横浜市内の主要観光スポット（一部、飲食店など含む）の営業／開館および営業再開情報
2022年1月28日更新
※下記情報は状況により変更になる場合があります。お出かけの際は必ず各施設の公式サイトを確認するか、直接お問合せ下さい。
※一部の施設の情報は施設の公式サイトの情報を参照して作成しています。
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縮小営業

【営業時間（1/21 ～2/13）】
地下2階～8階 10:00～20:00
10階レストラン 11:00～21:00（認証店）
※酒類のご提供は午後8時まで。

―

045-465-2111 1/28

https://www.sogo-seibu.jp/inf/

休館

【営業時間】3/3まで休館
※ミュージアムショップは通常通り営業

―

045-465-5515 1/28

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～）】
地下2階～7階 10:00～20:00 8階 10:00～19:00
※一部閉場時間が異なる場合あり。
B１食料品（地下街エリア）10:00 ～21:00
8階 ローズダイニング 11:00～21:00
※hama-pla：平日 7：30～21：00／土日祝日 10：00～21：00
※一部、営業時間の異なる売場・休止中のサービス・施設あり。

―

045-311-5111 1/28

http://www.takashimaya.co.jp/yokohama/

横浜駅 観光施設 横浜イングリッシュガーデン

通常営業

【営業時間】10:00～17:00(最終入園は16:30)

―

045-326-3670 1/28 http://www.y-eg.jp/

横浜駅 観光施設 宮川香山 眞葛ミュージアム

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～当面の間】
土日のみ開館（10:00～16:00）定員10名まで

―

045-534-6853 1/28

http://kozan-makuzu.com/

横浜駅

時短
縮小営業

【営業時間(1/21～当面の間)】全日:物販（1F ～7F）10:00～21:00
レストラン（8F・ 9F):11:00～21:00

―

045-311-1471 1/28

http://yokohama-mores.jp/

1/18～しばらくの間、臨時休館

―

045-312-0119 1/28

http://bo-sai.city.yokohama.lg.jp/

―

045-290-2080 1/28 https://spa-eas.com/

時短
縮小営業

【営業時間1/27 ～当面の間）】ショップ:11:00～20:00
サービス 11:00～21:00
レストラン・カフェ＆サービス:11:00～21:00
※一部休業、営業時間の異なる店舗あり。
※酒類の提供については店舗により異なる。

―

045-577-8123 1/28

横浜駅 観光施設 アソビル

時短
縮小営業

全館営業時間： 10:00-22:00 ※フロアによって異なる
RF営業時間： 11:00-22:00 ※土日は20時まで
4F営業時間： 10:00-20:00 ※18時以降は女性限定のフォトスポット営業
3F営業時間： デジタルハリウッドのみ営業中
2F営業時間： 改装中
1F飲食店フロア営業時間： 11:00-20:00
※1Fインフォメーション営業時間： 休業中(再開時期未定)
B1F営業時間： 閉店
※営業時間/ラストオーダーは店舗により異なる。
※1F通路の通り抜け可能時間は7:00-25:00

―

記載なし

横浜駅

時短
縮小営業

【営業時間】（1/21～）
※一部の店舗が営業休止、営業時間は店舗により異なる
※営業日は店舗により異なるため、詳細はＨＰを確認
※アルコールの提供は11：00～20：00、１つのテーブルに４名以内

―

045-411-1111 1/28

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～当面の間）】
ショッピング10:00～21:00
レストラン等酒類提供あり店舗11:00～21:00
酒類提供なし店舗：11：00～20：00
※一部営業時間が異なる

―

045-316-3200 1/28

http://www.sotetsu-joinus.com/

そごう横浜店

横浜駅 文化・芸術 そごう美術館

横浜駅

ショッピング

ショッピング

横浜タカシマヤ

横浜モアーズ

横浜駅 観光施設 横浜市民防災センター

横浜駅 観光施設 ＳＰＡ ＥＡＳ

横浜駅

横浜駅

ショッピング

ホテル

ショッピング

横浜ベイクォーター

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ

ジョイナス

休館

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】9:30～23:00 (最終受付21：30）
浴室・6階・7階：～22：00
レストラン：11：00～21：00（フードL.O 19：50 ドリンクL.O 20：15)
カフェ：10：00～21：00（フードL.O 19：50 ドリンク L.O 20：30）
※酒類の提供は11：00～20：00まで

http://www.yokohama-bayquarter.com/

1/28 https://asobuild.com/

横浜駅

ショッピング

NEWoMan YOKOHAMA

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～）】
ショッピング11:00～20:00、土日祝10:00～20:00
レストラン11:00～21:00
※閉店時間は店舗により異なる
※一部営業時間が異なる。
※一部利用できない施設・サービスあり。

