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協力：NPO法人 横浜シティガイド協会

横浜美術館 － 横浜駅

32 作品名： 希望 作家名： 國領　經郎 設置場所： 横浜新都市ビル作品名： 燦きを抱いて海 作家名： 野口　真里 設置場所： そごうデパート入口広場

31 作品名： Grow 作家名： ラム・カツィール  設置場所： 横浜三井ビルディング１Ｆ屋外（ゲートプラザ）

30 作品名： 時を走る 作家名： 舟橋 全二  設置場所： 横浜三井ビルディング１Ｆ屋外（アーバンプラザ）

29 作品名： Wheels of Innovation 作家名： ナディム・カラム 設置場所： 日産自動車グローバル本社２Ｆ日産ウォーク

28 作品名： TO THE SKY 作家名： 高須 英輔  設置場所： 富士ゼロックス　R&D　スクエア３Ｆ屋外

27 作品名： Hello (手型) (円盤) 作家名： 鎌田　恵務  設置場所： 横浜メディアタワー屋外公開空地、 １F屋内公開空地(ギャラリー)

26 作品名： PROPOSE 作家名： 金子　健二  設置場所： リーフみなとみらい１F入口前

25 作品名： wind and Tide－風と潮流 作家名： 片桐 宏典、ケイト・トムソン  設置場所： みなとみらいグランドセントラルタワー１F屋外（プローヴァ広場）

24 作品名： PLANKTON 作家名： 長谷川 仁  設置場所： みなとみらいグランドセントラルタワー１F屋外（創造の広場）

23 作品名： day 3/5/6 作家名： ノイズアーキテクツ  設置場所： MARK IS みなとみらい１Fペデストリアンウェイ

22 作品名： WAVE 作家名： フタボンコ（木村健世、牛木健司、長谷川仁）  設置場所： MMパークビル１F屋外（アーバンコート）

21 作品名： HUMAN DOCK 作家名： 株式会社三菱地所設計（植田直樹、高橋万里江、松榮宏幸）  設置場所： MMパークビル１F屋外（アーバンコート）

20 作品名： イカリ 設置場所： MMパークビル１Ｆ屋外

19 作品名： ロゼッタ/横濱賛歌 作家名： 等 徹彦＋いしばしめぐみ  設置場所： みなとみらいセンタービル１Ｆエントランスホール

17 作品名： セダクション 作家名： 立木　泉  設置場所： クイーンズスクエア横浜クイーンズサークル

18 作品名： 風の描線 作家名： 高田　洋一  設置場所： クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F

16 作品名： The Boundaries of the Limitless 作家名： ジョセフ・コスース  設置場所： クイーンズスクエア横浜ステーションコア壁面

15 作品名： 家族 作家名： エステル・アルバルダネ  設置場所： クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク

14 作品名： 結婚式 作家名： 牛島　智子  設置場所： クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク

13 作品名： a place beyond down 作家名： マリナ・カレラ  設置場所： クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク

12 作品名： モクモク ワクワク ヨコハマ ヨーヨー 作家名： 最上　壽之  設置場所： グランモール公園屋外（ヨーヨー広場）

11 作品名： 海の表情 金波 作家名： 河合　紀  設置場所： 横浜ランドマークタワーランドマークプラザ3F

10 作品名： 海の表情 銀波 作家名： 河合　紀  設置場所： 横浜ランドマークタワーランドマークプラザ3F

9 作品名： 無限（飛翔） 作家名： 名知　富太郎  設置場所： 横浜ランドマークタワー１F屋外

8 作品名： 愛の変容 作家名： 工藤　健  設置場所： 横浜ランドマークタワー１F屋外

7 作品名： 人々への賛歌 作家名： 富田　眞州  設置場所： 横浜ランドマークタワー１F屋外

6 作品名： マンドリンと少女 作家名： オーガスト・マスリン・モロー  設置場所： 三菱重工横浜ビル１F屋外

5 作品名： 小鳥と乙女 作家名： オーガスト・マスリン・モロー  設置場所： 三菱重工横浜ビル１F屋外

4 作品名： 友情 作家名： 般若　純一郎  設置場所： 三菱重工横浜ビル１F屋外

3 作品名： なかよし 作家名： 清川　宗翠  設置場所： 三菱重工横浜ビル１F屋外

2 作品名： 美しき広場像 作家名： 冨永　直樹  設置場所： 三菱重工横浜ビル１F屋外

1 作品名： 風の音符 作家名： 新宮　晋  設置場所： 横浜美術館屋外
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パブリックアート詳細一覧

