
  

   

 

 

 

Find Your YOKOHAMA キャンペーン  

11 月 1 日から「宿泊クーポン」第四弾開始。 

最大 36,000 円割引！日帰りツアーもさらに充実！ 

～是非、横浜を満喫してください～

 
 

「 Find Your YOKOHAMA キャンペーン 」宿泊クーポン第四弾として 11 月１日（火）より割引率を全日 60％

に変更し、複数人や２泊利用向けのお得なクーポンを発行します。 

加えて、数量限定で人数や宿泊数に関わらず使える特別クーポンを発行します。この機会に、横浜で特別な

思い出に残るひと時を体験しませんか。 

また、「日帰りツアー」については割引率を全日 50％に変更し、ポケットカルチャーのツアーも新たに販売 

を開始しています。是非、この機会に横浜の魅力的な観光スポットの回遊をお楽しみください。 

 

 

［ポイント］※実施内容等詳細は次ページ以降をご覧ください。 

１．第四弾から宿泊クーポン割引率を全日 60％に変更し、複数人や２泊利用向けのクーポンを新設 

割引率を土日祝は 60％に引き上げ（これまでは 50％）、全日 60％に変更し、複数人や２泊利用を対象とし

た最大 36,000円割引クーポンを新設します。 

 

２．第四弾のスタートの目玉として宿泊特別クーポンを数量限定で新設 

   数量限定で人数や宿泊数に関わらず使える最大 36,000 円のスペシャルクーポンを新設します。 

    

３．日帰りツアーの割引率を全日 50％に変更、新規事業者（ポケットカルチャー）の日帰りツアー販売開始 

  割引率を土日祝は 50％に引き上げ（これまでは 30％）、全日 50％に変更しました。 

  販売事業者としてポケットカルチャーが新規参入することで、日帰りツアーのバリエーションを増やしま

した。 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 1 0 月 2 5 日 （ 火 ） 
 

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー  

記 者 発 表 資 料  

 



 

 

１.「 Find Your YOKOHAMA キャンペーン 」のクーポン詳細 

（１）宿泊クーポン（ＪＴＢ ホームページほか） 

クーポン 

発行期間 

及び 

対象期間 

【第四弾】 

令和４年 11月１日(火)チェックイン～令和５年２月 16 日（木）チェックアウト 

※取得した宿泊クーポンは予約時に利用することが必要です。 

※期間の途中で利用条件、クーポンの内容が変更になる場合があります。 

※予算上限に達し次第受付を終了いたします。 

実施内容  宿泊予約時に下記の利用条件を満たしている場合に割引が適用になります。 

ア 利用条件（１人以上,１泊以上） 

利用金額 7,000円以上 10,000 円以上 15,000円以上 

クーポン額 4,200円 6,000 円 9,000円 

イ 利用条件（２人以上,１泊以上） 

利用金額 15,000円以上 20,000 円以上 30,000円以上 

クーポン額 9,000円 12,000 円 18,000円 

ウ 利用条件（１人以上,２泊） 

利用金額 15,000円以上 20,000 円以上 30,000円以上 

クーポン額 9,000円 12,000 円 18,000円 

エ 利用条件（２人以上,２泊） 

利用金額 30,000円以上 40,000 円以上 50,000円以上  60,000円以上 

クーポン額 18,000円 24,000 円 30,000円  36,000 円 

※神奈川県を訪れる方の旅行を対象とした割引キャンペーン「いざ、神奈川！」とは併用で

きません。 

購入方法 以下のホームページまたは店舗窓口にて購入いただけます。 

※キャンペーン特設ページからアクセスしてください。 

・ＪＴＢ ホームページ 

・神奈川県内一部のＪＴＢ店舗店舗（ア、イのみ取り扱い） 

・るるぶトラベル  

・たびゲーター（Yahoo！トラベル内、るるぶトラベルプラン） 

対象宿泊施設

例（予定） 

・ウェスティンホテル横浜 

・ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 

・横浜ベイホテル東急 

・ハイアットリージェンシー横浜 

・新横浜プリンスホテル 等約 50施設 

 

（２）宿泊特別クーポン（ＪＴＢ ホームページほか）数量限定販売 

クーポン 

発行期間 

及び 

対象期間 

令和４年 11月１日(火)チェックイン～令和５年２月 16 日（木）チェックアウト 

※取得した宿泊クーポンは予約時に利用することが必要です。 

※期間の途中で利用条件、クーポンの内容が変更になる場合があります。 

※上限枚数に達し次第受付を終了いたします。 

実施内容  利用条件 １人以上、１泊以上 

ア  

利用金額 20,000円以上 

クーポン額 12,000円 

クーポン枚数 600 枚 

イ  

利用金額 30,000円以上 

クーポン額 18,000円 

クーポン枚数 300 枚 

ウ 

利用金額 40,000円以上 

クーポン額 24,000円 

クーポン枚数 200 枚 

 



 

 

