
後援／神奈川県、(公社)神奈川県観光協会、神奈川新聞社、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、
　　　横浜アーツフェスティバル実行委員会

主催／ワールドフェスタ・ヨコハマ実行委員会
【横浜商工会議所、横浜市、(公財）横浜観光コンベンション・ビューロー、山下公園通り会、(一社)横浜青年会議所】

お問い合せ先／ワールドフェスタ・ヨコハマ実行委員会事務局（横浜商工会議所）
　　　　　　　☎045-671-7423　http://www.yokohama-cci.or.jp
当日可否問い合せ先 ☎ 0180-99-4045（PHS及び一部の携帯電話からはご利用できません）

特別協賛／

世界のパン＆スイーツフェア世界のパン＆スイーツフェア

山下公園（入場無料・小雨決行）
10:00～17:008月 日 日10 ● ●9 山下公園（入場無料・小雨決行）
10:00～17:008月 日 日10 ● ●9土 日

※写真はイメージです

ワールドミュージックショーワールドミュージックショー ワールドパフォーマンスショーワールドパフォーマンスショー
世界の民芸品ワールド・バザール世界の民芸品ワールド・バザール世界の野外大レストラン世界の野外大レストラン

横浜トヨペット トヨタカローラ神奈川 ネッツトヨタ神奈川 ネッツトヨタ静岡 トヨタレンタリース横浜

トヨタウエインズグループティーアップ トヨタウエインズグループサービス ウエインズインポート ウエインズインポートカーズ ウエインズインポート横浜

ウエインズビジネスサービス ワイ ティー ティー キャルティ ニットービスコム ウエインズカナダ

ウエインズグループでは自動車販売を行う一方、地域の皆様に愛される
企業グループを目指し様々な取り組みを行っています。
今回のワールドフェスタ・ヨコハマでは、その一部を皆様にご紹介
させていただいております。

ソープボックスダービー
レース車両展示
ソープボックスダービー
レース車両展示

ズーラシアVR疑似体験ズーラシアVR疑似体験

なりきり撮影会なりきり撮影会

ウエインズ縁日コーナーウエインズ縁日コーナー

ズーラシア寄贈
プリウス

シエンタ ウェルキャブ
（トヨタ福祉車両）

神奈川県の身近な大自然、丹沢
大山の自然環境を守るNPO法人
の活動を積極的に支援しており
ます。イベントでは丹沢大山の
自然を紹介しております。

丹沢大山の自然再生活動に参加・支援しております

トヨタハートフルプラザ横浜が豊富
に展示している福祉車両の中から、
今回人気のシエンタ（車いす仕様車）
をご用意。実際に、見て触れてご体感
ください。

横浜トヨペット・トヨタカローラ神奈川・
ネッツトヨタ神奈川のユニホームを
着て「はいポーズ！」。
プロのエンジニアになりきってみよう！！

可愛い動物が描かれたプリウスを
展示。ぜひご覧ください。更に最新鋭
のＶＲ（バーチャルリアリティ）映像
で、飼育員目線での動物の様子を
疑似体験できます！

トヨタウェルキャブ総合展示場ハートフルプラザ横浜を運営

キッズ エンジニアなりきり撮影会

神奈川県トヨタディーラー７社は 日本ソープボックスダービー®を応援しています
１２月開催の日本グランプリ参加者
を募集中！未経験者もＯＫ！優勝者へは
来年の国際大会の参加権を授与！
まずはシミュレーションカーでレース
の感覚を体験してください。

