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『獅子舞』パン パシフィック 横浜ベイホテル東急『日本太鼓』 クロスゲート

『ジルヴェスターコンサート2010-2011』

横浜みなとみらいホール

スカイガーデンからの初日の出の様子

『新春パフォーマンス』よこはまコスモワールド

記 者 発 表 資 料

平成22年12月14日
一般社団法人横浜みなとみらい２１

みなとみらい21地区（所在地 横浜市）の各施設では、年末年始も様々なイベントを開催します。みなと

みらいのカウントダウンイベントとして恒例となった、約1,500発もの花火と音楽、ライティングが織りな

す『ファイヤー・カウントダウン』、またホテルでのカウントダウンパティーや豪華出演者が彩るクラシック

コンサートなど、2010年を締めくくる華やかなカウントダウンイベントを開催します。

また、新年には、お正月の餅つきや獅子舞、日本太鼓によるライブなど新たな門出を賑やかに祝うニューイ

ヤーイベントで皆様をお迎えします。2011年1月3日には、横浜みなとみらいホールを全館開放し、普段は

なかなか入ることのできない裏側を見ることができるバックステージツアーや、コンサート、中国獅子舞など

のイベント盛りだくさんで、横浜みなとみらいホールをまるごと楽しめる『新春 OPEN DAY 2011』を初

めて開催します。

◆実施概要

地区内【カウントダウン イベント】及び【ニューイヤー イベント】

詳細は、別添資料をご参照ください。

◆「一般社団法人 横浜みなとみらい２１」 について

みなとみらい２１地区内の土地・建物所有者、施設管理運営者等により構成され、みなとみらい21地区の魅力を高め、質の高い都市環

境の維持・向上を図るため、街全体のマネジメントを通じて、街づくり調整や環境対策、文化・プロモーションなど、様々な課題に対応

した事業を展開しています。

■代表理事：工藤 文昭

■所 在 地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンモール3F

■横浜みなとみらい２1公式ウェブサイト： http://www.minatomirai21.com

お問い合わせ先

一般社団法人横浜みなとみらい２１

事業推進部 八木澤 徹 / 増田 友幸 / 深江 多美子

Tel 045-682-4403

『ファイヤー・カウントダウン 2011』

よこはまコスモワールド

みなとみらい２１地区の冬休みイベント

22001100年年のの締締めめくくくくりり、、そそししてて22001111年年ののススタターートトはは、、みみななととみみららいいでで！！

カカウウンントトダダウウンン＆＆ニニュューーイイヤヤーー イイベベンントト
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昨年のカウントダウンの様子

カウントダウン イベント

よこはまコスモワールド 『ファイヤー・カウントダウン 2011』
大観覧車「コスモクロック21」が午前0時を指した瞬間、約1,500発の花火

と音と光が連動した迫力のカウントダウン・ファイヤーショーを開催します。

■開催日時：2010/12/31（金）23：30～24：05

■場 所：大観覧車「コスモクロック21」下プロムナード

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.senyo.co.jp/cosmo/

パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 『カウントダウンセレモニー』
賑やかに1年を締めくくるカウントダウンイベント。三善香里さん率いるバンド「Kaori

Miyoshi with her Quartet」によるジャズを中心とした華やかな音楽で、大晦日のひとと

きをお楽しみください。

■開催日時：2010/12/31（金）23：15～24：15

■場 所：２Fロビー（カフェ トスカ前）

■料 金：無料

【施設URL】 http://pphy.co.jp

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 『カウントダウンパーティー』
宿泊券をはじめ、豪華商品が当たるビンゴ大会や、チャイニーズアクロバットショ