横浜駅

ショッピング

CIAL横浜

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～当面の間）】 10:00～21:00
※店舗により営業開始時刻が異なるため詳細はＨＰを確認

―

045-320-8000 1/28

https://www.cial.co.jp/yokohama/

横浜駅 観光施設 日産 グローバル本社ギャラリー

通常営業

【営業時間】
10:00〜20:00

―

045-523-5555 1/28

http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/

横浜駅

時短
縮小営業

【営業時間(1/21～当面の間)】
ショップ、スイーツ＆デリ 10:00～20:00、レストラン11:00～20:00
※一部営業時間が異なる

―

045-441-1211 1/28

http://www.yokohamaporta.jp/

―

045-453-3511 1/28

https://www.lumine.ne.jp/yokohama/

ショッピング

横浜東口地下街ポルタ

横浜駅

ショッピング

ルミネ横浜

横浜駅

ショッピング ヨコハマスカイ（横浜スカイビル）

時短
縮小営業

【営業時間(1/21～当面の間)】
ショッピングフロア 平日 10:00～21:00 ／ 土日祝 10:00～20:30
レストランフロア 11:00～21:00
※一部営業時間が異なるショップあり
※７F喫煙所、屋上は閉鎖中。
※ベビーカーのご利用…通常通り貸出中。B1インフォメーションへ問合
せ。
※５Fベビー休憩室…通常通り利用可能。
※館内の各種サービスのご利用可能時間は設置フロアの営業時間に準
じます。

―

045-577-0330 1/28

https://www.newoman.jp/yokohama/

時短
縮小営業

【営業時間(1/21～当面の間)】
物販 サービス 10:00～20:00、飲食 11:00～21:00
※一部営業時間が異なる店舗あり

―

045-441-2424 1/28

http://www.yokohama-sky.co.jp/

横浜赤レンガ倉庫 イベン
ＭＭ２１ 観光施設 ト広場／2号館／1号館 1F
ショップ

時短営業

【営業時間】
1号館10:00～19:00
※2Fスペース、3Fホールはイベントにより異なります
2号館11:00～20:00
※カフェ・レストランの営業時間は店舗により異なる

―

045-227-2002 1/28

https://www.yokohama-akarenga.jp/event/

横浜赤レンガ倉庫 1号館
ＭＭ２１ 観光施設 3Fホール／2F展示スペー
ス

時短営業

【受付時間】10:00～18:00。展示会については主催者により開催時間が
異なる。

―

045-211-1515 1/28

https://akarenga.yafjp.org/event/

ＭＭ２１ 観光施設 パシフィコ横浜

部分営業

ショップは営業再開も休業日あり、レストラン休業も多く、またスケジュー
ル未定も多い。部分営業のため、要HP確認。

―

045-221-2155 1/28

http://www.pacifico.co.jp/

ＭＭ２１ 観光施設 カップヌードルミュージアム 横浜

通常営業

【営業時間 10:00～18:00 (入館は17:00まで)】

―

045-345-0918 1/28

https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/yokohama/

―

045-227-8855 1/28

https://www.yokohama-anpanman.jp/

1/28

http://www.minatomirai21.com/

【営業時間】 ミュージアム 10:00～17:00（最終入館16:00）
レストラン 10:00～18:00
※ミュージアムへの入館は日時指定のWebチケット事前購入が必要

ＭＭ２１ 観光施設

ＭＭ２１

横浜アンパンマンこどもミュージアム

その他 横浜みなとみらい２１

ＭＭ２１ 観光施設 よこはまコスモワールド

ＭＭ２１ 観光施設 横浜みなとみらい万葉倶楽部

ＭＭ２１

ショッピング

横浜ワールドポーターズ

通常営業

※2・3F ミュージアムへのご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入
が必要
※1F ショップ＆フード・レストランは入場無料
※混雑状況によってはご入場を一時的にお待ちいただく場合あり