・ポップコーン
・ヨーヨー釣り
・くじ引き
・輪投げ
・ラムネ・パン販売

・押し葉づくり
・葉巻笛づくり
・動物はく製展示

丹沢大山
自然再生委員会
丹沢大山
自然再生委員会

バルーンプレゼント
10月8日（土）/9日（日）
1回目　11：30～
2回目　13：30～
3回目　15：00～
4回目　16：30～

よこはま動物園ズーラシアを応援しています

寄贈プリウス寄贈プリウス

ウエインズグループとは、
トヨタ車を中心に神奈川県
をはじめ、静岡、カナダへ
活動の場を広げた自動車
ディーラーをメインとした
全15社の企業グループです。

ウ エ イ ン ズ コ ー ナ ーウ エ イ ン ズ コ ー ナ ー

特 別 協 賛特 別 協 賛

協 賛・協 力 各 社協 賛・協 力 各 社

（予定・順不同・敬称略）（9／23現在）

上野トランステック㈱、㈱ホテル、ニューグランド、創価学会神奈川文化会館、㈱アイネット、川本工業㈱、㈱崎陽軒、
キリンビールマーケティング㈱、コカ・コーライーストジャパン㈱、日産自動車㈱、㈱ポートサービス、丸全昭和運輸㈱、
㈱横浜岡田屋、㈱横浜銀行、茨城県産米銘柄化協議会、ＪＡ全農いばらき、㈱横浜アーチスト、ロイヤルホールヨコハマ、
㈱ありあけ、神奈川トヨタ自動車㈱、㈱産業貿易センター、㈱日新、ホテルモントレ横浜、㈱マブチ、㈱メモワール、
㈱豊商会、横浜エンジニアリング㈱、（一社）横浜港振興協会、㈱横浜スカイビル、横浜マリンタワー、横浜冷凍㈱、
第一三共ヘルスケア㈱
犬山建物㈱、NTT東日本、エーエフマネジメント㈱、関東陸送㈱、㈱小俣組、㈱ＪＴＢコーポレートセールス法人営業横浜支店、
㈱総合車両製作所、プリンス電機㈱、（宗）妙蓮寺、㈱エルテックス、工藤建設㈱、㈱サカクラ、㈱ジェイコムイースト横浜テレビ局、
㈱髙島屋横浜店、㈱つま正、馬車道商店街㈿、㈱横浜スタジアム、ラジオ日本、リバースチール㈱、㈱江戸清、㈱華正樓、
㈱加瀬倉庫、(公社）神奈川県観光協会、かをり商事㈱、㈱キクシマ、㈱共栄社、㈱栗田園、㈱光電社、山陽印刷㈱、㈲スカンディア、
㈱そごう・西武 そごう横浜店、東京湾水先区水先人会、ナイス㈱、日発運輸㈱、（弁）仁平総合法律事務所、富士倉庫㈱、
ホテルメルパルク横浜、三沢電機㈱、横浜植木㈱、㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル、横浜市建築設計㈿、
横浜信用金庫、横浜税理士倶楽部、横浜丸魚㈱、㈱横浜ロイヤルパークホテル、㈱渡辺組
一善神奈川、岩井の胡麻油㈱、エスビー食品㈱、エバラ食品工業㈱、鹿児島市、カゴメ㈱、カルビー㈱、キユーピー㈱、
タカナシ乳業㈱、滝川商工会議所、東洋水産㈱、長野県中野市、日清オイリオグループ㈱、日本製粉㈱、伯方塩業㈱、
フジッコ㈱、三菱電機㈱、森永乳業㈱、山崎製パン㈱横浜第一工場
㈿元町ＳＳ会、横浜中華街発展会㈿、ＦＭヨコハマ、相模鉄道㈱、神奈川中央交通㈱、東京急行電鉄㈱、横浜高速鉄道㈱、
東日本旅客鉄道㈱横浜支社、東京海上日動火災保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、損保ジャパン日本興亜㈱



