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いよいよ横浜線は開業１００周年を迎えます
横浜線は、１９０８年（明治４１年）９月２３日に横浜鉄道として開業（東神奈川～八王子間）しました。
２００９年に開港１５０周年を迎える横浜港に群馬県や三多摩地域（当時の神奈川県）で生産された
生糸を運搬することを目的に敷設された鉄道で、本年９月２３日に開業１００周年を迎えます。これを記
念し、２００９年６月からの横浜ＤＣと開港１５０周年のプレイベントとして、横浜線開業１００周年の記念
イベントを開催します。
日頃弊社をご利用いただいているお客さまに感謝の気持ちを込めて、地元自治体等と連携をとりな
がら、横浜線沿線で様々な記念イベントを予定しています。
１

記念ヘッドマークの装着（別紙１）
開業１００周年ヘッドマークを取り付けて運転します。
（１）２種類、計６編成に取付
（２）２００８年８月頃から、約１年間取付予定
ヘッドマーク：イメージ

２

臨時列車の運転（別紙２）
開業１００周年を記念して「ジョイフルトレイン」などを３本運転します。
（１）快速「横濱線１００周年号」
運転日
９月２３日（祝）
運転区間 東神奈川⇔八王子
（２）快速「横濱ものがたり号」
横濱線１００周年号（やまなみ）
運転日
９月２３日（祝）
運転区間 松本⇔東神奈川
（３）快速「ベイ・ドリーム横濱号」
運転日９月１３日（土）・９月１４日（日）
運転区間 松本⇒磯子・桜木町⇒白馬

横濱ものがたり号（いろどり）
※指定席券はご利用に
なる日の１ヶ月前の
１０時からみどりの
窓口で発売します。
臨時列車：イメージ

ベイ・ドリーム横濱号（１８９系）

３

記念フラッグ第２弾の掲出（別紙３）
開業１００周年＆横浜開港１５０周年を記念した
「フラッグ」第２弾を掲出します。
（１）横浜線沿線各駅に掲出
（２）デザインは横浜線沿線社員

第２弾フラッグ

【参考】第１弾フラッグ

４

イベントの実施
９月２３日（祝）に小机駅にて開業１００周年を記念するイベントを行います。
（１）車両展示会（小机駅２番線ホーム）
時間：１２：３０～１６：００（最終入場１５：４５）
内容：小机駅２番線ホームにおいて「いろどり」を展示
「いろどり」車両展示
（２）パネル展（改札内コンコース）
期間：９月２３日（祝）から約１ヶ月間
内容：歴史年表、横浜線にちなんだ写真などのパネル展を開催
（３）子供向けイベント（イベント列車、改札外・改札内コンコース）
時間：１０：３０～１６：００
内容：抽選会、駅長制服写真撮影会
パネル展示（イメージ）
※イベントの参加は小学生以下のお客さまに限らせていただきます。
※抽選会等は、数に限りがございます。
※この他にも子供向けイベントを計画しております。
（４）Ｎゲージの運転（改札外コンコース）
ガチャポン設置（イメージ）
（５）記念グッズの販売（改札外コンコース）
（６）カプセル玩具「ガチャポン」の販売（改札外コンコース）
（７）長野観光キャラバンによる PR（イベント列車内）
※改札内で開催するイベントへの参加には、有効となる乗車券類が必要です。Suica・PASMO は入
場券としてのご利用はできません。

５

記念グッズの販売
開業 100 周年を記念して様々な記念・限定商品の販売を行います。
【主な商品】
（１）横浜線せんべい（仮称）
（２）横浜線パン（仮称）
（３）開業 100 周年記念弁当（４種類販売）
（４）記念ヘッドマークレプリカ
※詳細は決まり次第別途ご案内いたします。

６

横浜線パン（イメージ）

横浜線せんべい（イメージ）

パンフレットの作成
パンフレット（横浜線沿線ガイド）を作成します。 ＮＲＥ横浜線開業１００周年記念弁当（イメージ）
（１）横浜線の歴史、沿線の紹介
（２）イベント開催の情報提供
（３）横浜線駅内店舗で利用できる「割引クーポン券」付き

７

「駅からハイキング」の開催

ガイドブック（イメージ）

横浜線１００周年を記念した「駅からハイキング」を開催します。
（１）９月２０日（土） 開業１００周年「八王子絹の道（シルクロード）を歩く」
（２）９月２７日（土） 開業１００周年「自然満喫ウォーキング」
※７月５日（土） 開業１００周年「横浜新都心ウォーキング」実施しました。
※１０月以降も記念の駅からハイキングの実施を計画しています。
※詳細は専用パンフレットをご覧ください。