ーなど、催しが満載のカウントダウンパーティーを開催します。

■開催日時：2010/12/31（金）22：00～24：40

■場 所：3F 宴会場「ボールルーム」

■料 金：1名様￥5,250 お子様￥2,625 ※当日販売

【施設URL】 http://www.interconti.co.jp/yokohama

横浜ランドマークタワー 『69F展望フロア｢スカイガーデン｣カウントダウン』
“日本一空に近い”展望フロアから、クラッカーで新年のカウントダウンをお祝いします。

■開催日時：2010/12/31（金）23：45～24：00

※年末年始（12/31）特別営業 10：00～25：00

（最終入場24：30）

■場 所：69F展望フロア スカイガーデン

■入 場 料：大人￥1,000/65歳以上・高校生￥800/

小・中学生￥500/幼児￥200

【施設URL】 http://www.yokohama-landmark.jp

横浜みなとみらいホール 『ジルヴェスターコンサート2010-2011』
豪華出演者が音楽で彩る新しい年。カウントダウン・コンサートで特別な年越しを･･･。

■開催日時：2010/12/31（金）21：00～24：15（20：20開場）

■場 所：大ホール

■料 金：S席￥10,000/A席￥8,500/B席￥7,000/C席￥5,000

【施設URL】 http://www.yaf.or.jp/mmh

別添資料

三善香里
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獅子舞

スカイガーデンからの初日の出の様子

新春獅子舞＜イメージ＞

ニューイヤー イベント

横浜ランドマークタワー

≪69F展望フロア「スカイガーデン」初日の出≫

新しい年の始まりに、初日の出を“日本一空に近い”展望フロアから眺めてみませんか。

■営業時間：2011/1/1（土・祝）

※特別営業 6：00～8：00（最終入場7：30）

10：00～18：00（最終入場17：30）

■場 所：69F展望フロア スカイガーデン

■入 場 料：大人￥1,000/65歳以上・高校生￥800/

小・中学生￥500/幼児￥200

≪振る舞い酒≫

新年をお祝いする“祝い酒”として、特別純米樽酒「一ノ蔵」や、あま酒

（ノンアルコール）を振る舞います。

■開催日時：2011/1/1（土・祝）10：00～

※振る舞い酒はお一人一杯。なくなり次第終了。

■場 所：69F展望フロア スカイガーデン

■料 金：無料

≪新春獅子舞練り歩き ≫

“日本一空に近い”展望フロアに新春獅子舞が登場！お正月気分を盛り上げ

ます。

■開催日時：2011/1/2（日）14：00～頃

■場 所：69F展望フロア スカイガーデン

■料 金：無料

※営業時間：1/1（土・祝）6：00～8：00/10：00～18：00

その他の日程（通常営業）10：00～21：00（毎週土曜日は22：00まで）

※各日、最終入場は閉館30分前まで

【施設URL】 http://www.yokohama-landmark.jp

パン パシフィック 横浜ベイホテル東急 『お正月イベント』
獅子舞やお餅つき、生田流筝曲演奏、宴会場でのビンゴゲーム大会など、大人も子どもも一緒に楽しめるイベ

ントを開催！ご家族そろってお楽しみください。

■開催日時：2011/1/1（土・祝）

[餅つき] 11：00～/15：30～

[獅子舞 ] 10：30～/15：00～

[生田流筝曲演奏] 12：00～/13：30～

[ビンゴゲーム] 14：00～15：00

■場 所：[餅つき・獅子舞・生田流筝曲演奏]２Fロビー（カフェ トスカ前）

[ビンゴゲーム] B2F宴会場

■料 金：[餅つき・獅子舞・生田流筝曲演奏] 無料

[ビンゴゲーム] ￥500 ※お正月プランの宿泊者優先

【施設URL】 http://pphy.co.jp
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＜イメージ＞

第2回「横浜の帆船日本丸」募集写真展
帆船日本丸記念財団会長賞

「日本丸の夏」川﨑 洋（東京都大田区）

ベネンシアドール＜イメージ＞

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 『ニューイヤーイベント』

獅子舞や大道芸などお正月ならではの華やかなイベントの数々をロビーにてお楽しみください。

■開催日時：2011/1/1（土・祝）

[獅子舞]13：00～/15：00～

[大道芸]13：50～/15：50～

■場 所：1F アトリウムロビー

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.interconti.co.jp/yokohama

帆船日本丸・横浜みなと博物館

≪帆船日本丸≫

お正月の3日間、帆船日本丸は、松飾りを施し、お正月らしい装いで皆さ

まをお迎えします。さらに、船内の士官サロンにある神棚の特別公開やシ

ルバニアファミリーの撮影会を開催します。また、乗船先着500名様（各

日）には日本丸オリジナルポストカード、シルバニアファミリー握手・撮

影会参加者には、先着500名様（各日）にシルバニアファミリー特製

グリーティングカードをプレゼントします。

■期 間：2011/1/1（土・祝）～3（月）

※営業時間10：00～17：00

[シルバニアファミリー握手・撮影会]※カメラをご持参ください。

1/1（土・祝）・2（日）11：00～/13：00～（各回約30分）

※1/1（土・祝）は15：00～も開催します

■場 所：帆船日本丸周辺

■料 金：握手・撮影会参加費は無料、帆船日本丸乗船料が必要です。

※1/1（土・祝）は、小・中学生・高校生は乗船無料

≪横浜みなと博物館≫

横浜みなと博物館では「第2回「横浜の帆船日本丸」募集写真展」、毎週土曜日はキッ

ズのためのクイズラリーも開催！

■開催日時：[第2回「横浜の帆船日本丸」募集写真展]

