
　今年の主催者フロートは横浜市花であるバラの花を大きく全面に
表現し、ラグビーワールドカップ 2019™日本大会開催を記念した
巨大なオブジェ、そして開港１６０周年を巨大な船で表しました。
フロートを先導する横浜創英高校の生徒達と花の妖精や水兵による
明るく華やかなダンスと共に、横浜商工会議所会頭・神奈川県知事・
横浜市長が登場します。
　さらに議員団の後に
は、ラグビーと第 7 回ア
フリカ開発会議をPRす
る隊列が連なりパレード
を大いに盛り上げます。
ご声援をよろしくお願い
いたします！
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　横浜生まれのキリンビールです。令和元年のパレードは、横浜工
場産の、「新しくおいしくなった一番搾り」がテーマです。麦のお
いしいところだけを搾った “一番搾り麦汁” だけを贅沢に使ったこ
だわりの製法。澄んだ麦のうまみがさらに感じられる、雑味なく調
和のとれた味わいと、さらに進化した飲み飽きないおいしさを、ぜ
ひお試しください！
　キリンビール横浜工
場・支社の社員が、「ス
タジオシャリオ」とと
もにおなじみのコマー
シャル曲で盛り上げま
す。皆さん、ご一緒に
横浜パレードを楽しみ
ましょう！乾杯！
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　最先端の技術で、あなたを未来のワクワクへと導く。それがニッサ
ン インテリジェント モビリティ。おかげさまで、『日産ノート』は
2018 年度登録車販売台数 No.1、『日産セレナ』は 2018 年度ミニ
バン販売台数 No.1 を獲得することができました。今年は航続距離を
さらに延ばした『日産リーフ e+』、軽自動車初プロパイロット搭載『新
型日産デイズ』がパレー
ドを盛り上げます。日産
は「ニッサン インテリジ
ェント モビリティ」とい
う取り組みを通して、ク
ルマを未来へと導きます。
これからも「技術の日産」
のモノづくりにどうぞご
期待ください。今年もご
声援宜しくお願いします。
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　今年の崎陽軒は、ラグビーの競技場をイメージしたフロート上で、
キャプテンのひょうちゃんのもと、４歳から～社会人までのラグビ
ー大好きメンバーが ラグ
ビーワールドカップ開催
の年にちなんだ応援ダン
スを披露。
　可愛いチアダンサーも
パレードを盛り上げます。
　チーム崎陽軒、キック
オフ！
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　2018 年 11月 30日、英国と親和性の深い横浜にオープンさ
せて頂きましたハムリーズです！今年は開港 160 周年というこ
とでイギリスといえば『ロンドンバス』をモチーフに、観てわく
わくするような、まるで玩具のようなかわいいフロートカーをデ
ザインいたしました。
　ハムリーズのキャラク
ターであるクマのハムリ
ー＆ハッティや、個性豊
かなキャラクターたちと
共に、温もりのあるおも
ちゃの楽しさを、そして
横浜の素晴らしさを、エ
ンターテインメントを通じ
てお届けいたします！
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　ラグビーのグラウンドをモチーフにしたフロートには、大きな
“赤バラのラガーマン” がトライを決めています。グラウンド（ス
テージ）では、“ラガーキッズ” たちも飛んだり跳ねたり、ラグビ
ーボールを追いかけます。そこには、大きな愛情と情熱があふれ
ています。
　フロートというグラウ
ンド（ステージ）で繰り
広げられる “ラガーキッ
ズ” と “チアガール” の、
パフォーマンスを５月の
さわやかな風と共にお届
けします。
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フロートのご紹介

今回の見どころ
　「ザよこはまパレード」は、横浜市の花である「バラ」の色ごとにある
「花言葉」をテーマに 63グループ約 3,400 名が参加します。
　キッズパレードをオレンジ色のバラ（健やか・爽やか）、スーパーパレ
ードは①エレガントステージ（ピンク色のバラ、気品・上品）、②フレンド
リーステージ（黄色のバラ、友情・可憐）、③ラヴィングステージ（赤い色
のバラ、愛情・情熱）に分けた編成を組み、参加者は衣装等に各ステージ
のバラを身に付け、演技・演奏を行います。
　また、今年はアジアで初開催となる「ラグビーワールドカップ 2019™