海　　側

石のステージ

山 下 公 園 通 り

メイン
ステージ

第一三共ヘルスケア

一村一品マーケット

マドンナーロ★

詳細は裏面をご参照下さい。詳細は裏面をご参照下さい。

JA全農いばらき

本部
（Information）

エスプランありあけポンパドウル
横浜のパン＆スイーツコーナー横浜のパン＆スイーツコーナー

神奈川ゆめコープ

エクアドル

チェコ

オーストラリア アメリカ

タイ

ベルギー

ネパール

トルコ

日本

中国
ドイツ

伊豆の花だより

神奈川県食肉
消費対策協議会

滝川
商工会議所
（北海道）

メキシコ パキスタン
ベトナム

インド インドネシア

トルコ

ペルーカリブ海
セントマーチン島 スペイン パキスタン

フランス
ベトナム

コカ・コーラ/キリンビール
信州なかの

鹿児島市

五十嵐食品 スリランカ

お手洗
Toilets

お手洗
Toilets

ゴミ箱
Trash box

ゴミ箱
Trash box

ゴミ箱
Trash box

ゴミ箱
Trash box

喫煙所
Smoking area

ウエインズコーナーウエインズコーナー

民族衣装レンタル民族衣装レンタル

救護

Aエリア Bエリア

Cエリア

いわき
商工会議所

（福島県復興支援）

Dエリア

First aid

横浜マリンタワー 横浜人形の家

世 界 の パ ン & ス イ ー ツ フ ェ ア世 界 の パ ン & ス イ ー ツ フ ェ ア

黒糖を使った蒸しパンで鹿児
島の郷土菓子です。昨年好評
だった鹿児島黒豚ねぎしゃぶも
あります。

鹿児島市 Aエリア

種なしで皮ごと食べられる大人
気のブドウ。お好みのブドウは
どっち？

信州なかの Aエリア

道産豚肉のステーキ・合鴨・
メロン・じゃがいもなど、美味しい
物を色々ご紹介！

滝川商工会議所 Aエリア

いわきの郷土料理「うにの貝焼
き」や旬の野菜や果物等、自慢
の味といわきの魅力を紹介しま
す。

いわき商工会議所
（北海道）

Aエリア

1
2

上野トランステック株式会社

安全の徹底と安定輸送で産業と豊かな暮らしに
貢献するエネルギーの総合物流企業 特別な日はマリーンルージュで

ス テ ー ジ プ ロ グ ラ ムス テ ー ジ プ ロ グ ラ ム

メインステージ 石のステージ
10月8日（土）

オープニングセレモニー
民族衣装ファッションショー
陸上自衛隊高等工科学校 桜花太鼓
各国グルメ自慢
Maria Eva & The Fourth Avenue
Big Sounds Orchestra
国内観光PR・企業PR
アフリカへリテイジ・パーカッショングループ
企業PR・国内観光PR
中国雑伎団(中国)
客席回遊演奏トゥナバンド(スペイン)
インド古典・民族舞踊

メインステージ 石のステージ
10月9日（日）

※都合によりメニュー、出店、会場レイアウト、プログラム、時間等が変更になる場合がございます。ご了承ください。　※飲酒運転は法律で禁止されています。

イギリス

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
 
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

トゥナバンド(スペイン)
アフリカへリテイジ・パーカッショングループ
中国雑伎団(中国)
企業PR・国内観光PR
陸上自衛隊高等工科学校 桜花太鼓
インド古典・民族舞踊
トゥナバンド(スペイン)
Maria Eva & The Fourth Avenue
Big Sounds Orchestra

11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00

民族衣裳ファッションショー
アイリッシュ・ダンス
電子楽器マトリョミン&テルミン
客席回遊演奏トゥナバンド(スペイン)
中国舞踊&獅子舞 (横浜中華街)
各国グルメ自慢
アイリッシュ・ダンス
企業PR・国内観光PR
ゴスペル・グループ
客席回遊演奏トゥナバンド(スペイン)
大和阿波おどり あずま連
グランドフィナーレ

10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

トゥナバンド(スペイン)
企業PR・国内観光PR
民族衣裳ファッションショー
企業PR・国内観光PR
大和阿波おどり あずま連
電子楽器マトリョミン&テルミン
在日米陸軍/相武台スウィング
( Jazz Big Band )
中国舞踊&獅子舞(横浜中華街)

11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
　
16:00

山下公園内
観光船乗り場

①
②

③
※

山下公園の本部でスタンプ用紙をＧet。
「山下公園内観光船乗り場」・「横浜人形の家」・
「横浜マリンタワー」の3会場でスタンプを集めよう！
山下公園本部にて賞品をお渡しします。
小学生以下のお子様が対象です。
（数に限りがありますので先着順とさせていただきます）

