
みなとみらい、春だねキャンペーン

3/18・19 みなとみらいフェスティバル2023 初開催！
supported by 横浜キヤノンイーグルス

－本件に関するお問い合わせ先－
みなとみらい２１SP推進委員会 事務局 春プロモーション担当（松本・真栄城）

TEL：045-662-0009(平日 :10:00-17:00)

開 催 概 要

2023年3月9日
みなとみらい２１SP推進委員会ニュースリリース

報道関係各位

みなとみらい２１SP推進委員会は「春だねキャンペーン」の一環として、これま
で開催していた「ヨコハマ大道芸inみなとみらい21」の継承イベントとなる、
「みなとみらいフェスティバル2023
supported by 横浜キヤノンイーグルス」を3月18日（土）・19日（日）の2日間、
初めて開催します。
みなとみらい21地区内13か所を会場に、大道芸パフォーマンスから、eスポーツ
体験や最新テクノロジーを使った演奏、SDGsの取り組みも意識したトライアルプ
ログラムやマルシェも実施します。今後は、みなとみらい21地区全域を巻き込む
フェスティバルとして成長させていきたいと考えています。
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●期 間… 2023年3月18日（土）・19日（日） 2日間 12時～18時（19日は17時まで）
●会 場 … みなとみらい21エリア各所（全13か所）

CIAL桜木町・コレットマーレ・クロスゲート・横浜ワールドポーターズ・よこはまコスモワールド・クイーンズスクエ
ア横浜（クイーンズサークル、クイーンモール、クイーンズパーク）、ランドマークプラザ（ドックヤードガーデン）・
MARK IS みなとみらい・みなとみらいグランドセントラルテラス・はまテラス（そごう・マルイ２F屋外）鐘の広
場・資生堂グローバルイノベーションセンター（S/PARK）
〈連携会場〉グランモール公園円形広場

●主 催 … みなとみらい21SP推進委員会

●後援…一般社団法人横浜みなとみらい２１
●協賛…横浜キヤノンイーグルス・コレットマーレ・湘南健診クリニック ココットさくら館
●大道芸コーディネイト…ヨコハマ大道芸
●ｺﾝﾃﾝﾂ
・みなとみらいフェスティバル2023
・（開催中）みなとみらいのQRコードを探せ！

※詳細はHPをご参照ください。

(一社)横浜みなとみらい21・三井住友信託銀行 住商ビルマネージメント(株)・(株)東急モールズ
デベロップメント・ランドマークプラザテナント会・三菱地所プロパティマネジメント(株)・
泉陽興業(株) 東京支社・ヒューリック(株) 他

みなとみらい２１公式ウェブサイト https://minatomirai21.com/campaign/40581 （3月9日以降掲載）
ヨコハマ大道芸公式サイト http://daidogei.jp/

※キービジュアル

https://minatomirai21.com/campaign/40581
http://daidogei.jp/


【クイーンズサークル／クイーンズスクエア横浜１F 】 19日（日）12時－17時
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みなとみらいフェスティバル2023 概要1 

トライアルプログラム
「ようこそ、SLOW CIRCUSの世界へ!」
横浜生まれの新しいサーカスショー！
視線で音を奏でるFUSAKIとディアボロチャンピオンのめぐみ
梨華によるコラボ、10代が活躍する信州ユースサーカスやジャ
グリング体験、横浜を拠点に活躍するNPOの活動紹介など。見
て触れて、ちょっぴり自分に優しくなれる、そんなSLOWな世
界をお楽しみください。

栗栖良依 金井ケイスケ

M C（リングマスター）：

栗栖良依（くりすよしえ）SLOW LABEL代表。ヨコハマ・パラトリエンナーレ総合ディ
レクター、東京2020パラリンピック開閉会式ステージアドバイザー、TBS「ひるお
び」木曜コメンテーター。第65回横浜文化芸術奨励賞。

金井ケイスケ（かないけいすけ）サーカスアーティスト。日本人で初めてフランス国立
サーカス大（CNAC）ヘ留学。フランス現代サーカスカンパニーを立ち上げ世界35か国
で公演。SLOW CIRCUS ディレクター。東京2020パラリンピック開会式サーカス振付。