時短
営業

―

時短
縮小営業

【営業時間】平日11:00～20:00 休日 11:00～21:00
※キッズカーニバル・ゾーンは平日・土日とも19:00まで。
※「コスモクロック21」の受付およびワンダーアミューズ・ゾーンの最終入
場は19:45まで。混雑時には受付終了が早まる場合あり。

―

045-641-6591 1/28 http://cosmoworld.jp/

通常営業

【営業時間（1/21～】
大浴場 6:00 ～翌2:00 岩盤浴11:00～23:00
お食事 11:30～15：00、17：00～21：:00
※アルコールは20：00まで、お食事は20：30
※カラオケルーム等一部営業休止

―

0570-07-4126 1/28

http://www.manyo.co.jp/mm21/

時短
縮小営業

【営業時間（10/1～当面の間】
ショッピング 【通常営業】10:30～21:00
※一部異なる店舗あり
レストラン＆カフェ 11:00～23:00
※一部異なる店舗あり

―

045-222-2000 1/28

http://www.yim.co.jp/index.html

時短
縮小営業

【営業時間(1/21～2/13）】
物販・カフェ 基本営業10:30～20:00
※店舗により営業時間が異なるためHPにて要確認

―

045-211-8080 1/28

https://www.hammerhead.co.jp/

通常営業

【営業時間】10:00～17:00（閉館30分前に受付終了）
※臨時閉館する場合があるため、最新情報はＨＰで要確認

―

045-211-1118 1/28

https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/kouhou/jcgm_yokohama/

ほぼ
通常営業

平日と土休は別ダイヤで運行中

―

045-664-2525 1/28

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/tanoshimou/kanko/akaikutsu.html

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】
ショッピング 11:00～20:00
カフェ＆レストラン 11:00～21:00
みらい横丁 11:00～21:00
※一部店舗を除く
※今後の状況により、都度変更となる可能性あり
※最新情報は各店舗まで要確認

―

045-222-5015 1/28

http://www.yokohama-landmark.jp/page/

通常営業

【営業時間（1/21～当面の間）】
■通常営業 10:00～21:00（最終入場：20:30）
■延長営業 10:00～22:00（最終入場：21:30）
※毎週土曜日と月曜日が祝祭日（振替休日含む）の場合の前日の日曜
日、その他特定日
※上記時間以外に特別営業あり

―

045-222-5030 1/28

http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/page/

時短
縮小営業

【営業時間 (1/21～当面の間)】
ショッピング＆フードコート：月～木10:00～20:00、土日祝10:00～最大
21:00
レストラン（全日）11:00～21:00
※営業時間が店舗によって異なる

―

045-224-0650 1/28

http://www.mec-markis.jp/mm/

時短
縮小営業

※更新確認できず
【営業時間 (10/25～当面の間)】物販 11:00～20:00、飲食 11:00～ 22:00
※今後の状況により営業時間が変更となる場合あり
※一部店舗では営業時間が異なる場合あり

―

045-680-6101 1/28

http://www.marineandwalk.jp/

長期休館

3/1から大規模改修のため長期休館
（2023年度中のリニューアルオープン予定）
今秋より一部のプログラムの再開を予定

―

045-221-0300 1/28

http://yokohama.art.museum/

時短
縮小営業

宿泊業務は通常営業
レストランの営業時間は店舗により異なるため、HPで要確認

―

045-223-2222 1/28

http://www.interconti.co.jp/yokohama/

長期休館

2021年1月1日～2022年10月まで(大規模修繕工事のため）休館

―

045-682-2000 1/28

https://mmh.yafjp.org/mmh/index.php

ＭＭ２１ 観光施設 原鉄道模型博物館

通常営業

【営業時間】10:00 ～17:00（最終入館 16:30）
※事前予約制
※入館可能時間（６部制）①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③12:00～
13:00 ④13:00～14:00⑤14:00～15:00 ⑥15:00～16:30