日本大会」や、「横浜開港 160 周年」を迎えることから、ラグビーの
ＰＲと開港に因んだ演出で横浜を盛り上げます。
　今回の主催者パレードでは、華やかなバラの装飾演出と共に「ラグビー」
と「開港の象徴となる船」をテーマに製作した「ROSE SHIP 2019 ～
未来へのKICK OFF～」フロートの他に 5台のフロートが参加します。
　また、7 回目となる「ヨコハマカワイイパレード」では、横浜や各地
のご当地アイドルと日本が世界に誇るポップカルチャーであるアニメ、
ゲームなどをテーマに「仮装」した約 150名がコースを練り歩きます。

横浜商工会議所・神奈川県・横浜市
ROSE SHIP 2019 ～未来へのKICK OFF～
特別協賛：コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

キリンビール
横浜工場産「新・一番搾り」で乾杯！

神奈川県日産自動車グループ
ニッサン インテリジェント モビリティ

崎陽軒
みんなで横浜を盛り上げよう !!
ラグビーひょうちゃんパレード2019

ハムリーズ
英国最古の遊べる玩具店が
横浜ワールドポーターズに登場！

イセザキ・モール
「Kick Off & No Side」
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県庁本庁舎（横浜三塔の「キング」）
公開中！5月3日、4日、5日

10:00～16:00

オープニングセレモニー
10:15～（各地ミスの紹介他）
パレードスタート10:45～
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横浜開港月間～風薫る5月は港ヨコハマへ！毎週楽しいイベント開催中～

5月3日「ザよこはまパレード」から6月2日「横浜開港祭」まで
の期間を『横浜開港月間』として、イベントを通して横浜をPRします。

横浜
セントラルタウン
フェスティバル
“Y160”

第38回
横浜開港祭
2019

2019ITU
世界トライアスロン
シリーズ
横浜大会

開催日
 5月18日（土）
  19日（日）
場所
 山下公園周辺
 特設会場

開催日
 5月25日（土）
  26日（日）
場所
 山下公園他

開催日
 6月1日（土）
　　　 2日（日）
場所
 臨港パーク他

◎徒歩団体はパレードの進行状況によって最終地点の手前で演技・演奏を中止する場合があります。
◎一般車輌の通行がある下記交差点では、演技は行いません。
　「本町4丁目交差点」、「馬車道交差点～伊勢佐木町入口」、「伊勢佐木町3丁目交差点」
◎コース周辺で、無人航空機（ドローン・ラジコン飛行機など）を飛行させることは、非常に危険ですからや
めてください。

◎横断歩道がある交差点では、歩行者が横断しますので、観覧のための場所取りや、立ち止まっての見物はや
めてください。

■警察からのお願い
沿道は、例年非常に混み合いますので無事故で楽しく見物ができますよう次のことにご協力ください。
●見物時における割り込み、押し合い等は、思わぬ事故の原因になりますのでやめてください。
●アーケードや電柱、街路樹、屋根、塀などの上からの見物は、非常に危険ですからやめてください。
●人混みを利用したスリの発生が予想されますので、現金や貴重品には十分注意してください。
●パレード通過直前におけるコースの横断やコース上での写真撮影は、危険ですからやめてください。
●パレードに並走しての撮影等は、危険ですからやめてください。
●被害にあったとき、迷子、落し物その他の届け出や相談は近くの警察官に申し出てください。
●当日は、大幅な交通規制が行われますので、マイカーでの来場をひかえ公共交通機関をご利用ください。また、
新聞、ラジオ等の事前の交通情報にも十分注意してください。

●不審者（車）・不審物件発見時は、近くの係員または付近の警察官に通報してください。
■横浜市消防局からのお願い
●病人やけが人があった時は119番に通報するか近くの救護所、警察官、消防署員、消防団員、沿道の関係者
に申し出てください。

●沿道の救護所の前では立見せず通路を開けておいてください。
●沿道付近で万一災害が発生したときは、消防車や救急車に道を空けてください。
●パレードを見物する際には、たばこや物を投げないでください。
●臨時救護所は次の6ヶ所に設置してあります、万一の場合は救護所にて処置を受けてください。
①出発地（ホテル ニューグランド前） ④途中地点（吉田橋JRガード下）
②途中地点（産業貿易センタービル広場） ⑤途中地点（伊勢佐木町4丁目メンズショップサイトウ横）
③途中地点（万国橋付近） 　　　　　 ⑥解散地（伊勢佐木町6丁目UFSTAGE伊勢佐木町ビル前）

