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温暖化対策統括本部調整課

～世界規模のライトダウン～

青い地球を、未来へつなぐ 60 分

3 月 24 日（土）『EARTH HOUR 2018 in Yokohama』を開催！
世界自然保護基金（ＷＷＦ）は、３月 24 日（土）の 20 時 30 分から１時間、照明を消すことで、
「美しい地球を残したい！」「地球の環境を守りたい！」という想いを消灯のバトンにつなぐ、世界
規模の環境キャンペーン『EARTH HOUR（アースアワー）』を実施します。
横浜市では、2014 年から消灯に参加。今年も、みなとみらい２１地区を中心に市内の多くの施設や、
市民・企業の皆様が、あかりを消して、世界の国々とともに、温暖化防止と環境保全のメッセージを
発信します。
※横浜市とＷＷＦジャパンは環境分野での連携協定を締結し、普及啓発に取り組んでいます。

EARTH HOUR 2018

in Yokohama

3 月 24 日アースアワー当日は、消灯カウントダウンなどのイベントを再エネ 100％で開催します。
■横浜Ｆ・マリノスが消灯カウントダウン、日本丸は 60 分間ライトダウン
日時：平成 30 年３月 24 日（土）
消灯は 20：30 から。一部関連イベントは 18:00 頃から。
場所：帆船日本丸前アリーナ（西区みなとみらい 2-1-1）
内容：Solaria（アカペラグループ）、ラ・テール（サックスカル
テット）等によるコンサートや、横浜 F・マリノスの選手
（２名予定）の皆様による消灯カウントダウン等。
詳細：EARTH HOUR 2018 特設サイト (/WWF ジャパン)
http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/
取材：「WWF ジャパン C＆M 室」までお問合せをお願いします.
メール press@wwf.or.jp

TEL 03-3769-1714

EARTH HOUR 2017 in Yokohama の様子

EARTH HOUR WEEKs
3 月 24 日のアースアワーに向けて、３月上旬から市内各所で関連企画が実施されます。
■「#旅する 60 パンダ」http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/60panda.html
60 体のパンダのぬいぐるみが、地球環境を思う人びとの想いをのせ全国を旅する
SNS 企画です。参加者がパンダと一緒に撮った写真を SNS に投稿します。
【横浜市内のおもな「#旅する60パンダ」スポット】
金沢動物園：3/17・18

ズーラシア：3/24・25

山手西洋館：3/3～24

■みなとぶらりチケットでおでかけキャンペーン
3/3 からアースアワー特別仕様の「みなとぶらりチケット」を販売中（限定 2,000 枚）。
購入者に特製ハンドタオルをプレゼント。ベイエリアの市営バス・地下鉄に１日乗り
降り自由の「みなとぶらりチケット」を春の横浜散策にご活用ください。

EARTH HOUR とは
世界中の人々が、同日同時間に電気を消すアクションを通じて、「地球の環境を
守りたい」という想いをわかちあう世界各地をつなぐ消灯リレー。
2007 年に WWF オーストラリアで始まりました。2017 年は過去最多となる全世界
で 187 の国と地域が「EARTH HOUR」へ参加しました。今年、日本では、横浜市を
はじめ東京都や広島県、広島市など様々な都市が参加し、世界とつながります。