―

045-640-6699 1/28

http://www.hara-mrm.com/

ＭＭ２１ 観光施設 三菱みなとみらい技術館

通常営業

平日10:00～15:00（入館は14時30分まで）
土日・祝日10:00～16:00（入館は15:30まで）
※入場制限、一部施設の休止

―

045-200-7351 1/28

http://www.mhi.co.jp/museum/

―

045-221-0280 1/28

http://www.nippon-maru.or.jp/

【営業時間】10:00～17:00（最終入館16:30）
※横浜みなと博物館のみ長期休館

―

045-221-0280 1/28

http://www.nippon-maru.or.jp/

しばらくの間休業

―

045-226-1919 1/28

https://reserve.motionblue.co.jp/reserve/schedule/move/202003

宿泊業務は通常営業
【営業時間(1/27～）】
※営業時間は店舗により異なるため、要ＨＰ確認
※アルコール類の提供は11:00～20:00、1テーブル4人以内

―

045-221-1111 1/28 http://www.yrph.com/

―

045-319-6543 1/28 http://orbiearth.jp/

―

045-663-3252 1/28

ＭＭ２１

グルメ 横浜ハンマーヘッド

ＭＭ２１ 観光施設 海上保安資料館

ＭＭ２１ アクセス

ＭＭ２１

ショッピング

横浜市交通局「あかいく
つ」バス

横浜ランドマークプラザ

ＭＭ２１ 観光施設 スカイガーデン

ＭＭ２１

ショッピング

MARK IS みなとみらい

ＭＭ２１

ショッピング MARINE & WALK YOKOHAMA

ＭＭ２１ 文化・芸術 横浜美術館

ヨコハマ グランド

ＭＭ２１

ホテル インターコンチネンタル ホテ
ル

ＭＭ２１ 文化・芸術 横浜みなとみらいホール

ＭＭ２１ 観光施設 横浜みなと博物館

ＭＭ２１ 観光施設 帆船日本丸

ＭＭ２１ 観光施設 モーション・ブルー・ヨコハマ

ＭＭ２１

ホテル 横浜ロイヤルパークホテル

ＭＭ２１ 観光施設 オービィ横浜

ＭＭ２１ 観光施設 JICA海外移住資料館

改修工事 改修工事のため2021年6月7日（月・休館日）～2022年4月頃（予定）まで
(臨時休館) 休館。

通常営業

休業

時短
縮小営業

営業終了

―

改修工事 2021年11月29日（月）～2022年3月31日（木）臨時休館
(臨時休館) 館内の別室にてミニ展示を実施予定

https://www.jica.go.jp/jomm/

ＭＭ２１ 結婚式場 アニヴェルセルみなとみらい

ほぼ通常営
【営業時間】平日12:00～18:00 土日祝10:00～18:00
業

―

045-226-2088 1/28

https://www.anniversaire.co.jp/wedding/minatomirai/

縮小営業

宿泊は通常営業
レストラン営業（1/23～）ランチ営業休業

―

045-633-6000 1/28

https://www.navios-yokohama.com/

通常営業

受付時間:9:30～18:00

―

03-3215-0008 1/28

https://www.skybus.jp/course/?id=1499860040-092824

通常営業

【営業時間】Web事前予約制を導入し、1日3回入れ替え制（事前予約制）
1回目 入館時間10:00～11:00 ※退館11:30
マイ車両工場体験スタート時間10:15～約1時間
2回目 入館時間12:30～13:30 ※退館14:00
マイ車両工場体験スタート時間12:45～約1時間
3回目 入館時間15:00～16:00 ※退館16:30
マイ車両工場体験スタート時間15:15～約1時間
※入館または各種体験の予約は日によって異なるため、HP参照
※土休日・混雑期事前予約のない方入館不可
※平日の入館は事前予約不要、整理券（先着）による入館制限あり
※各種体験は要事前予約
※2月分の事前予約は，1月1日15:00から予約受付開始

―

03-5789-8686
または
1/28
045-225-9696

https://www.keikyu.co.jp/museum/

ＭＭ２１ 観光施設 資生堂S/PARK

縮小営業

【営業時間】ミュージアム 11:00～18:00
カフェ 9:00～18:30(L.O.18:00) 土祝9:00～18:00 (L.O. 17:00)
日曜定休 テイクアウト（11:00～15:00）
※一部の体験型コンテンツは休止。

