
アサヒグループは、
横須賀市のパートナー企業として、
にぎわいづくりを応援しています。

●主　　催：一般社団法人横須賀市観光協会
●実施団体：ＹＹのりものフェスタ実行委員会（一般社団法人横須賀市観光協会、横須賀市、
　　　　　　東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社、京浜急行電鉄株式会社、海上自衛隊横須賀地方総監部、
　　　　　　横須賀商工会議所、HONCHOすかっこカーニバル実行委員会）
●共　　催：横須賀市　　　　●後　　援：神奈川県
●協　　賛：アサヒグループ、株式会社アニプレックス／株式会社コンテンツシード、Wargaming.net
●協　　力：横須賀三笠・西武パートナーズ、ショッパーズプラザ横須賀、株式会社トライアングル、
　　　　　　公益財団法人三笠保存会、全国共済

開催有無の
確認

横須賀市コールセンター

TEL.046-822-2500 ※当日午前７時以降

20172017

※写真はイメージです。

フィギュア原型や受注商品の展示
オフィシャルグッズの先行販売・
限定販売もあるよ！

©AAS ／海上安全整備局

●時　間：10：00～16：00
●場　所：ヴェルニー公園、
　　　  　ショッパーズプラザ横須賀1F店頭広場

●時　間：10：00～15：00（最終入場は14：30まで）
●場　所：海上自衛隊横須賀地方総監部

※写真はイメージです。

海上自衛
隊艦艇

一般公開

ＪＲ横須賀駅・ヴェルニー公園・ショッパーズプラザ横須賀1F店頭広場・海上自衛隊横須賀地方総監部ほか

荒天
中止

会 場

土 日２０１７年６月１０日 １１日 10：00～16：00土 日２０１７年６月１０日 １１日 10：00～16：00

特別企画

自動車展示

※都合によりイベント内容などが変更される場合があります。※会場には駐車場がありませんので、
公共交通機関をご利用ください。※イラストや写真はイメージです。

Trains, Ships, and Vehicles are gathering around Verny Park!
Please enjoy car exhibitions, buying train goods and 
accessories, food stands, and more.

Yokosuka
YY Vehicle Festival
When  : June 10th(SAT)-11th(SUN). 10:00-16:00.
Where : JR Yokosuka station, Verny Park, Shoppers Plaza Yokosuka, JMSDF Yokosuka Base.

ヘリコプター地上展示・特別機動船の実演もあります。

お問い合せ
スカナビ i （横須賀観光インフォメーション）
TEL.046-822-8301 電話受付9：00～17：00

※写真はイメージです。

※車内への乗車は「横須賀海自カレー」の購入が必要です（外観の撮影などはホーム上から可能ですが、ホームへの入場には入場券が必要です）。

マンガ『カイジ』の描き下ろしオリジナルヘッドマーク
や車内ポスターで装飾された189系特急形電車（国鉄
色・特急「かいじ」）の車両展示会を実施します！
ヴェルニー公園内【三大「カイジ」の共演！！】特設
ブースで「横須賀海自カレー」を購入したお客さま
限定で車内に乗車できます。マンガ『カイジ』で装
飾された189系特急「かいじ」の車内で「海自カ
レー」を食べてみませんか！？
※車内への乗車は「横須賀海自カレー」の購入が必要です（外観
の撮影などはホーム上から可能ですが、ホームへの入場には入場
券が必要です）。

特急
「かいじ」
特急

「かいじ」

～「カイジ」仕様の特急「かいじ」で
「横須賀海自カレー」を食べよう～

●時　間：10：00～16：00（11日は15：00で終了）
●場　所：ＪＲ横須賀保守基地（ＪＲ横須賀駅から徒歩約２分）
●内　容：マルチプルタイタンパー実演・
　　　  　レールスター乗車体験・軌陸車実演など

マンガ
『カイジ』
マンガ
『カイジ』

オリジナルヘッドマーク（イメージ） カイジ©福本伸行 / 講談社  

オリジナルヘッドマーク（イメージ） カイジ©福本伸行 / 講談社  

工事用車両、鉄
道関連

設備展示・実演
工事用車両、鉄

道関連

設備展示・実演
工事用車両、鉄

道関連

設備展示・実演

※写真はイメージで
す。

「海自（か
いじ）」

カレー
「海自（か

いじ）」
カレー ●時　間：12:00～14:30（最終入場14:00）　●場　所：JR横須賀駅



オリジナルヘッドマーク（イメージ） カイジ©福本伸行 / 講談社  

オリジナルヘッドマーク（イメージ） カイジ©福本伸行 / 講談社  

※公共交通機関をご利用ください。・ヴェルニー公園：ＪＲ横須賀駅より徒歩１分、京急汐入駅より徒歩５分
※都合によりイベント内容などが変更される場合があります。※会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。※イラストや写真はイメージです。