2010/12/18（土）～2011/1/30（日）

[キッズのためのクイズラリー]

毎週土曜日

※営業時間10：00～17：00

■場 所：横浜みなと博物館

■料 金：写真展は無料、横浜みなと博物館常設展示は入館料が必要です。

※1/1（土・祝）は、小・中学生・高校生は入館無料

【施設URL】 http://www.nippon-maru.or.jp/

横浜ワールドポーターズ

≪振る舞いワイン≫

毎年恒例の振舞いワインで乾杯！ジェリー酒（へレス酒）のテイスティングを

行う際、樽から酒の受け口のついた柄の長い金属棒で次々とグラスに注ぎ込む

「ベネンシアドール」の妙技をお楽しみください。

■開催日時：2011/1/1（土・祝） ]10：30～/12：00～

■場 所：2F 特設ステージ

■料 金：無料
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新春パフォーマンス

しおかぜｳｻｷﾞの女の子（左） コスモくん（右）

トゥナバンド ＜イメージ＞

≪トゥナバンド ミニライブ≫

中世スペインの大学都市で生まれたバンド演奏。ギターやバンドゥリアなどの陽気な演

奏をお楽しみください。

■開催日時：2011/1/1（土・祝） ]15：00～

■場 所：5Fフロアを回遊

■料 金：無料

≪「シルバニアファミリーよこはま物語2010-2011」あくしゅ・撮影会≫

新しい年をシルバニアファミリーと一緒にお祝いしよう。ショコラウサギの女の子も

遊びに来るよ。遊びに来てくれたお友達全員に「よこはま物語」特製グリーティングカードをプレゼント！

■開催日時：2011/1/1（土・祝）14：00～/16：00～

※カメラをご持参ください

■場 所：2F 特設ステージ ※各回30分前に整理券（各回30組）を配布します。

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.yim.co.jp

よこはまコスモワールド

≪新春パフォーマンスショー≫

獅子舞や中国雑技、パントマイムなどのスペシャル・パフォーマンスを披露！

■開催日時：2011/1/2（日）～1/3（月）

14：00～/16：00～（各回約60分）

■場 所：「ワンダーアミューズ・ゾーン」ウッドデッキ

■料 金：無料

≪シルバニアファミリー よこはま物語 2010-2011 冬≫

コスモくんも登場！シルバニア村の仲間たちがステージショーを開催します。

■開催日時：2011/1/2（日）～1/3（月）15：00～

※1/3（月）のみ13：00～/15：00～開催します。

■場 所：「ブラーノストリート・ゾーン」中央広場ステージ

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.senyo.co.jp/cosmo/

横浜みなとみらいホール 『新春 OPEN DAY 2011』
開館以来初！横浜みなとみらいホールを全館開放します。見て、聴いて、歩

いて、食べて、楽しんで！もしかしたら演奏もできちゃう!? 神奈川県警察音

楽隊によるコンサートや、バックステージツアー、小ホールまるごと体験、

中国獅子舞やロビーコンサートなど、楽しいイベントがいっぱい！スタンプ

ラリーやお年玉抽選会もあるよ。

■開催日時：2011/1/3（月）10：00～17：00

■場 所：全館/クイーンズスクエア横浜 1F クイーンズサークル

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.yaf.or.jp/mmh
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エドガー・ドガ ≪エトワール≫ 1876-77 年 オルセー美術館
©RMN(Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed 

by AMF-DNPartcom

三遊亭鳳志

創作和太鼓集団「日本太鼓」

ブリリア ショートショート シアター
三遊亭鳳志氏による日本の伝統芸能“落語”と“ショートフィルム”とのコラボレーシ

ョン。異色のコラボが織りなす、新感覚のエンターテイメントで新年の初笑いをご堪能

ください。

■開催日時：2011/1/8（土）・9（日）18：30～20：00

■料 金：￥1,500 ※チケット発売12/18（日）より

※年間パスポート￥1,000

【施設URL】 http://www.Brillia-sst.jp/

クロスゲート 『クロスゲート 10 th Anniversary ～日本太鼓ミニライブ～』
クロスゲート三角広場にて、創作和太鼓集団「日本太鼓」による力強い男の太鼓演奏を披露します。“魅せる”