―

045-222-1600 1/28

https://spark.shiseido.co.jp/

ＭＭ２１

ショッピング

クイーンズスクエア横浜

時短
縮小営業

【営業時間】物販 11:00～20:00 飲食 11:00～21:00
施設・店舗により営業時間が異なる。

―

045-682-2100 1/28 https://qsy-tqc.jp/

ＭＭ２１

ショッピング

みなとみらい東急スクエア

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～当面の間）】ショップ＆サービス11:00～20:00、
レストラン11:00～21:00 (L.O.は店舗により異なる)
※当面の間、店舗により営業時間(ラストオーダー時間)が異なる

―

045-682-2100 1/28

https://www.minatomirai-square.com/

―

045-222-6500 1/28

http://colettemare-yokohama.com/

ＭＭ２１

ＭＭ２１

ホテル ナビオス横浜

港内観光船

スカイダック横浜

ＭＭ２１ 観光施設 京急ミュージアム

ＭＭ２１

ショッピング

コレットマーレ

通常営業

【営業時間（1/21～2/13】
ショッピング 11:00～20:00 レストラン 11:00～21：00
※一部店舗により異なる
※酒類の提供は20：00まで

ＭＭ２１

ショッピング

MMテラス

時短営業

【営業時間（1/21～当面の間）】飲食店を中心に営業時間を変更
7:00～21:00（営業時間は店舗により異なる）

―

045-640-3401 1/28

http://www.mm-terrace.com/index.php

縮小営業

【営業時間】
※（山手111番館）カフェ・ザ・ローズ 10:00～17:00（ラストオーダー16:30）
※（外交官の家）ブラフガーデンカフェ 10:00～16:30（ラストオーダー
16:15）

―

各施設まで

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/yamate-seiyoukan/

通常営業

【営業時間】9:30～17:00（入館は16:30まで）
ショップ10:00～17:00 カフェ11:00～19:00

―

045-671-9361 1/28

http://www.doll-museum.jp/

―

045-290-8377 1/28

https://www.reservedcruise.com/

元町・山手・
中華街・山
下

山手西洋館
（外交官の家、ブラフ18番
館、ベーリック・ホール、エ
観光施設
リスマン邸、山手234番
館、横浜市イギリス館、山
手111番館）

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

桜木町・
野毛

港内観光船

横浜人形の家

リザーブドクルーズ

縮小営業

営業再開も、日数を減らして運航中
・赤レンガCaféクルーズ再開
（金曜日・土曜日・日曜日・祝日の運航）
・工場夜景ジャングルクルーズ再開
（週末限定、１日１便のみ）
・横浜夜景ファンタスティックカフェシップ
（週末限定、１日１便のみ）

1/28

2月1（木）～28（月）は船舶点検・整備のため、以下クルーズは運休
・赤レンガcaféクルーズ
・工場夜景ジャングルクルーズ
・横浜夜景ファンタスティックカフェシップ

桜木町・
野毛

屋形船 屋形船 正義丸

時短
縮小営業

イベント船中止。※更新確認できず

―

045-441-4297 1/28

http://www.masayoshi-maru.jp/

桜木町・
野毛

屋形船 屋形船 濱進

時短
縮小営業

運行再開

―

045-781-7377 1/28

http://www.hamashin.co.jp/

桜木町・
野毛

屋形船 屋形船 すずよし

【営業時間（1/21～2/13）】休業期間以外の予約受付中

―

045-231-1600 1/28 http://www.suzuyoshi.jp/

桜木町・
野毛

屋形船 屋形船 つき丸

【営業時間】不定（予約制）※更新確認できず
ランチコース 最終出航13時 ※13時以降相談可
通常コース 最終出航20時

―

045-263-6361 1/28

休業

時短
縮小営業

https://tsukimar
u.jp/

時短営業

1/8～
【営業時間】
月～日、祝日、祝前日: 11:00～20:00 （料理L.O. 19:00 ドリンクL.O.
19:00）

―

045-212-5773 1/28

https://hamakaze.owst.jp/

桜木町・
観光施設 横浜市立野毛山動物園
野毛

通常営業

【営業時間】9:30 ～16:30（入園は16:00）
※イベントやガイド等の実施、学校対応プログラムの新規受付を再開

―

045-231-1307 1/28

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/

桜木町・
文化・芸術 横浜にぎわい座
野毛

時短
縮小営業

【営業時間】施設の利用は10:00～21:00
施設貸出について：１月17日（月）以降にキャンセルの申し出があった、１
月21日（金）～年２月13日（日）までの利用については、キャンセル料の
徴収は行いません。