海上自衛隊艦艇一般公開

横須賀市出身の漫画家・福本伸行さんの人気作品『カイジ』描き下ろ
しイラストのヘッドマークや車内ポスターで装飾された、現在も臨時
列車として中央線特急「かいじ」で運行している「189系特急形電車
（国鉄色）」を展示します。ヴェルニー公園内【三大「カイジ」の共演！！】
特設ブースにて「横須賀海自カレー」を購入し、車内へ。横須賀
海自カレーは車内でお召し上がりいただきます。
※車内への乗車は「横須賀海自カレー」（500円・税込）の購入が必要です（外観の撮影などは
ホーム上から可能ですが、ホームへの入場には入場券が必要です）。小学生以下のお子さまに
ついては大人の同伴者が「横須賀海自カレー」をご購入の場合、一緒にご

乗車いただけます。※「横須賀海自カレー」が無くなり次第、イ
ベントは終了となります。※車内は自由席です。譲り合ってお座
りください。ご乗車時間は30分を目安とさせていただきます。
※事前申込や整理券配布はありませんが、カレーのご購入、車
内へのご案内はお待ちいただく場合がございます。

～「カイジ」仕様の特急「かいじ」で
「横須賀海自カレー」を食べよう～

※写真はイメージです。

新幹線ダイヤブロック展示・
駅長制服撮影会（お子さま限定）

工事用車両、鉄道関連設備展示・実演

●記念弁当販売
●鉄道グッズ販売
●ミニ電車運転11：00～15：00
　（※雨天中止）

●各鉄道会社＆観光ＰＲコーナー
●環境活動紹介
●乗務員のお仕事紹介
●電車（前面）のモックアップ展示　ほか

軍港めぐり案内人が解説！
“横須賀軍港STORY”

世界三大記念艦「三笠」
観覧料割引

●京急電鉄ブース
グッズ販売、京急チャレンジ！
（エアロバイクでジオラマ電車を走らせよう！）

京急バス、消防車、自衛隊車両、パトカー、ショベルカー操縦体験など　
●制服撮影会（お子さま限定）

はたらく車が集合！ ●鉄道グッズ販売
●横須賀のおみやげ、グッズ販売
●よこすか海軍カレー等グルメブース出店

●ハイスクール・フリート
　横須賀女子海洋学校　模擬店
●（株）ジェイコム湘南など

※撮影会のカメラはご持参ください。

※撮影会のカメラはご持参ください。

●時　間：10：00～16：00（11日は15：00で終了）
●場　所：ＪＲ横須賀保守基地
　　　　（ＪＲ横須賀駅から徒歩約２分）
●内　容：マルチプルタイタンパー実演・
　　　  　レールスター乗車体験・
　　　  　軌陸車実演など詳しい問い合わせ：横須賀市観光企画課　046-822-8124

JR横須賀駅エリ
ア

ＪＲゾーン 〈ＪＲ横須賀駅〉

〈ＪＲ横須賀保守基地〉

ＪＲゾーン

自動車ゾーン 〈ヴェルニー公園&
ショッパーズプラザ横須賀1F店頭広場〉

海上自衛隊艦艇一般公開 
〈海上自衛隊横須賀地方総監部〉

にぎわいゾーン 

鉄道・おみやげ・グルメゾーン 

けいきゅんも
来るよ！

ヴェルニー公園
エリア

●時　間：10：00～15：00
　　　　 （最終入場は14：30まで）
　
艦艇一般公開に際しての注意事項
※入門に際し、手荷物検査等が実施されます。
※駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関
をご利用ください。
※ペット連れ（ゲージを含む）のご入場はできません。
※飲酒後の入場はお断りする場合がございます。ま
た、酒類の持ち込みはできません。
※基地内では必ず
係員の指示に従って
ください。

●場　所：ショッパーズプラザ横須賀
※当日のショッパーズプラザ専門店・イオン横須
賀店お買い上げレシート提示で楽しめる“のりも
のイベント”を計画中！ 詳細は決まり次第、ショッパーズプラザ横須賀
ホームページにてご案内いたします。

●場　所：三笠公園内
●大人　600円
　シニア500円
※高校生300円、中学生以下無料
記念艦「三笠」は日露戦争時、連合艦隊の旗艦とし
てロシア海軍のバルチック艦隊を撃破し勝利を収め
、日本の独立と安全を守った貴重な歴史遺産です。

のりものフェスタ
協力イベント

日本の近代産業はここから始まった？
ヴェルニーって、誰？
なぜここに港がつくられた？
明治から今に至る港のストーリーを、YOKO
SUKA軍港めぐりの案内人が楽しく解説！ 
日本の歴史に刻まれた知られざる横須賀港
をご紹介します。

ショッパーズプラザ横須賀
お子さま向け“のりものイベント”

※写真はイメージです。

300円
ヴェルニー
公園より
徒歩約20分

二

一

三

●ヴェルニー公園：JR横須賀駅から徒歩約1分、京急汐入駅から徒歩約5分
●三笠公園：京急横須賀中央駅から徒歩約15分
●ヴェルニー公園～三笠公園　徒歩約20分

一

前

プラザ
ヨコスカ中央

観覧料
割引

6月10日（土）・11日(日）のみ

※写真はイメージです。

●時　間：各日11時～ / 13時～（各回約15分）
●料　金：無料
●各回先着20名様
●詳しくは5/10(水）以降トライアングルHPへ
https://www.tryangle-web.com/

※当日、別のブースでは
海上自衛隊カレー他
軍港めぐりグッズを販売！

三笠公園

神奈川歯科大学