“聴かせ”“感じる”をテーマにメンバーそれぞれの個性を活かした演奏で盛り上げます。

■開催日時：2011/1/9（日）※雨天延期1/15（土）

12：00～/13：00～/14：00～（各回約30分）

■場 所：1F 三角広場

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.crossgate.net

冬休みのイベント

横浜美術館 『ドガ展』
エドガー・ドガ、待望の大回顧展を開催。傑作<<エトワール>>初来日をはじめとする、オルセー美術館所蔵の

ドガの名品46点に、国内外のコレクションからえりすぐった貴重な作品を加え、初期から晩年にわたる約

120点を紹介！これらは必見です。

■期 間：開催中～12/31（金）

■時 間：10：00～18：00（入館は閉館の30分前まで）

※金曜日は20：00まで

※毎週木曜日は休館日、ただし12/23・30は開館します。

■場 所：企画展示室

■料 金：一般￥1,500/大学・高校生￥1,200/中学生￥600

※小学生以下無料

※他、割引あり

【施設URL】 http://www.yaf.or.jp/yma/

JICA 横浜 『日本赤十字主催の写真展「HUMANITY IN WAR」』
スイスのジュネーブに本部を置く赤十字国際委員会（ICRC）が、1863年の創設以

来、記録してきた戦争や紛争の現状や犠牲者に対するICRCの支援活動の写真40点を

展示します。150年以上にわたる戦争、紛争の貴重な記録写真を通して、人の命の大

切さについて、もう一度考えてみませんか。

■開催日時：開催中～2011/1/6（木）9：30～18：00

（入館は閉館の30分前まで）

■場 所：1・中2F ギャラリー

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.jica.go.jp/yokohama/
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三菱みなとみらい技術館

≪クイズ！テクノくんに聞きました！≫

クイズシートにのっている展示を探してクイズに答えよう！正解するとプレゼントがもらえるよ。

■開催日時：開催中～2011/1/10（月・祝）

■場 所：館内 ※1・2Ｆの受付にて整理券を配布します。

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪巡回展「月のふしぎ」≫

月周回衛星「かぐや」がとらえた月や地球の美しい映像とともに神秘的な月の姿を紹介します。

■開催期間：2011/1/5（水）～30（日）

■場 所：2Ｆ 特別展示スペース

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪wakamaruお散歩タイム≫

コミュニケーションロボット「wakamaru」と手をつないでお散歩しよう！

■開催期間：2011/1/8（土）・2/5（土）14：00～（約30分）

■場 所：1Ｆ みっけＴＯＷＮ

※当日先着15名。10：00より1Ｆの受付にて整理券を配布

します。

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪冬休み映画会≫

『きぼう』日本実験棟の完成までの歴史と行われた実験について紹介する「『きぼう』日本実験棟ができるま

で」と深海の生物を通してその不思議な世界を覗く「DEEP SEA」を上映します。

■開催日時：2011/1/8（土）

13：00～「『きぼう』日本実験棟ができるまで」（約30分）

15：00～「DEEP SEA」（約50分）

■場 所：2F 映像ルーム

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪オープンラボ「紙飛行機を飛ばそう！ 」≫

紙飛行機はどうやってとぶんだろう!?飛行機が飛ぶ原理を学び、よく飛ぶ飛

行機をつくろう。

■開催期間：2011/1/9（日）・10（日）

11：00～/13：30～/14：30～（各回約30分）

※5歳から小学生対象。

■場 所：2Ｆ 映像ルーム

※当日先着20名。10：00より1Ｆの受付にて整理券を配布します。

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

【施設URL】 http://www.mhi.co.jp/museum

日産自動車グローバル本社ギャラリー 『冬休みファミリーイベント』
豪華賞品がもらえるクイズラリー「日産ギャラリークイズラリー」や、

新型「MARCH」のペーパークラフト体験コーナーなどを開催します。

■開催日時：開催中～2011/1/10（月）

■料 金：無料 ※自由参加

【施設URL】 http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/
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横浜赤レンガ倉庫 『アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫 「Ice Painting Dreams（氷上に描く夢）」』

6回目を迎える今年は、フランス・リヨンで光の祭典に参加する人気アーティスト集団“XLR PROJECT”

が『Ice Painting Dreams（氷上に描く夢）』をテーマに幻想的な光の物語に包みこみます。

■開催日時：開催中～2011/2/2８（月）

平日13：00～22：00 土日祝11：00～22：00

※2011/2/21（月）は休業日

※開催時間が異なる日程がございます。

12/31（金）11：00～29：00（オールナイト営業）

2011/1/1（土・祝）13：00～22：00

1/2（日）・3（月）11：00～22：00

■場 所：イベント広場

■料 金：大人￥500/小人￥400/幼児￥300

貸靴料￥500/付添観覧料￥200

【施設URL】 http://www.yokohama-akarenga.jp