―

045-231-2515 1/28 http://nigiwaiza.yafjp.org/

桜木町・
観光施設 JFlight
野毛

通常営業

【営業時間（11/1～）】10：00～18：00

―

045-250-5053 1/28

https://jflight.jp/

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～当面の間）】
・物販・食物販10:00～21:00
・レストラン 11：00～20:00/21：00 （店舗により異なる）
・ファッション・服飾雑貨10:00～21:00
※営業時間の異なる店舗あり

―

045-227-8500 1/28

https://www.cial.co.jp/sakuragicho/

桜木町・
文化・芸術 横浜能楽堂
野毛

時短
縮小営業

【営業時間】開館時間:9:00～22:00
貸室利用について：１/１７以降にキャンセルの申し出があった、１/２１日
～２/１３までの利用については、キャンセル料の徴収は行いません。

―

045-263-3055 1/28 http://ynt.yafjp.org/

桜木町・
野毛

縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】
一部休業の店舗あり、店舗により営業時間が異なるためＨＰ要確認

―

045-683-3151 1/28

http://www.crossgate.net/

桜木町・
文化・芸術 神奈川県立音楽堂
野毛

時短
縮小営業

【営業時間（1/22～】9:00～17:00
※公演時間の変更等の可能性があるため、最新情報を主催者HP等で
要確認
※音楽堂チケットセンター:13:00～17:00（通常営業）

―

045-263-2567 1/28

http://www.kanagawa-ongakudo.com/

関内・馬車
道・伊勢佐 港内観光船
木町

時短
縮小営業

横浜港内遊覧は月曜～金曜運休中。
15時、16時、17時発の1日3便（土日のみ）
※当日の天候や潮位により運行中などあり

―

045-201-0821 1/28

http://www.keihinferry.co.jp/

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設 日本新聞博物館（ニュースパーク）
木町

通常営業

【営業時間】10:00～16:30（入館は16:00まで)

―

045-661-2040 1/28 https://newspark.jp/

関内・馬車
道・伊勢佐
木町

縮小営業

※当面の間アルコールの提供自粛
※「NISSAN STAR SUITES」・「YOKOHAMA BAY LOUNGE」は、マスク飲
食実施店の認証店であり、20時まではアルコール類を提供

―

045-661-1251 1/28

http://www.yokohama-stadium.co.jp/

桜木町・
野毛

桜木町・
野毛

屋形船 屋形船 はまかぜ

ショッピング

シァル桜木町

グルメ クロスゲート

京浜フェリーボート

スポーツ 横浜スタジアム

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

ヨコハマ創造都市センター

縮小営業

アートの展示会場として開館中

―

045-663-2813 1/28

http://www.bankart1929.com/bank2020/space/temporary/index.html

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

横浜税関

縮小営業

横浜税関資料展示室
火水木金 10：00～16：00

―

045-212-6053 1/28

https://www.customs.go.jp/yokohama/

時短営業

【営業時間】（1/21～）
全施設22:00まで利用可能

―

045-662-1221 1/28 http://kannaihall.jp/

―

045-201-0708 1/28

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/

―

045-663-2424 1/28

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/

http://www.eurasia.city.yokohama.jp/

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設 横浜市市民文化会館 関内ホール
木町

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

横浜市開港記念会館

改修工事
令和３年12月から令和６年春まで保存改修工事
(長期休館)

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

横浜都市発展記念館

部分営業

【営業時間】9:30～17:00（入館は16:30まで）
3階企画展示室の空調機の故障により、十分な換気量が確保できないた
め、当面の間、企画展の開催を延期。4階常設展示室及び2階横浜ユー
ラシア文化館常設展示室は通常どおり開館

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

横浜ユーラシア文化館

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:30～17:00(入館は16:30まで)
※オンラインチケット事前購入制。定員に空きがある場合のみ、当日1階
総合受付でチケット購入可