SLOW LABEL ウェブサイト https://www.slowlabel.info/

《タイムスケジュール・出演者》
12:00- オープニング「ようこそSLOW CIRCUSの世界へ！」

本日のリングマスターによるはじまりのご挨拶
出演 ：栗栖良依、金井ケイスケ、和みの会（手話通訳）

12:10- PROJECT ALL PLAYERS WELCOME presented by Dentsu Lab Tokyo ×SLOW LABEL
視線で音を奏でるFUSAKIとディアボロチャンピオンめぐみ梨華による初コラボ
テクノロジーを開発したDentsu Lab Tokyoチームによるアフタートークでは客席のアナタが視線
で演奏を体験！？
出演 ：FUSAKI × めぐみ梨華（SLOW CIRCUS）

田中直基（Dentsu Lab Tokyo）、伊藤直弥（LIFE HUCK）

13:00- 横浜の仲間たち① 認定NPO法人地球学校

13:30- WE ARE ‘SLOW CIRCUS’
SLOW CIRCUSが横浜市内で展開しているさまざまな活動をご紹介。
昨年7月に開校したSLOW  CIRCUS ACADEMYからゲストも登場！
出演：東野寛子（SLOW LABEL）

14:00- 横浜の仲間たち② NPO法人日本補助犬情報センター

14:30- 信州ユースサーカス「 みらいへつなぐパフォーマンス 」
日本の現代サーカス界を牽引してきた金井ケイスケによる新たな挑戦。
日本初、10代のユースサーカスによるパフォーマンスショー。
出演：さわ、TIME、ナオミ、なな、ミノッチ、もも サポート出演:ケイスケ

15:00- 横浜の仲間たち③ NPO法人Sharing Caring Culture 

15:30- ジャグリング体験コーナー
SLOW CIRCUSがいつも使っているサーカス道具を体験。
団員やユースのメンバーが使い方を教えてくれるから、初めての人でも大丈夫！

＊プログラムの内容や進行は変更になることがあります。
＊トークには手話通訳がつきます。
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【資生堂グローバルイノベーションセンター（S/PARK）】 18日（土）９時－12時 参加無料・事前申込（観覧自由）

ｅスポGOMI in みなとみらいフェスティバル2023
eスポGOMIは、コンピューターゲームによる競技型スポーツ「e
スポーツ」と、ごみ拾い活動にスポーツのエッセンスを加えた社
会奉仕活動「スポGOMI」を組み合わせ、楽しみながらSDGsの
達成を目指すソーシャルアクティビティです。

3名1チームでゲームとごみ拾いを行います。3名でチームを組ん
での申し込みも可能ですが、1名から申し込みも可能です。
大会を前後半に分け、それぞれ30分間をごみ拾い競技時間としま
す。ハーフタイムでチーム毎にゲーム対戦をし、優秀なチームは
後半戦を有利に進められるアイテムをゲットできます。ごみの量
と種類によって獲得ポイントを集計し成績を発表します。

今回の会場は、資生堂グローバルイノベーションセンター
（S/PARK）です。８Kスクリーンにて、ゲーム対戦を楽しみな
がら、みなとみらい21地区をクリーンにしましょう！

協力：資生堂グローバルイノベーションセンター（S/PARK）
eスポGOMI開催委員会

eスポGOMI開催委員会【公式】 https://twitter.com/espogomi
参加お申込みはこちら→

定員３６名、先着順

【MARK IS みなとみらい １F グランドガレリア 】両日 12時－17時 参加無料

スポンサー企画
横浜キヤノンイーグルス ラグビー体験＆抽選会
・4月15日(土)日産スタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワン第15節
東京サントリーサンゴリアス戦の観戦チケットが当たる
抽選会やストラックアウトでラグビー体験もできます。

・抽選会はMARK ISみなとみらいの当日レシート提示で
1回参加となります。
3月19日（日）には、選手も来ます！

横浜キヤノンイーグルス公式サイト https://www.canon-eagles.jp/

【クイーンズサークル（クイーンズスクエア横浜１F）】 19日（日）12時－17時 参加無料

スポンサー企画
健康診断体験スタンプラリー
身体測定・視力検査・握力測定・血圧測定の４つを体験し、
カルテスタンプをゲットするというスタンプラリーです。
カルテを完成させると粗品プレゼント！
お子さま用の白衣を着て撮影も可能です。
ぜひ、お子さまと一緒にご参加ください。