８

沿線自治体での記念イベントの開催（別紙４）
横浜線の沿線自治体では、横浜線開業１００周年を記念して様々なイベントを開催します。
（詳しくは、各自治体等へお問合せください。
）

別紙１

別紙２

ジョイフルトレインの運転

１ 横濱線 100 周年号
運転日 9 月 23 日（祝）
運転区間 東神奈川～八王子（1 往復）
使用車両 485 系 「やまなみ」4 両（100 名）
客室タイプ 寛ぎのオール畳敷き掘ゴタツ式
種別･設備 快速･全車グリーン車指定席
【発着時刻】
下り
横濱線１００周年号
上り

東神奈川 新横浜 小机
中山
町田
橋本 八王子
11：52発 12：01発 12：04発 12：12発 12：23発 12：36発 12：47着
八王子
橋本
町田
中山
小机 新横浜 東神奈川
13：55発 14：08発 14：21発 14：32発 14：40発 14：43発 14：53着

２ 横濱ものがたり号
運転日 9 月 23 日（祝）
運転区間 松本～東神奈川（1 往復）
使用車両 485 系 「いろどり」6 両（136 名）
客室タイプ 座席＋コンパートメント席
種別･設備 快速･全車グリーン車指定席
【主な駅の発着時刻】

上り
横濱ものがたり号
下り

松本
6：52発
東神奈川
18：02発

上諏訪 小淵沢 甲府
7：19発 7：41発 8：16発
新横浜 町田
橋本
18：10発 18：31発 18：46発

石和温泉
8：21発
八王子
18：59発

八王子 橋本
町田
9：45発 9：58発 10：11発
石和温泉 甲府 小淵沢
20：18発 20：26発 20：56発

新横浜 東神奈川
10：30発 10：39着
上諏訪 松本
21：32発 22：14着

上り 松本・塩尻・岡谷・上諏訪・茅野・富士見・小淵沢・甲府・石和温泉・大月・八王子・橋本・町田・新横浜・東神奈川
下り 東神奈川・新横浜・町田・橋本・八王子・大月・石和温泉・甲府・小淵沢・富士見・茅野・上諏訪・下諏訪・岡谷・塩尻・松本

３ ベイ・ドリーム横濱号 （ジョイフルトレインではありません）
運転日 9 月 13 日（土）・14 日（日）
運転区間 松本⇒磯子 桜木町⇒白馬
使用車両 189 系 6 両（360 名）
客室タイプ 座席
種別･設備 快速･全車普通車指定席
【主な駅の発着時刻】
松本 上諏訪 小淵沢 甲府 大月 八王子 橋本 町田 新横浜
上り
7：34発 8：06発 8：30発 9：19発 10：16発 11：13発 11：27発 11：41発 12：02発
ベイドリーム横濱号
桜木町 横浜 東神奈川 新横浜 町田 橋本 八王子 大月 甲府
下り
23：34発 23：38発 23：42発 23：52発 0：14発 0：28発 0：40発 1：27発 2：23発

東神奈川
12：13発
小淵沢
3：10発

横浜
12：16着
上諏訪
3：50発

桜木町
12：19着
松本
4：32着

石川町
12：23着
豊科
4：46着

磯子
12：30着
白馬
5：36着

上り 松本・塩尻・岡谷・上諏訪・茅野・富士見・小淵沢・甲府・石和温泉・大月・八王子・橋本・町田・新横浜・東神奈川・横浜・桜木町
石川町・磯子
下り 桜木町・横浜・東神奈川・新横浜・町田・橋本・八王子・大月・塩山・甲府・小淵沢・富士見・茅野・上諏訪・下諏訪・岡谷・塩尻
松本・豊科・穂高・信濃大町・神城・白馬

別紙４

横浜線１００周年にまつわる沿線自治体等の取り組み
以下の取り組みは、現在での計画段階となっております。
また、イベント内容によっては、天候等により中止となる場合がありますのでご注意下さい。
１

神奈川区（東神奈川・大口駅）における取り組み
（１） 実施時期
９月２６日（金） １０：００～１１：００
（２） 実施場所及び実施内容
横浜線 100 周年を記念して「わが町かながわマナー違反一掃作戦」にかけて東神奈川駅
周辺の掃除
Ａ会場：東神奈川サテイ前広場
Ｂ会場：新子安オルトヨコハマ バス降車場付近
【お問い合わせ】横浜市神奈川区地域振興課資源化推進担当

