
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなとみらい線は平成３１年２月１日に開通１５周年を迎えます。 

みなとみらい線を運行する横浜高速鉄道株式会社 (代表取締役社長 鈴木  伸哉 )は、    

「ありがとう１５周年」をキャッチコピーに様々な記念事業を実施いたします。 

 

１．みなとみらい線概要 

  みなとみらい線は、横浜都心臨海部を貫く 4.1 ㎞の路線で、みなとみらい 21 地区、横浜

中華街、元町・山下・山手地区など、横浜を代表するビジネス・商業・観光エリアを結んで

います。 

平成１６年２月１日に東急東横線と相互直通する形で開通し、みなとみらい２１地区を

はじめとする沿線の発展とともに利用者が増加し、着実に通勤通学や観光の足としての役

割を果たしてきました。平成２５年３月には、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽

町線・池袋線とも相互直通を開始し、新宿、池袋、埼玉県西南部までがダイレクトに結ばれ

たことで、より利便性が向上し、現在１日約２１万人のお客様に利用していただいています。 

 

［沿革］ 

     平成 元年 ３月 横浜高速鉄道株式会社設立 

     平成 ２年 ４月 第一種鉄道事業免許取得 

     平成 ３年 11 月 みなとみらい～元町・中華街駅間の工事施工認可 

     平成 ６年 10 月 横浜～みなとみらい間の工事施工認可 

     平成 16 年 ２月 開通 

     平成 18 年 ４月 延べ利用人数１億人突破 

     平成 25 年 ２月 延べ利用人数５億人突破 

          ３月 東急東横線、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽町線・池袋線       

             との５社相互直通運転開始 

     平成 26 年 ２月 開通１０周年 

     平成 29 年 ４月 延べ利用人数８億人突破 

     平成 31 年 ２月 開通１５周年 
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２．記念事業の概要 

 本年１１月から来年いっぱい様々な記念事業を展開してまいります。当面の主な事業は以

下のとおりです。 

 

（１）SWEET MEMORY in アメリカ山公園 

   日  時：平成３０年１１月２２日(木)～平成３１年３月３日(日) 

   開催場所：アメリカ山公園 

   ※詳細は別紙をご参照ください。 

 （２）お正月イベント 

   日  時：平成３１年１月２０日(日) 

   開催場所：みなとみらい駅みらいチューブ 

   概  要：書道パフォーマンスや書初の展示 

 （３）音楽イベント 

   日  時：平成３１年１月２６日(土) 

   開催場所：みなとみらい駅みらいチューブ 

   概  要：横浜を中心に活動するミュージシャンによる駅構内ライブ 

 （４）ファミリー向けイベント 

日  時：平成３１年２月２日(土) 

   開催場所：みなとみらい駅みらいチューブ 

   概  要：鉄道ジオラマシミュレータやミニゲーム等の家族で楽しめるイベント 

  

 ※（２）～（４）のイベントの詳細やその他の事業につきましては別途発表いたします。 

 

 

 

 

以 上 

 

 

ロゴマークはみなとみらい２１地区を

バックに当社の車両であるＹ５００系が

みらいへ走って行くイメージといたしま

した。 

 また、これまでのご利用いただいたお

客様への感謝を込めてキャッチコピーを

｢ありがとう１５周年｣といたしました。 

いたしました。 

開通１５周年ロゴ 



【別紙】 

元町･中華街駅直結 元町エリアと山手エリアを繋ぐ、アメリカ山公園のウインターイルミネーション 

 

 
 

  

 

 

 

 冬のアメリカ山公園を、優しく明るい光で幻想的に演出するとともに、元町商店街、山手西洋館、横浜中華

街、山下公園通り等周辺のイルミネーションと連携し、このエリアの賑わいを創出し、市内外からたくさんの

お客様をお迎えする冬のイベントとして毎年ご好評をいただいており、今年で 7 回目の開催となります。 

 

 

□期 間  平成 30 年 11 月 22 日（木）から平成 31 年 3 月 3 日（日）まで 

      ※点灯初日の 17：50 から点灯式を行います。詳細は裏面の点灯式概要をご参照ください。 
□時 間  16：30 から 23：00 まで (11 月 22 日は 18：00 からの点灯となります) 

 ※期間中、施設点検のため消灯することがあります。その際は弊社公式ホームページでお知ら 

せいたします。http://www.mm21railway.co.jp 

□場 所  アメリカ山公園（横浜市中区山手町 97-1 みなとみらい線元町･中華街駅６番出口すぐ） 

□主 催  Sweet Memory in アメリカ山公園実行委員会 

委員長 北原 照久（ブリキのおもちゃ博物館館長） 

委 員 下記参照 

事務局 横浜高速鉄道株式会社 

□後 援  公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー 

 □みなとみらい線開通 15 周年企画 

  今年は「みなとみらい線開通 15 周年」を記念して、アメリカ山公園を管理運営する、アメ 

 リカ山公園パートナーズ協力の下、12 月 1 日(日)～24 日(月・祝)の土日祝日に、その場で参 

 加できるワークショップや、ミニコンサートなど、イルミネーション鑑賞と共に楽しめる企画 

 を多数開催します。詳細については、アメリカ山公園ホームページをご覧ください。 

        https://www.seibu-la.co.jp/mt_america/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEET MEMORY in アメリカ山公園 開催概要 

SWEET MEMORY in アメリカ山公園について 

公園内イルミネーション 

ワークショップ 

カフェ 

http://www.mm21railway.co.jp/
https://www.seibu-la.co.jp/mt_america/


 

 

 

□日 時  平成 30 年 11 月 22 日（木）17:50～ 

□場 所  アメリカ山公園（横浜市中区山手町 97-1 みなとみらい線元町･中華街駅６番出口すぐ） 

□GUEST   フェリス女学院大学音楽学部演奏学科声楽専攻生                

 

＜参考＞Sweet Memory in アメリカ山公園実行委員会委員一覧 （注）事務局：横浜高速鉄道株式会社   

委員長 北原  照久 ブリキのおもちゃ博物館館長 

委 員 濱田  賢治 山下公園通り会会長 

 永井  淳二 協同組合元町 SS 会理事長 

 高橋  伸昌 横浜中華街発展会協同組合理事長 

 林   兼正 横浜中華街「街づくり」団体連合協議会会長 

 依知川 光明 商店街振興組合元町クラフトマンシップ・ストリート理事長 

 杉島  和三郎 元町自治運営会最高顧問 

 斉藤  秋造 山手東部町内会会長 

 鈴木  生雄 元町河岸通り会会長 

 池戸  淳子 横浜市文化観光局長 

 竹前   大 横浜市中区長 

 上原  啓史 公益財団法人横浜市緑の協会理事長 

 大嶋   聡 アメリカ山公園パートナーズ 西武造園株式会社取締役社長 

 樋熊  浩明 アメリカ山公園パートナーズ 横浜緑地株式会社代表取締役 

 鈴木  伸哉 横浜高速鉄道株式会社代表取締役社長 

 

＜アメリカ山公園へのアクセス＞  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEET MEMORY in アメリカ山公園 点灯式概要 