提供：湘南健診クリニック ココットさくら館

湘南健診クリニック ココットさくら館 ウェブサイト https://dock-yokohama.jp/



【CIAL桜木町】
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Juggling Performer Sugar
(ジャグリング・一輪車)

①12:00②14:00③16:00

高度なジャグリング技術と高い一輪車で
子供から大人まで楽しめるパフォーマン
スをお届けいたします!
(経歴)浦安にある某有名テーマパークに
出演(2014、2016～2019)・小林幸子・
ももいろクローバーZ・AKB48、ゆずの
ライブ、ロート製薬TVCMなどに出演す
る実力派ジャグラーです。

komatan コマタン(こま)

①13:00②15:00③17:00

海外で活動をスタートし、若くしてアジア、
オーストリア、ヨーロッパ等世界中30ヵ国程を
回りながら大道芸を行なっており、2020年か
ら日本での活動をスタート。今最も注目されて
いる逆輸⼊の若手パフォーマー！紐を巻いて回
す玩具のコマ回しから伝統的な江⼾曲独楽、
⻄日本のちょんがけゴマなど様々なコマに拘り、
ジャグリングやけん⽟等の要素も加えた独自の
スタイルでパフォーマンスを行います！2022 
年にはラスベガスで行われたworld circus arts 
championships においてシルク・ド・ソレイ
ユからの特別賞も受賞!!

19日（日）
フレディーノ（コメディ）

①12:00②13:40③15:20

街中に突然オープンする不思議なレス
トラン！なんと店主はフレディ・マー
キュリー?? パントマイムやマジック、
テーブルクロス引きなど様々なテク
ニックを取り⼊れ、オシャレでシニカ
ル、でも笑わずにはいられない!?何が
起こるか分からない！ハラハラドキド
キの30分をお楽しみに！

①12:50②14:30③16:10

2015年ドイツで行われたスト
リートマジックの世界大会に
てチャンピオン！⾚い衣装と
白塗り、⾔葉を
使わない独特な雰囲気で絵本
のようなファンタジーがテー
マのマジックショー。

紙磨呂 かみまろ （マジック）

【コレットマーレ】

Funny Bones ファニーボーンズ
(コメディ)

①12:30②14:30③16:30

世界25か国以上のフェスティバルに招待
され、各国で人気を博しているコメディ
デュオ。マイム、マジック、ジャグリン
グ、ダンスにパペットショウなど、ファ
ニーボーンズの魔法のタンスから次々と
テンポよく⾶び出すオリジナルアイデア
がいっぱいの芸の数々。⾔葉を使わずに、
身体を使った表現で、その日、その場所、
そこに居合わせた観客に一期一会の特別
な時間を届け！

LUNA(マジック)

①13:30②15:30③17:30

カッコよさと可愛さを兼ね備えた、
今までにいなかったスタイルの⼥
性マジシャン！
本格的なマジックと彼⼥の圧倒的
な存在感で会場中を華やかにする
こと間違いなし!

19日（日）
桔梗ブラザーズ（ジャグリング）

①12:00②13:40③15:20

ジャグリングの国内大会を総なめにし
2005 年エンターテイメントの聖地ラスベ
ガスで開催された世界大会では、銀メダル
を獲得！その後クラブパッシングを武器に
世界大会で5 度⼊賞! 2009 年には、シル
ク・ドゥ・ソレイユのオーディションにも
合格するジャグリングを完全に別次元に押
し上げたステージは迫力満点。

①12:50②14:30③16:10

通算10度のけん⽟日本一、
2つのギネス記録を樹立したけ
ん⽟師。数多くのテレビ番組に
ゲスト出演TOKYO2020オリン
ピック閉会式にも出演するなど
幅広く活動を行っている。けん
⽟の限界を超えたけん⽟ショー
をご覧あれ！

伊藤佑介（けん玉）

18日(土）

18日(土）



【クロスゲート】両日
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日本太鼓～威風～(和太鼓演奏)

