）、
12（日）、18（土）、19（日） 

art gallery, on the wind art gallery, on the wind 

金沢動物園アニマルアートコラボ展Vol.5 10/4(土)～11/9(日) 横浜市立金沢動物園 
金沢動物園（公財）横浜市緑の
協会 

音響上演『パブリックアドレス－音場2』 10/10（金）～10/11（土） STスポット 荒木 優光 

開館記念展 
「横浜市民ギャラリークロニクル 1964-2014」 

10/10（金）～10/29（水） 横浜市民ギャラリー 
横浜市民ギャラリー 
（公益財団法人横浜市芸術文
化振興財団） 

横濱JAZZ PROMENADE 2014 10/11（土）～10/12（日） 

横浜市開港記念会館、関内
ホール、ランドマークホール、横
浜赤レンガ倉庫１号館、横浜み
なとみらいホール大ホール、ほ
か市内ジャズクラブなど 

横濱JAZZ PROMENADE 実行
委員会 

連作ショートフィルム「Life Works（ライフワークス）」 10/11（土）～10/12（日） 横浜ワールドポーターズ 有限会社 大丈夫 

ヨコハマ・フェリーニ 10/11（土）～10/13（月・祝） シネマ・ジャック＆ベティ 今津 雅晴 

Art&Craft 寺家回廊8th 
10/11（土）～ 
10/13（月・祝） 

寺家町及び周辺の各アトリエ・
工房・ギャラリー 

寺家回廊運営事務局 

わが父、ジャコメッティ 10/11～10/13 KAAT神奈川芸術劇場 悪魔のしるし 

第3回 都筑・遺跡公園・民家園 アート月間 10/11（土）～12/6（土） 
横浜市歴史博物館、大塚歳勝
土遺跡公園、都筑民家園 

NPO法人都筑民家園管理運営
委員会 

ヨコハマトリエンナーレ2014を見に行こう！ 10/12（日） 横浜美術館、新港ピア 横浜美術学院・美術クラブ 

中村順平の軌跡 
－馬車道駅開業10周年を祝してー （仮題） 

10/16（木）～10/27（月） 
安協サービスセンター 
２Fギャラリー 

（一財）神奈川県建築安全協会 

関内外OPEN！6～創造都市のアトリエ探訪 10/17（金）～10/19（日） 
ヨコハマ創造都市センターほか、
市内50か所（予定） 

ヨコハマ創造都市センター 

第21回 戸塚ふれあい文化祭 10/17（金）～10/26（日） 
戸塚区民文化センター、戸塚区
総合庁舎、戸塚センター他 

戸塚区民まつり実行委員会 

ディワリ・イン・ヨコハマ2014 
インドマンダラアートで光りの祭りディワリ2014を
祝おう 

10/18（土）～10/19（日） 山下公園おまつり広場 
ディワリ・イン・ヨコハマ2014実
行委員会 

横浜wo発掘suru vol.5 山口勝弘展－水の変容 10/18（土）～11/9（日） 
横浜市民ギャラリーあざみ野 
3F アトリエ 

横浜市民ギャラリーあざみ野 
（公益財団法人横浜市芸術文
化振興財団） 

ホッチポッチミュージックフェスティバル 10/19（日） 日本大通り周辺地区 
ホッチポッチミュージックフェス
ティバル実行委員会 

「Tokyo＋Yokohama Projects 東京＋横浜プロ
ジェクト」 

10/20（月）～11/1（土） 横浜、東京のギャラリー 
「Tokyo＋Yokohama Projects 
東京＋横浜プロジェクト」 

愛蔵品展「大佛次郎の愛した猫たち」 10/23（木）～10/26（日） 大佛次郎記念館 
大佛次郎記念館 
（公益財団法人横浜市芸術文
化振興財団） 

東海道≪保土ケ谷宿≫魅力発見☆ 
シリーズ第3弾 
 「神楽でござる！2014」 

10/25（土） 
※雨天時10/26（日）に

順延 
橘樹神社 神楽殿 

岩間市民プラザ 
（公益財団法人横浜市芸術文
化振興財団） 

ぐるぐる白楽 はためきアート展 10/25（土）～11/8（土） 
六角橋商店街、白幡商興会、市
立白幡小学校ほか 

ぐるぐる白楽実行委員会 

馬車道まつり 10/31（金）～11/3（月・祝） 横浜市中区馬車道通り 馬車道商店街 

第27回保土ケ谷区民文化祭 高齢者作品展 11/1（土）～11/5（水） 横浜市岩間市民プラザ 
保土ケ谷区民文化祭実行委員
会 
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応援グッズ 紹介（一部） 

●光の粒・虜 
 
（山陽印刷株式会社） 

●メモリーコラージュ 
シャツ 

 
（un:ten） 

●ヨコトリ 
 
（安部泰輔 

※2011年展出品作家） 

●ヨコトリ瓦煎餅 
 
（株式会社松崎商店） 

●オリジナル紙ペン 
 ＊写真 

●赤レンガ 
ななめリングメモ 

 
（吉川紙商事株式会社） 

●はこメモ ＊写真 

●ヨコハマコースター 
 
（吉川紙商事株式会社 

大阪支店） 

●まめセーラー 
ストラップ 

●まめTシャツストラップ 
 
（有限会社 

オフィスコントラクター） 

●ヨコハマローズ 
クリーム 

 
（横浜製薬株式会社） 

●赤い靴をはいた女の
子はどこへ行ったのた
ハンカチチーフ 
 
（アスカコヤマックス株式会
社） 

●横浜トランプ ＊写真 

●YOKOHAMA MEMO 
他 

 
（株式会社ツバン） 

© un:ten 2014 

他にも、多数の魅力的なグッズを考案していただいています。 
新港ピア会場の公式ショップでは全品取り扱っています。 

© un:ten 2014 
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