順路 作品名 作家名 設置場所

1   風の音符   新宮　晋 横浜美術館屋外 

2   美しき広場像   冨永　直樹 三菱重工横浜ビル１F屋外 

3   なかよし   清川　宗翠 三菱重工横浜ビル１F屋外 

4   友情   般若　純一郎 三菱重工横浜ビル１F屋外 

5   小鳥と乙女   オーガスト・マスリン・モロー 三菱重工横浜ビル１F屋外 

6   マンドリンと少女   オーガスト・マスリン・モロー 三菱重工横浜ビル１F屋外 

7   人々への賛歌   富田　眞州 横浜ランドマークタワー１F屋外 

8   愛の変容   工藤　健 横浜ランドマークタワー１F屋外 

9   無限（飛翔）   名知　富太郎 横浜ランドマークタワー１F屋外 

10   海の表情 銀波   河合　紀 横浜ランドマークタワーランドマークプラザ3F 

11   海の表情 金波   河合　紀 横浜ランドマークタワーランドマークプラザ3F 

12   モクモク ワクワク ヨコハマ ヨーヨー   最上　壽之 グランモール公園屋外（ヨーヨー広場） 

13   a place beyond down   マリナ・カレラ クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク 

14   結婚式   牛島　智子 クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク 

15   家族   エステル・アルバルダネ クイーンズスクエア横浜クイーンズパーク 

16   The Boundaries of the Limitless   ジョセフ・コスース クイーンズスクエア横浜ステーションコア壁面 

17   セダクション   立木　泉 クイーンズスクエア横浜クイーンズサークル  

18   風の描線   高田　洋一 クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F 

19   ロゼッタ/横濱賛歌   等 徹彦＋いしばしめぐみ みなとみらいセンタービル１Ｆエントランスホール  

20   イカリ MMパークビル１Ｆ屋外 

21   HUMAN DOCK   株式会社三菱地所設計（植田直樹、高橋万里江、松榮宏幸） MMパークビル１F屋外（アーバンコート）  

22   WAVE   フタボンコ（木村健世、牛木健司、長谷川仁） MMパークビル１F屋外（アーバンコート） 

23   day 3/5/6   ノイズアーキテクツ MARK IS みなとみらい１Fペデストリアンウェイ 

24   PLANKTON   長谷川 仁 みなとみらいグランドセントラルタワー１F屋外（創造の広場） 

25   wind and Tide－風と潮流   片桐 宏典、ケイト・トムソン みなとみらいグランドセントラルタワー１F屋外（プローヴァ広場） 

26   PROPOSE   金子　健二 リーフみなとみらい１F入口前  

27   Hello (手型) (円盤)   鎌田　恵務 横浜メディアタワー屋外公開空地、 １F屋内公開空地(ギャラリー) 

28   TO THE SKY   高須 英輔 富士ゼロックス　R&D　スクエア３Ｆ屋外 

29   Wheels of Innovation   ナディム・カラム 日産自動車グローバル本社２Ｆ日産ウォーク

30   時を走る   舟橋 全二 横浜三井ビルディング１Ｆ屋外（アーバンプラザ）  

31   Grow   ラム・カツィール 横浜三井ビルディング１Ｆ屋外（ゲートプラザ） 

32 希望 國領　經郎 そごうデパート入口広場

燦きを抱いて海 野口　真里 そごうデパート入口広場

（一般社団法人横浜みなとみらい21　施設データベース参照）
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