18日（土） ①12:00②14:00③16:00
19日（日） ①12:00②14:00③16:00

和太鼓奏者TAKERUにより発足。少数精
鋭によるメンバー構成。多種多様の和太
鼓を駆使した演奏スタイルで日本のみな
らず海外でも演奏活動を行う。全て創作
による演目、演出を手掛ける。様々な楽
器とのコラボレーションによるオリジナ
リティー溢れる舞台を創造している。

セ三味ストリート(肉体派津軽三味線)

18日（土） ①13:00②15:00③17:00
19日（日） ①13:00②15:00

本格的な演奏と誰にでも分かりやすく、
とにかく笑える！をモットーに、前例の
ない技と力の“魅せる”津軽三味線パ
フォーマンスは圧巻。唯一無二の肉体派
津軽三味線ユニット！

【横浜ワールドポーターズ（2F 汽車道側正面ゲート前特設会場）】

張海輪 ちょうかいりん 中国雑技団(中国雑技)

①13:00②15:00③17:00

大道芸ワールドカップのチャンピオ
ンにも輝いた中国雑技王張海輪が率
いる中国雑技団。
中国国家機密と⾔われる変⾯、手に
汗握る高度な技の数々は必見です！

19日（日）
しょぎょーむじょーブラザーズ（ブレイクダンス）

①12:00②14:00③16:00

若者のスポーツと思われがちなブ
レイクダンスを、試行錯誤を重ね
⽼若男⼥が楽しめるエンターテイ
メント「スーパーブレイクダン
ス」へ進化させたパフォーマンス
は必見！イケメン、爽やか、筋肉
ムキムキ！ 随所で行われる、組体
操の次元を超越した「無重力アク
ロバット」にも注目！

①13:00②15:00

世界各国で活躍してきたニューヨー
ク出身のベテランエンターティ
ナー！ 子どもから大人まで幅広い
年齢層に楽しんでいただけるよう彼
のショーは1つのカテゴリーに留まら
ずマジック・ジャグリング・コメ
ディ・一輪車芸など総合構成された
バラエティショー！

デビット・ラムゼイ（バラエティ）

①12:00②14:00③16:00

通算10度のけん⽟日本一、
2つのギネス記録を樹立したけ
ん⽟師。数多くのテレビ番組に
ゲスト出演TOKYO2020オリン
ピック閉会式にも出演するなど
幅広く活動を行っている。けん
⽟の限界を超えたけん⽟ショー
をご覧あれ！

伊藤佑介（けん玉）

18日(土）



【よこはまコスモワールド（ブラーノストリート・ゾーン 中央広場）】
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SPINATION スピネーション （ヨーヨー）

①12:00②14:00③16:00

ヨーヨーエンターティナーTOMMYと
SOUL、世界チャンピオン2人によるユ
ニット！その世界トップ
クラスのヨーヨーテクニックに、コメ
デーをお交え独特なキャラクターにく
さいセリフ、絶妙な掛け合
いで一度観たら病みつきになること間
違いなし！？珠⽟のヨーヨーエンター
テインメント！

Syan シャン (バルーン)

①13:00②15:00③17:00

バルーンパフォーマンスの世界チャ
ンピオン！魔法のようなテクニック、
スピード、洗練されたクオリ
ティ。観客を飽きさせることなく、
予想を幾重にも上回る展開を多く組
み⼊れたバルーンの魅力と可能
性を大きく拡げるそのショーは「新
次元のバルーンパフォーマンス」と
呼ばれている。

19日（日）

①13:00②15:00

数々のパフォーマンス大会で優勝
経歴を持つTAKUYA と、体操全
日本で活躍し続けていたSAIKA 
による男⼥二人の最強アスリート
ユニット！ハンドトゥハンド、平
均台、バランシングオブデス(高
さ7m での倒立)など、まさに全
てが命懸けで息を呑む極限アクロ
バットパフォーマンス！！

Asterisk NOVA アスタリスクノヴァ
（アクロバット）

【クイーンズパーク（クイーンズスクエア横浜１F 屋外）】

油井ジョージワンマンバンド（ワンマンバンド）
①12:30②14:30③16:30

たった 1 人で多数の楽器を同時に操るパ
フォーマー‼難解なドラムのリズムを両足で
鳴らし、更にギターとハーモニカ、歌を 1 
人同時演奏します。世界でも数少ない自由に
練り歩けるワンマンバンドで音楽のジャンル
を超えて笑顔とインパクトを届けます！

