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横浜の街で乗りもの施設がコラボレーション！

ヨコハマ乗りものフェスティバル２０１8
乗りものクイズラリー開催のお知らせ
横浜の乗りもの 6 施設・1 店舗が、2018 年 9 月 15 日（土）～11 月 25 日（日）に“ヨコハマ乗りものフェスティバ
ル 2018”でコラボレーション！
第 5 弾となる今回は、帆船日本丸（2017 年夏 重要文化財に指定）、日産 グローバル本社ギャラリー、原鉄道模型
博物館、三菱みなとみらい技術館、日本郵船氷川丸（2016 年 重要文化財に指定）の 5 施設に、新たに横浜市電保存
館が加わり 6 施設で“乗りものクイズラリー“を開催します。4 施設コンプリートで、9 月 15 日（土）～11 月 25 日
（日）の期間中、トミカショップ横浜店のヨコハマ乗りものフェスティバル抽選会に参加できます。さらに、全施設
コンプリートすると、6 施設のオリジナルグッズ詰め合わせをプレゼントします。1 施設だけの正解でもトミカショッ
プ横浜店でトミカのオリジナルグッズがもらえます。横浜ならではの乗りものコラボレーションを通して、横浜の魅
力再発見、街の活性化を目指します。

＜ヨコハマ乗りものフェスティバル 2018 実施概要＞
【期 間】
2018 年 9 月 15 日（土）～11 月 25 日（日） 6 施設乗りものクイズラリー
2018 年 9 月 15 日（土）～11 月 25 日（日）トミカショップ横浜店 ヨコハマ乗りものフェスティバル抽選会

【内 容】
帆船日本丸、日産 グローバル本社ギャラリー、原鉄道模型博物館、三菱みなとみらい技術館、日本郵船氷川丸、横浜
市電保存館で配布されるクイズラリー台紙をもって、各施設にまつわるクイズに挑戦しよう！
【台紙はトミカ博（開催期間：2018 年 8 月 9 日(木)～19 日（日）
）でも配布します。
】

★参加特典①…4 施設コンプリート達成

NEW
6 施設中、いずれか 4 施設のクイズに答えて正解すると、トミカショップ横浜店にて
新発売の「変形ファイヤーステーション」が当たるヨコハマ乗りものフェスティバル抽選会
に参加できます！（ハズレなし、必ず参加賞がもらえます）

★参加特典②…全施設コンプリート達成

※トミカはついておりません。

全施設のクイズに答えて正解すると、
6 施設のオリジナルグッズ詰め合わせをプレゼント！

★１施設だけの正解印でもトミカのオリジナルグッズをプレゼント！
※クイズラリー台紙は、1 名様につき 1 枚のみ有効です。
※クイズラリー台紙は無くなり次第終了です。
※全施設コンプリートの賞品は、無くなり次第終了となります。
※実際のデザインと異なる場合があります。

★乗りものフェスティバル 2018 参加施設・イベント概要
【帆船日本丸】
帆船日本丸は船齢 88 歳、横浜へ誘致されて 34 年、船内を一般公開し、
すべての帆を広げる総帆展帆を年に約 12 回実施しています。
（2017 年：重要文化財指定）
隣には横浜みなと博物館と柳原良平アートミュージアムがあります。
営業時間／10:00〜17:00（最終入館 16:30） 休館日／月曜(祝日の場合は翌平日)
入館料／共通券一般 \600 65 歳以上 \400 小中高校生 \300 ※単館券もあります。
お問い合わせ／045-221-0280 所在地／神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-1-1
アクセス／JR 根岸線/横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩 5 分、
みなとみらい線「みなとみらい駅・馬車道駅」から徒歩 5 分
ホームページ／http://www.nippon-maru.or.jp/

【日産 グローバル本社ギャラリー】
国内外で販売するクルマだけでなく、ヘリテージカーやレーシングカーも展示。
日産車のミニカーやオリジナルグッズを販売するブティックや
テラス席を備えたギャラリーカフェも併設。
営業時間／10：00～20：00 休館日／不定期（WEBサイトでお知らせしています）
入館料／無料 お問い合わせ／045-523-5555 所在地／神奈川県横浜市西区高島1-1-1
アクセス／JR･私鉄各線「横浜駅」から徒歩7分、みなとみらい線「新高島駅」（3番出口）から徒歩5分
ホームページ／http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/

【原鉄道模型博物館】
世界最大級の 1 番ゲージ鉄道ジオラマ「いちばんテツモパーク」や横浜の今昔を再現した
「横浜ジオラマ」など、世界の鉄道模型を通して、鉄道技術の素晴らしさやものづくりの
魅力を発信しています。
営業時間／10：00～17：00（最終入館 16：30）