裏面あり

★地球温暖化防止の決意を表明する「アースアワー」に共感する、市内の 83 企業・団体の皆様が、
消灯アクションなど様々な形で参加・協力します。（3 月 7 日現在）
★みなとみらい２１地区においては、（一社）横浜みなとみらい 21 が会員企業の皆様等に、消灯への
参加を呼びかけています。
アニヴェルセル㈱（アニヴェルセルみなとみらい横浜） IKEA 港北 ㈱ACM（横浜アンパンマンこど
もミュージアム&モール） ㈱NKB Y's
M.M.TOWERS にお住まいの皆様 M.M.TOWERS FORESIS に
お住まいの皆様 M.M. MID SQUARE にお住まいの皆様 ㈱大川印刷 大佛次郎記念館 オリックス不
動産投資法人（クロスゲ－ト） 神奈川県民共済生活協同組合（県民共済プラザビル） 旧関東財務
局 ㈱京三製作所 ㈱キョウデン横浜事業所 キングの塔（神奈川県庁本庁舎） ㈱キンコー クイ
ーンズスクエア横浜管理組合（クイーンズスクエアＢ棟、クイーンズスクエアＣ棟） ㈱京急百貨店
(一財)神奈川県警友会けいゆう病院 ㈱JVC ケンウッド（本社・横浜事業所） 首都高速道路㈱（鶴
見つばさ橋、横浜ベイブリッジ）㈲湘南仲介センター ㈱シンクロン（本社ビル本館・新館） ㈱信
光社 新横浜プリンスホテル 西武東戸塚店 ㈱セブン＆アイ・フードシステムズ（デニーズ全国 377
店） 泉陽興業㈱（よこはまコスモワールド） 象の鼻テラス ㈱ソーエー そごう横浜店 太平洋
製糖㈱ 太陽油脂㈱ 大和リビング㈱（パシフィック ロイヤルコート みなとみらい アーバンタワー
/オーシャンタワー） 高島屋横浜店 ㈱テレビ神奈川 東亞合成㈱横浜工場 東京ガス㈱扇島 LNG
基地 東京藝術大学大学院映像研究科馬車道校舎（旧富士銀行横浜支店） ㈱トヨタレンタリース神
奈川（トヨタレンタカー横浜ランドマークタワー店） ㈱ニコン横浜製作所 日産自動車㈱（日産グ
ローバル本社（含む日産グローバル本社ギャラリー）） 人形の家 ㈱野毛印刷社 ㈱野村総合研究
所 野村不動産㈱（横浜野村ビル） パルシステム神奈川ゆめコープ BankART Studio NYK 帆船日
本丸記念財団・JTB コミュニケーションデザイン共同事業体（日本丸メモリアルパーク） ㈱日立製
作所システム＆サービス横浜事業所 ヒューリック㈱（リーフみなとみらい） BUKATSUDO 富士ゼ
ロックス㈱（富士ゼロックス R&D スクエア） 富士ソフト㈱（富士ソフトビル） ㈱ブライダルプ
ロデュース（グランドオリエンタルみなとみらい） Brillia Grande みなとみらいにお住まいの皆様
PRYME COAST みなとみらい BLUE HARBOR TOWER みなとみらい マルイシティ横浜 三菱地所
㈱、三菱地所プロパティマネジメント㈱（横浜ランドマークタワー、ＭＭパークビル、クイーンズタ
ワーＡ） 三菱地所リテールマネジメント㈱（MARK IS みなとみらい） 三菱重工横浜ビル 三菱み
なとみらい技術館 みなとみらい二十一熱供給㈱ ㈱ムラヤマ横浜支店 ㈱横浜インポートマート
（横浜ワールドポーターズ） 横浜Ｆ・マリノス ㈱横浜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） 横浜高速鉄道㈱（みなとみらい線） ㈱横浜
国際平和会議場（パシフィコ横浜） 横浜市開港記念会館（ジャックの塔） （公財）横浜市緑の協
会 横浜新都市センター㈱（ＰＯＲＴＡ） ㈱横浜ステーシヨンビル（CIAL 桜木町） 横浜税関（ク
イーンの塔） (公財)横浜市芸術文化振興財団（横浜美術館） 横浜ビー・コルセアーズ ㈱横浜ベ
イホテル東急（横浜ベイホテル東急） (一社)横浜みなとみらい２１ ㈱横浜ロイヤルパークホテル
（横浜ロイヤルパークホテル） リゾートトラスト㈱（みなとみらい 21 中央地区 20 街区ホテル施設
新築工事事務所） ローム㈱横浜テクノロジーセンター YCCヨコハマ創造都市センター（旧第一銀
行横浜支店）
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