両日
ペインター（スタチューパフォーマンス）

働き者だったペンキ屋の像「ペイン
ター」遠くからでも気付くほど目立
つ⻩⾊いスタチューは存在感バツグ
ン！「Living Statue（リビングスタ
チュー）」＝生きた彫像という意味
のパフォーマンス。造られた彫像の
ようにじっと動かず、時にお客様が
近づくと不思議で⾯白い動きをする
「静かな動きで”魅せる”芸」です！

日本唯一の完全浮遊形スタチュー。普
段は月⾯を模した台の上で固まってい
ますがロケット燃料費（投げ銭）を⼊
れると浮かび上がります。電子機器を
駆使した未来型スタチューです。大道
芸界で人気抜群。お客様との写真撮影
も可能です。

浮遊型スタチューアストロノーツMark2
（スタチューパフォーマンス）

①12:30②14:30③16:30

日本の職人が手作りした手回しオルガンです。
音楽とともに紙芝居の物語が始まったり、人
形が動き出したり楽しいカラクリがいっぱい。
横浜音祭り、はこだてトリエンナーレ、など
全国に出没中！

てまわしオルガンKINO（手回しオルガン）

komatan コマタン(こま)
①12:00②14:00③16:00

海外で活動をスタートし、若くしてアジア、
オーストリア、ヨーロッパ等世界中30ヵ国程を
回りながら大道芸を行なっており、2020年から
日本での活動をスタート。今最も注目されてい
る逆輸⼊の若手パフォーマー！紐を巻いて回す
玩具のコマ回しから伝統的な江⼾曲独楽、⻄日本のちょんがけゴマな
ど様々なコマに拘り、ジャグリングやけん⽟等の要素も加えた独自の
スタイルでパフォーマンスを行います！2022 年にはラスベガスで行
われたworld circus arts championships においてシルク・ド・ソレ
イユからの特別賞も受賞!!

【クイーンズパーク（クイーンズスクエア横浜１F 屋外）＆クイーンモール（クイーンズスクエア横浜２F 屋内） 】

18日(土）

19日（日）18日(土）



【ドックヤードガーデン（ランドマークプラザ B2F）】
両日
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ジャグリング体験＆販売コーナー

【MARK IS みなとみらい（１F グランドガレリア）】

日本に現存する商船用石造りドックとしては最も古い「旧横浜船渠第2号ドッ
ク」を後世に伝えるべき資産として復元して生まれたのが「DOCKYARD 
GARDEN(ドックヤードガーデン)」です。
この、【国重要文化財】であるドックヤードガーデンで、MMフェスティバルを
楽しみませんか。

大道芸でお馴染みのジャグリング(ディアボロ、⽫回しなど)に挑戦！
普段あまり触る事が機会がないジャグリング道具を貸し出し、プロがレクチャー
いたします！
お子様～大人の方までみんなでチャレンジ！ご家族で楽しみ頂けます！
ココをきっかけに将来のパフォーマーが誕生するかもかも!!?

提供： ※写真はイメージです。

マルシェ

MMフェスティバルを盛り上げるために、ドックヤードガーデンでは、マルシェ
の出店も。マルシェ＆キッチンカーは、クイーンズパークにも出店します。

協力：DotDeli株式会社

①12:00②14:00③16:00

2015年ドイツで行われたスト
リートマジックの世界大会に
てチャンピオン！⾚い衣装と
白塗り、⾔葉を
使わない独特な雰囲気で絵本
のようなファンタジーがテー
マのマジックショー。