飲食ブース

物販・協賛ブース

スタンプラリーポイント

★会場内では、マドンナーロ（イタリア語で「聖母を描く人」という意味）という本物そっくりの精度で名画を書き上げる路上アートが行われます。

スタンプラリー

10

6 7
11

138

9

12

3 4 5

14

16

15

豚の旨味が出たパエリアを
パンのスライスにのせて一緒
に召し上がれ。

チョリソと豆の
パエリア

スペイン1 Aエリア

本場ベルギーで製造された、
もちもち食感でパールシュガーの
甘さが特徴的なワッフルです。

ベルジャンワッフル

ベルギー2 Aエリア

パリッとしたパンにパテーや
ベトナムのハムを挟んだ絶品の
サンドイッチです。
ぜひご賞味下さい！

バインミー

ベトナム8 Bエリア

フィッシュをオリジナルバター
ソースで揚げ、イングリッシュ
マフィンでサンドしチップスを
添えて。

フィッシュマフィンセット

イギリス12 Bエリア

日本でもすっかりお馴染みに
なったピタパンに具材を入れて
提供するスタイルの豪華版で
す！

ケバブデラックス

トルコ14 Cエリア

ふくれ菓子（黒糖蒸しパン）＆
黒豚ねぎしゃぶ

シャインマスカット・
ナガノパープル

トルコ

タイ

スペイン 日本

スペイン

タイ

ペルー

タイ

タイ エクアドル

アメリカ

コカ・コーラ/キリンビール

横浜のパン&スイーツコーナー横浜のパン&スイーツコーナー Dエリア

1969年横浜・元町に創業した、焼きたてパンの
ベーカリー。毎日、パン職人がお店で粉から仕込ん
で焼きあげます。

ポンパドウル
珈琲あんぱん。濃いめの珈琲あんにさっぱり
生クリームを包んだひんやりあんぱんです。

エスプラン
横浜で愛されているお菓子横濱ハーバー。
栗餡と刻んだ栗でマロンの味わいが絶妙です。

ありあけ

1 2 3 4

3

4

2

1

トルティーヤを使った人気料理。
アボカド、チーズ、ローストチキ
ンが入った具だくさん料理！

ロースト チキン ブリトス

ペルー11 Bエリア

こんがり焼かれたジューシーな
お肉をふっくらピタパンで挟ん
だやみつきケバブサンド！

やみつきケバブ

トルコ13 Bエリア

自家製のシューケットをさくさく
感長持ちのラスクに仕上げまし
た。あきのこない味が大人気!!

シューケットラスク

フランス6 Bエリア

トルティーヤ(メキシコ薄焼きパ
ン)で具材を包んだ伝統的料
理。チョリソー、チキン等のタコ
スがあります。

タコス

メキシコ9 Bエリア

ツブツブのタピオカを厳選した
タイ産の紅茶で作る味わいの
有るミルクティーに入れてご提
供いたします。

タイ原産のタピオカを
使ったタピオカミルク

タイ5 Bエリア

オーストラリア名物オージー
ビーフをホットドッグスタイルに
したワンハンドメニューです。

オージードッグ

オーストラリア3 Bエリア

ふわふわの生地を割ると広が
るジューシーな豚肉や筍、しい
たけの香。具材の食感をお楽し
み下さい。

中華まん

中国16 Cエリア

塩麹に漬け込んだ肉をBBQマ
シンでジューシーに焼き上げま
す。ホカホカピタパンに挟んで
召し上がれ。

ケバブサンド

トルコ4 Bエリア

程よい甘さの粒あんをムンバイ
自慢のナンで包んだ和とインド
のコラボレーションスイーツパ
ンです。

あんこナン

インド10 Bエリア

大胆に炭火焼きしたチョリソを
丸ごと挟んだマラガの夏の名
物パン。パエリアとの相性も
ぴったり！

チョリパン

スペイン7 Bエリア

ハマピタサンド

15 Cエリア日本

ピタパンの中にフライドポテト
とジューシーなフライドチキン
を特製マヨネーズであえてサンド！

（福島県復興支援ブース）