エ  

利用金額 50,000円以上 

クーポン額 30,000円 

クーポン枚数 100 枚 

オ 

利用金額 60,000円以上 

クーポン額 36,000円 

クーポン枚数 50枚 

※神奈川県を訪れる方の旅行を対象とした割引キャンペーン「いざ、神奈川！」とは併用で

きません。 

※対象宿泊施設は（１）と同様の予定です。 

購入方法 以下のホームページにて購入いただけます。 

※キャンペーン特設ページからアクセスしてください。 

・ＪＴＢ ホームページ 

・るるぶトラベル  

・たびゲーター（Yahoo！トラベル内、るるぶトラベルプラン） 

 

（３）体験・入場チケットの割引クーポン（アソビュー！） 

クーポン 

発行期間 

及び 

対象期間 

令和４年４月 15日（金）14：00～令和５年２月 15日（水）予定 

※期間の途中で利用条件、クーポンの内容が変更になる場合があります。 

※予算上限に達し次第受付を終了いたします。 

※１回１人あたり、割引上限：１万円 

実施内容  ア 体験プランの割引クーポン 

平日 土日祝日 

50％割引 30％割引 

※12月 29 日（木）～1月 3日（火）の年末年始は祝日扱いとなります。 

イ 入場チケットの割引クーポン  

全日 

50％割引 

ウ 文化芸術チケットの割引クーポン 

全日 

30％割引 
 

購入方法 以下のホームページから購入いただけます。 

アソビュー！ 特設ページ（ https://www.asoview.com/note/3084/ ） 

コンテンツ例

（予定） 

ア 体験プランの割引クーポン例 

・横浜クルージング 

・横浜セグウェイツアー 

・横浜武道館 空手板割体験 等 

イ 入場チケットの割引クーポン例 

・GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 

・三溪園 

・日本丸シーカヤック教室 

・横浜開運水族館 フォーチュンアクアリウム 

・横浜・八景島シーパラダイス  

・横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデン 等 

ウ 文化芸術チケットの割引クーポン例 

・ビルボードライブ横浜 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asoview.com/note/3084/


 

 

（４）着地型商品（はまポン） 

クーポン 

発行期間 

及び 

対象期間 

令和４年７月１日（金）～令和５年２月 15 日（水）予定 

※期間の途中で利用条件、クーポンの内容が変更になる場合があります。 

※予算上限に達し次第受付を終了いたします。 

※１回１人あたり、割引上限：１万円 

実施内容  着地型商品の割引クーポン 

全日 

50％割引 
 

購入方法 以下のホームページから購入いただけます。 

はまポン特設サイト（https://yokohamagift.com/fyycp_2022/ ） 

ツアー例 ・横浜の空と海と豪華船上ディナーを堪能（ペア） 

・歴史の街で馬車道ランチ&横浜港クルージング 

・横浜中華街お洒落カフェ&中華街パワーストーンブレスレット作り 

 

（５）日帰りツアー（はとバス・ポケットカルチャー） 

クーポン 

発行期間 

及び 

対象期間 

令和４年５月７日（土）～令和５年２月 15 日（水）予定 

※期間の途中で利用条件、クーポンの内容が変更になる場合があります。 

※予算上限に達し次第受付を終了いたします。 

※１回１人あたり、割引上限：１万円 

実施内容  日帰りツアーの割引クーポン 

※10月 17 日（月）より変更 

全日 

50％割引 
 

購入方法 以下のホームページから購入いただけます。 

はとバス特設サイト（ https://www.hatobus.co.jp/feature/findyouryokohama ） 

ポケットカルチャー特設サイト（https://www.poke.co.jp/yokohama_2022/）※10 月 17 日

（月）より新規参入（10 月 24日時点 ９コース販売中） 

ツアー例 
（ポケットカル

チャー） 

・京浜工場夜景・みなとみらいクルーズと横浜中華街 

・ホテルニューグランド「ル・ノルマンディ」で愉しむ特別ランチとテーブルマナー＆ワイン講座 

・スカイダック横浜＆横浜ロイヤルパークホテル最上階「シリウス」ランチブッフェと横浜みなと博物館 

・もぎたてフルーツ！みかん狩り食べ放題と横浜イングリッシュガーデン秋バラ観賞バスツアー ～ホテ

ルの洋食ランチ付～ 

 

２. キャンペーンの対象者 

全国（日本に居住している方に限ります） 

  ※日本に居住していることの分かる本人確認書類の提示が必要です。 

 

３. 利用条件 

「 Find Your YOKOHAMA キャンペーン 」の割引適用を受けるには、ワクチン接種済証（３回接種してい

ること）又は確認日の３日前以降（抗原定性検査の場合は前日又は当日）の検体採取による検査結果が陰

性であることが条件となります。 

 

４. キャンペーン特設ページ 

https://www.welcome.city.yokohama.jp/findyouryokohama2022/ 

（「横浜観光情報」webサイト内） 

  

お問い合せ先 
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 

事業部 事業開発課長 宮本 裕子 TEL：045-221-2111 Email: fyy@ycvb.or.jp  
※本日は 19：00まで在席しております。 

https://www.hatobus.co.jp/feature/findyouryokohama
https://www.poke.co.jp/yokohama_2022/
mailto:fyy@ycvb.or.jp