ザよこはまパレードを見物される皆さんへ

●タバコは決められた場所で吸うようにしましょう●

【2019年】第7回アフリカ開発会議、ラグビー
ワールドカップ2019TM、G20大阪サ
ミット等

【2020年】2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会

　　警備諸対策にご協力をお願いします。

10:00頃～15:00頃まで
規制時間は状況により延長または短縮することがあります

❶ 神奈川県警察音楽隊　県民と警察を結ぶ音のかけ橋
❷  横浜市鳶工業連合会（横浜古式消防保存会）　まとい木遣り行進
❸ 横浜商工会議所・神奈川県・横浜市
　　　　　　　　　～特別協賛:コカ・コーラボトラーズジャパン（株）～
❹  横浜観光コンベンション・ビューロー
横浜観光親善大使・ミスはこだて・にいがた観光親善大使・スマイル神戸・ロマン長崎

❺  在日米陸軍軍楽隊　ミリタリー・マーチ

フロート

パレードコースおよび通過予定時刻 ※時刻は目安です。進行状況により前後する場合がありますのでご了承ください。

フロート

編 成 表

特別協賛：㈱ハイマックス　㈱日本セルバン　横浜薬科大学　孝道山本仏殿　㈱タウンニュース社　横浜みなとみらい万葉倶楽部　㈱三好商会　㈱崎陽軒

ヨコハマ カワイイ パレード
10:45〜

❶ 都田西金管クラブ「横浜ヴェルデ・ヴィエント」　祝開港160周年記念!文明開化の風が吹く!
❷ SWEET BAMBI’s／横浜市立下野庭小学校マーチングバンド　海の街、横浜!～みんなで団結して盛り上げよう～
❸ DANCE STUDIO GROW UP　子どもたちとキラキラ☆元気にホップ・ステップ・ジャンプ!
❹ 座間市少女マーチングバンド　Challenge～新たな挑戦～
❺ 鶴ヶ峰地区町内会連合会鼓笛隊／金沢プリティガールズ　組もう!ダンスと音楽のスクラム!
❻ CAN Dance Factory　私たちの街横浜から 未来へ向かってキックオフ＆ダンス!!
❼ THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum & Brass Corps　
　 ヨコハマ♪マーチング ～子どもたちよ 大志をいだけ！～
❽ 横浜市立日枝小学校金管バンドBright Cherry／ヨコハマチキージャス　ハッピースマイル2019
❾ 横浜海洋少年団　夢に向かって
10 ザ・ティンクルキッズ／横浜市立平安小学校マーチングバンド　We Love YOKOHAMA
11 横浜市立三保小学校“ハミングバード”　レッツエンジョイ!ハミングパレード
12 ジュニア ジャザサイズ　勝利に向かってトライ ジャザサイズ!!
13 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド　夢や信じる心をもちつづけることが大切だネ！

オレンジ色のバラ：
花言葉〈健やか・爽やか〉

11:15〜

㈱横浜銀行　㈱横浜岡田屋
ニッパツ【日本発条㈱】 ㈱ありあけ

川本工業㈱　㈱サカクラ　
㈱アイネット　リスト㈱

特別協賛：

上野トランステック㈱
特別協賛：

16 大西学園中高等学校吹奏楽部　世界に友情の花を咲かせますヨコハマハーモニー2019
17 日本ボーイスカウト神奈川連盟横浜地区協議会　スカウトの絆、それは奉仕と友情
18 孝道山　みんなのためによいことをします
19 横浜薬科大学　仲間と心を一つに笑顔溢れるダンスを通じて市民との絆を深める
20 杉浦紀子バトンスタジオ／鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド　仲間・友情・絆
21 ハムリーズ
22 横浜DeNAベイスターズ　I☆YOKOHAMA
23 横浜市立潮田中学校マーチングバンド部 YOKOHAMA Pacific Winds
　  浜風にのって～YOKOHAMA Pacific Windsより心を込めて～
24 横浜い～じゃん　観客も一緒に楽しめて、街中が笑顔に溢れるパレードを目指します。
25 創価学会富士鼓笛隊　とどけよう!横浜の海から世界へ、希望と平和のハーモニー!!
26 一般社団法人 横浜青年会議所　考動
27 横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部・チアダンス部　輝く笑顔と演奏を横浜へ!
28 キリンビール