紙磨呂 かみまろ （マジック）
①13:00②15:00③17:00

スタイリッシュなマジシャン
Hi2 とユーモラスなジャグ
ラーこ~すけによるエンター
テイメント ユニット。
クールな音楽に合わせ、バカ
バカしくもかっこいいコメ
ディショーを繰り広げます。
息の合ったデュオのハット
ジャグリングは必見！

idio2 イデオッツ （コメディ）

①12:00②13:40③15:20

ノンバーバル（⾔葉を使わな
い）パフォーマンスデュオ。パ
ントマイムやクラウニングを
ベースに、日常のなにげない⾵
景をスタイリッシュなコメディ
に昇華する注目の存在。衣装や
小道具にまでこだわり抜いた世
界観と、そこだけ時の流れが異
なるようなほのぼの空間が、⼼
をふわっとほどいてくれます。

ゼロコ（パントマイム）
①12:50②14:30③16:10

バルーンパフォーマンスの世界
チャンピオン！魔法のようなテ
クニック、スピード、洗練され
たクオリティ。観客を飽きさせ
ることなく、予想を幾重にも上
回る展開を多く組み⼊れたバ
ルーンの魅力と可能性を大きく
拡げるそのショーは「新次元の
バルーンパフォーマンス」と呼
ばれている。

Syan シャン （バルーン）
19日（日）

18日(土）

18日（土） 12:00-18:00
19日（日） 12:00-17:00

18日（土） 12:00-18:00
19日（日） 12:00-17:00



【みなとみらいグランドセントラルテラス（グリーンシアター 屋外）】
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フレディーノ（コメディ）

【はまテラス（そごう・マルイ２F 屋外）】

①12:00②14:00③16:00

街中に突然オープンする不思議
なレストラン！なんと店主はフ
レディ・マーキュリー?? パント
マイムやマジック、テーブルク
ロス引きなど様々なテクニック
を取り⼊れ、オシャレでシニカ
ル、でも笑わずにはいられな
い!?何が起こるか分からない！
ハラハラドキドキの30分をお楽
しみに！

しょぎょーむじょーブラザーズ（ブレイクダンス）

①13:00②15:00③17:00

若者のスポーツと思われがちなブ
レイクダンスを、試行錯誤を重ね
⽼若男⼥が楽しめるエンターテイ
メント「スーパーブレイクダン
ス」へ進化させたパフォーマンス
は必見！イケメン、爽やか、筋肉
ムキムキ！ 随所で行われる、組体
操の次元を超越した「無重力アク
ロバット」にも注目！

SUKE3＆SYU スケサン＆シュウ
（アクロバット）

①12:00②14:00③16:00

全日本スポーツアクロ体操選手
権男子ペア優勝の２人がお届け
する新感覚アクロバットコメ
ディー！
サーカスの様な組技を音楽に合
わせて⾯白おかしく、時には真
剣に、誰もが⼼の底から笑顔に
なれるパフォーマンス！！

LUNA(マジック)

①13:00②15:00

カッコよさと可愛さを兼ね備えた、
今までにいなかったスタイルの⼥
性マジシャン！
本格的なマジックと彼⼥の圧倒的
な存在感で会場中を華やかにする
こと間違いなし!

①12:45②14:45③16:45

３人のチャンピオンによるコラボユニッ
ト！シルク・ドゥ・ソレイユ登録ジャグ
ラーでもある「桔梗ブラザーズ」とスポー
ツスタッキング世界チャンピオン
「SEOPPI（セオッピ）」がそれぞれが持
つテクニックを組み合わせ、3人組ならで
はのハイレベルな技を次々と披露いたしま
す。なかなか見ることの出来ない、ハイテ
ンションで大迫力なスペシャルショーをお
見逃しなく！！

C3hamps（シースリーハンプス）
（ジャグリング・スポーツ スタッキング）

①12:50②14:30③16:10

ヨーヨーエンターティナーTOMMY
とSOUL、世界チャンピオン2人によ
るユニット！その世界トップ
クラスのヨーヨーテクニックに、コ
メデーをお交え独特なキャラクター
にくさいセリフ、絶妙な掛け合
いで一度観たら病みつきになること
間違いなし！？珠⽟のヨーヨーエン
ターテインメント！

SPINATION スピネーション
（ヨーヨー）

SUKE3＆SYU スケサン＆シュウ
（アクロバット）

①12:00②14:00③16:00

全日本スポーツアクロ体操選手
権男子ペア優勝の２人がお届け
する新感覚アクロバットコメ
ディー！
サーカスの様な組技を音楽に合
わせて⾯白おかしく、時には真
剣に、誰もが⼼の底から笑顔に
なれるパフォーマンス！！