２

港北区（菊名・新横浜・小机駅）における取り組み
（１） 実施時期
９月６日（土）～３０日（火）
（２） 実施場所
菊名駅東口徒歩８分「菊名地区センター」
（３） 実施内容
① ９月６日（土）～１５日（祝）
菊名小学校生徒による「大好きなハマ線」児童画展
② ９月２０日（土）～３０日（火）
「ハマ線の１００年」写真展
③ ９月２１日（日）１４：００
ハマ線の新しい鉄道唱歌発表
（地元の「はもっくす・よこはま」による演奏と地域の合唱グループによる合唱）
④ ９月２１日（日）～２３日（祝）
鉄道模型の展示
⑤ ９月２３日（祝）
「ハマ線今昔」講演及び「ハマ線の思い出」対談
【お問い合わせ】横浜市

３

０４５－４１１－７０９１

菊名地区センター

０４５－４２１－１２１４

緑区（鴨居・中山・十日市場・長津田駅）における取り組み
（１） 実施時期
９月２１日（日）～１０月１９日（日）
（２） 実施場所及び実施内容
① ９月２１日（日）鴨居駅【鴨居駅コンコース】
駅コンサート
② ９月２３日（祝）中山駅【緑市民活動支援センター】
講演会や横浜線のパネル展示
③ １０月４日（土）長津田駅【田奈中学校】
長津田ジャズフェステイバル

④
（３）

１０月１２日（日）十日市場駅【十日市場地区センター】
緑区在住の外国人と国際交流
その他
１０月１９日（日）の「緑区民まつり」において、上記４駅でのイベントの際に設置した
スタンプ台を活用したスタンプ印と、１０月１９日の「緑区民まつり」に設置するスタン
プ台での印合計５つを集めることでの記念品の進呈。

【お問い合わせ】横浜市緑区役所地域振興課

４

町田市（成瀬・町田・相原駅）における取り組み
（１） 実施時期
９月１３日（土）～２３日（祝）
（２） 実施場所及び実施内容
① ９月１３日（土）１０：００～１７：００ 【町田駅前 まちだ中央公民館】
今昔写真展、映像展、グッズ展、講演会等
② ９月１４日（日）【町田駅中央口徒歩１０分「町田市庁舎建設予定地(町田市民ﾎｰﾙ脇)」
】
ミニ新幹線運転
③ ９月２０日（土）【町田駅中央口徒歩１０分「町田市庁舎建設予定地(町田市民ﾎｰﾙ脇)」
】
ミニ新幹線・ミニ SL・当社所有ミニ電車の運転及び地元福祉団体によるバザー
④ ９月２３日（祝）１４：００～１６：００ 【町田駅前 まちだ中央公民館】
町田市長などによるパネルデスカッション
（３） その他
町田市では、横浜線１００周年と併せて、市制５０周年でもあります。これを記念して、
７月１９日（土）から１０月５日（日）まで町田市内において「宝さがしイベント」を開
催します。詳しくはＨＰまで http://www.machida50.com

【お問い合わせ】町田市まちだ中央公民館

５

０４５－９３０－２２３８

０４２－７２８－００７１

相模原市（古淵・淵野辺・矢部・相模原・橋本駅）における取り組み
（１） 実施時期
９月１２日（金）～１５日（祝）
（２） 実施場所及び実施内容
① ９月１４日（日）１３：００～
【淵野辺駅北口徒歩３分「桜美林大学淵野辺プラネットキャンパス」
】
地元有志による「鉄道を交えた音楽会」
② ９月１３日（土）・１４日（日）
・１５日（祝）
【淵野辺駅南口徒歩３分「相模原市立図書館」
】
資料展示及び写真展 １３日～１５日 １０：００～１７：００
横浜線にまつわる講演会 １４日 １３：３０～
横浜線にまつわるトークショー １５日 １３：３０～
③ ９月１５日（祝）１０：００～１６：００
【淵野辺駅南口からバス５分「相模原市立博物館」
】
Ｎゲージの運転
（３） その他
① ９月１２日（金）
ＪＲ橋本駅において相模原市長による横浜線運転士及び車掌への花束贈呈
【お問い合わせ】相模原郷土懇話会

石井 篁（いしい たかむら）

０４２－７５３－２７６９