フレンドリーステージ
黄色のバラ：花言葉〈友情・可憐〉

29 日本大学高等学校・中学校 吹奏楽部　燃やせ!NBB魂 ～Passion for music～
30 神奈川朝鮮中高級学校　横浜に咲かせよう国際交流の花を!
31 横浜創英中学・高等学校マーチングバンド　ヨコハマから世界へ愛と情熱のスクラムを!
32 一般財団法人 民族衣裳文化普及協会
　 きものでハロー！きもので日本がもっと好きになる!
33 洋光台バトン／神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部White Shooting Stars
　 真っ赤な愛と勇気で世界を一つに。
34 崎陽軒
35 鶴見バトンスタジオ／関東学院マーチングバンド　活気溢れる音楽とバトン・カラーガードの優雅な舞
36 横浜華僑総会　中国龍舞、獅子舞
37 ザ ヨコハマスカウツ ドラム アンド ビューグルゴー／ヨコハマリトルメジャレッツ 
情熱ヨコハマ160

38 横浜和太鼓 音や　160年の横浜の歴史を鼓動に乗せて次の時代へ！
39 神奈川大学吹奏楽部　YOKOHAMA LOVERS～ヨコハマに愛を～
40 イセザキ・モール
41 横浜市消防音楽隊　マーチングバンド

ラヴィングステージ
赤色のバラ：花言葉〈愛情・情熱〉

エレガントステージ
ピンクのバラ：花言葉〈上品・気品〉

❻ 横浜市立港中学校吹奏楽部 Marching Jazz Band
　 We♥YOKOHAMA!～ミナトのエレガント・サウンド～
❼ ライオンズクラブ国際協会ヨンナナ会　奉仕の心を世界に 友愛と奉仕の心を
❽ 駒澤大学高等学校吹奏楽部　愛と情熱をジャズのサウンドに乗せてはつらつと表現します。
❾ 特定非営利活動法人 横浜都筑太鼓　横浜から新しい時代へ!
10 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS+チアリーディング部HOPPERS　
豊かな心と元気な笑顔の桜美林スピリッツで皆様をしあわせに!!

11 旭区誕生50周年記念小笠原流流鏑馬祭実行委員会　
　 旭区誕生50周年を小笠原流やぶさめ祭で市民全員でお祝いしよう
12 横浜市立金沢高等学校バトントワリング部WINNERS／横浜税関音楽隊　安心安全な社会を目指して
13 横浜繊維振興会・横浜ファッションデザイン専門学校　シルクスカーフが織りなすエレガントなパレード
14 横濱中華學院校友會　中国獅子舞・龍舞の未来～
15 神奈川県日産自動車グループ
　　

tvk（地上波3ch）で
午前10時30分から生中継！
ワンセグ放送でも視聴可能です。
※再放送を予定しています。

今年も“カワイイ”アイドルが参加す
る「カワイイパレード」を開催！
毎年参加する地元アイドルの「ポニ
カロード」に加え、「眉村ちあき」「寺
嶋由芙」など様々なアイドルが参加
予定！
日本が誇るポップカルチャーをテー
マに衣装を着飾ったアイドル約150
人が歴史ある横浜の街並みを練り
歩きます。
パレードと並行して、3日～5日は山
下公園でヨコハマカワイイパークを
開催！アイドルたちの素敵なステー
ジを楽しんでください♪

【主な参加者、団体】（順不同）
ポニカロード、眉村ちあき、寺嶋由芙、
空野青空、オモテカホなど

ご来場の皆さんからのメールや写メ
を大募集！
生放送中に紹介します。
詳しくはコチラの
QRコードまたは
【tvk】で検索

今年も参加決定！！

テレビ放送

パレード可否
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。
※NTT東西地域会社がサービス
提供しているひかり電話からは
ご利用になれません。

5月3日午前7時から午後3時まで
（荒天順延4日）

特別協賛：

特別協賛：
丸全昭和運輸㈱　日産自動車㈱
横浜信用金庫　㈱メモワール

表紙デザイン：（株）hush 橋爪祐二 氏