①12:00②13:40③15:20

スタイリッシュなマジシャン
Hi2 とユーモラスなジャグ
ラーこ~すけによるエンター
テイメント ユニット。
クールな音楽に合わせ、バカ
バカしくもかっこいいコメ
ディショーを繰り広げます。
息の合ったデュオのハット
ジャグリングは必見！

idio2 イデオッツ （コメディ）

19日（日）

18日(土）

18日(土）

19日（日）



【〈連携会場〉グランモール公園円形広場】
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円形に広がるステージを取り巻く階段状の観客席ではまるで劇場のような、グランモール公園円形広場は、毎週末、ヨコハマ大道芸の運
営管理により、大道芸が開催され、大道芸の「メッカ」となっています。今回のみなとみらいフェスティバル2023では、連携会場とし
て、この会場でも大道芸をご覧いただきます。

①12:00②14:00③16:00

世界各国で活躍してきたニューヨー
ク出身のベテランエンターティ
ナー！ 子どもから大人まで幅広い
年齢層に楽しんでいただけるよう彼
のショーは1つのカテゴリーに留まら
ずマジック・ジャグリング・コメ
ディ・一輪車芸など総合構成された
バラエティショー！

デビット・ラムゼイ（バラエティ）

①13:00②15:00③17:00

数々のパフォーマンス大会で優勝
経歴を持つTAKUYA と、体操全
日本で活躍し続けていたSAIKA 
による男⼥二人の最強アスリート
ユニット！ハンドトゥハンド、平
均台、バランシングオブデス(高
さ7m での倒立)など、まさに全
てが命懸けで息を呑む極限アクロ
バットパフォーマンス！！

Asterisk NOVA(アスタリスクノヴァ)
（アクロバット）

HYPER ACRO BROTHERS
（中国雑技）

①12:00②14:00③16:00

張海輪中国雑技団の期待のホープの
２人！⾺建楽（まけんらく）・翟淑
聡（てきしゅくそう）
タネも仕掛けもない神技！若さあふ
れる２人は、優れたバランス感覚と、
力強くハラハラドキドキな技
の数々が持ち味。最高峰の双人アク
ロバットは必見です！！

Funny Bones（ファニーボーンズ）
(コメディ)

①13:00②15:00

世界25か国以上のフェスティバルに招待
され、各国で人気を博しているコメディ
デュオ。マイム、マジック、ジャグリン
グ、ダンスにパペットショウなど、ファ
ニーボーンズの魔法のタンスから次々と
テンポよく⾶び出すオリジナルアイデア
がいっぱいの芸の数々。⾔葉を使わずに、
身体を使った表現で、その日、その場所、
そこに居合わせた観客に一期一会の特別
な時間を届け！

19日（日）

18日(土）



P10

（開催中）みなとみらいのQRコードを探せ！

みなとみらいの16スポットにあるQRコードを読み取り、ポイントをゲット！
ポイントを集めると、エリア内で使えるステキな商品券が当たるチャンスです。
スタンプは、各施設に設置されたスタンプスポットのQRコードを読むだけ！
3個、5個、全16個のスタンプを集めるごとに、豪華賞品に応募が可能です。

【開催日程】
2023年2月6日(月)～3月19日(日)

【賞 品】
★3P取得 ：抽選でみなとみらい共通飲食券1,000円分×40名様にプレゼント
★5P取得 ：抽選でみなとみらい共通飲食券3,000円分×10名様にプレゼント
★コンプリート：抽選で、みなとみらいエリアで利用できる商品券など5,000円分を2名様に
プレゼント
【会 場】【QRコード設置施設】※順不同
MARK IS みなとみらい・みなとみらい東急スクエア・クイーンズスクエア横浜
ランドマークプラザ・コレットマーレ・よこはまコスモワールド・
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル・横浜ロイヤルパークホテル・
横浜ベイホテル東急・クロスゲート・CIAL桜木町・原鉄道模型博物館・横浜スカイビル・
横浜ワールドポーターズ・ニューオータニイン横浜プレミアム・
アニヴェルセルみなとみらい横浜
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