休館日／火曜（祝日の場合は翌営業日）

入館料／大人 ¥1,000 中学・高校生 ¥700 小人（4 歳以上）¥500 お問い合わせ／045-640-6699
所在地／神奈川県横浜市西区高島 1-1-2 横浜三井ビルディング 2 階
アクセス／JR･私鉄各線「横浜駅」から徒歩 5 分、みなとみらい線「新高島駅」（2 番出口）から徒歩 2 分
ホームページ／http://www.hara-mrm.com

【三菱みなとみらい技術館】
日常生活では触れる機会の少ない最先端の科学技術を実物やシミュレータを通して学べ
参加体験型のテクノロジーミュージアムです。
営業時間／10：00～17：00（最終入館 16：30）
、10 月から平日は 10：00～16：30（最終入館 16：00）
休館日／火曜（祝日の場合は翌日）
、10/22（月）は特定休館日
入館料／大人 \500 中・高校生 \300 小学生 \200（65 歳以上無料）
お問い合わせ／045-200-7351 所在地／神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工横浜ビル
アクセス／みなとみらい線「みなとみらい駅」
（5 番出口）から徒歩３分、
JR 根岸線/横浜市営地下鉄「桜木町駅」から８分
ホームページ／http://www.mhi.com/minatomirai/

【日本郵船氷川丸】
1930 年に横浜で建造され、シアトル航路へ就航した貨客船です。戦前の外航貨客船の雄姿と
古き良き船旅の様子を今に伝えます。
（2016 年：重要文化財指定）
開館時間／10:00～17:00（最終入館 16:30）
休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）
、
入館料／一般 \300、65 歳以上 \200、小中高生 \100 お問い合わせ／045-641-4362
所在地／神奈川県横浜市中区山下町山下公園地先
アクセス／みなとみらい線「元町・中華街駅」
（4 番出口）から徒歩 3 分
ホームページ／https://www.nyk.com/rekishi/

る

【横浜市電保存館】
1904 年（明治 37 年）から 1972 年（昭和 47 年）年まで約 70 年間“ちんちん電車”の愛称で
横浜市民の足として親しまれた市電が当時の姿でご覧頂けます。
市電が走っていた時代の「時間」と「空気」を感じられるよう再現しています。
開館時間／9：30～17:00（最終入館 16:30）
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料／大人（高校生以上） \300、3 歳から中学生 \100

お問い合わせ／045-754-8505

所在地／横浜市磯子区滝頭 3-1-53
アクセス／地下鉄吉野町駅から市営バス 113 系統磯子駅行・156 系統滝頭行で約 7 分。「滝頭」下車徒歩３分。
地下鉄阪東橋駅から市営バス 68 系統滝頭行・102 系統滝頭行で約 10 分。「滝頭」下車徒歩３分。
JR 根岸駅から市営バス 21 系統市電保存館行・78 系統磯子駅行・133 系統上大岡駅行で約 7 分。「市電保存館前」下車すぐ。
ホームページ／http://www.shiden.yokohama/

【トミカショップ 横浜店】
お子様に大人気のトミカの専門店。トミカのおもちゃはもちろん、こども服や生活雑貨・
お菓子や本などお店の中はぜんぶトミカ。お子様だけではなく、大人の方にもご満足いた
だける「発見」がきっとみつかります。
営業時間／11:00～20:00 お問い合わせ／045-263-8871
所在地／神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F
アクセス／JR・横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ「桜木町駅」から徒歩5分
みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩3分
ホームページ／http://www.takaratomy.co.jp/products/plarailshop/shop/yokohama.htm

【トミカ博 in YOKOHAMA ～さあ、はじまる！ゆめのトミカワールド！！～】
開催期間／2018 年 8 月 9 日(木)～19 日（日） 11 日間開催
開催時間／10：00～16：30（最終入場は 16：00）
開催会場／パシフィコ横浜 展示ホール D
住

所／〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
TEL： 045-221-2166（交通案内） 045-221-2155 （総合案内）

料

金／前売券/ 大人（中学生以上）900 円、子ども（小学生以下）700 円
当日券/ 大人（中学生以上）1,000 円、子ども（小学生以下）800 円
※税込金額 ※2 歳以下は入場無料
※上記料金には入場記念トミカを含む。
（有料入場者のみ/無料入場の方を除く）

問合せ先／トミカ博 in YOKOHAMA事務局 TEL：03－5435－0604
受付時間／平日10：00～16：30 (土日祝日は除く)
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「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