―

045-663-2424 1/28

時短営業

【営業時間（1/8～】
平日（月曜日～金曜日）
昼の部：11：30～14：00
夜の部：16：00～20：00
（お食事ラストオーダー19：30 アルコールラストオーダー19：00）
土曜日：11：30～20:00
（お食事ラストオーダー19：30 お飲み物ラストオーダー19：00）
日曜・祝日：11：30～19：00
（お食事ラストオーダー18：30 お飲み物ラストオーダー18：30）

―

045-641-9901 1/28 http://www.umaya.com/

ほぼ
通常営業

【営業時間】10:00～17:00（入館は16：3.0まで）

―

045-211-1923 1/28

関内・馬車
道・伊勢佐
木町

グルメ 驛の食卓（横浜ビール）

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

日本郵船歴史博物館

https://museum.nyk.com/

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

横浜開港資料館

時短
縮小営業

【開館時間（1/6～）】9:30～17:00（入館は16:30まで）
閲覧室はオンラインによる日時指定の定員制（先着順）
閲覧室開室時間 10:00～12：:00、13：30～15：30

―

045-201-2100

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

神奈川県立歴史博物館

ほぼ
通常営業

※1/21～2/13 来館にあたって事前予約が必要
【開館時間】9:30～17:00 (入館は16:30まで)

―

045-201-0926 1/28

関内・馬車
道・伊勢佐 観光施設
木町

放送ライブラリー

通常営業

【営業時間（1/21～）】10:00～17:00（視聴申込みは16:30まで）

―

045-222-2828 1/28 http://www.bpcj.or.jp/

通常営業

2/19・2/20開催予定

―

記載なし

元町・山手・
中華街・山 観光施設 横浜港 大さん橋国際客船ターミナル
下

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】2Fロビー、大さん橋ホール:9:00～21:30
・ロイヤルウイング：１/２５～１日３便にて運行。
・サブゼロ：１/１１～２/１１まで改修工事により休業。２/１２～営業予定。
・ブルーターミナル：１１：００～２０：００（LO１９時３０分）

―

045-211-2304 1/28 https://osanbashi.jp

元町・山手・
中華街・山
下

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】店舗によっては、営業日及び営業時間の変更
だけでなく、提供メニューの変更や休業する店舗が出てくるため、詳細を
直接店舗へお問い合わせください。

―

045-662-1252 1/28

http://www.chinatown.or.jp/

横濱ハイカラきもの館
山下町店／大さん橋店

時短
縮小営業

【営業時間】事前予約制
山下町店:10:00〜17:00（受付16:00まで）不定休
大さん橋店:10:30～17:00 不定休

―

山下町店
1/28
045-663-8108

https://www.shinnichiya.com/kimonokan

ロイヤルウイング

時短
縮小営業

予約受付時間10:00～19:00
ディナークルーズの運航時間は18:00～19:50

―

045-662-6125 1/28

https://www.royalwing.co.jp/

―

045-671-7719 1/28

https://www.yokohama-cruising.jp/

関内・馬車
道・伊勢佐
木町

元町・山手・
中華街・山
下

イベント 横浜北仲マルシェ

グルメ 横浜中華街

体験

元町・山手・
中華街・山 港内観光船
下

1/28

1/28

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/index.htm

http://ch.kanagawa-museum.jp/

http://www.yokohama-kitanaka-marche.jp/

元町・山手・
中華街・山 港内観光船
下

マリーンルージュ

通常営業

【営業時間（1/21～）】
〇マリーンルージュ19時30分発
・120分クルーズより90分クルーズへ変更
・1テーブルを4名以内の利用
・レストランの営業時間を21：00、酒類の提供時間は20：00まで

元町・山手・
中華街・山 港内観光船
下

マリーンシャトル

営業終了

2021年7月で営業終了

―

045-671-7719 1/28

https://www.yokohama-cruising.jp/

通常営業

※12/1～終日運行再開

―

045-671-7719 1/28

https://www.yokohama-cruising.jp/

元町・山手・
中華街・山
下

アクセス シーバス

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

象の鼻テラス

通常営業

【営業時間】10:00～18:00
1/29、1/30象の鼻マルシェは中止

―

045-661-0602 1/28

http://www.zounohana.com/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

横浜媽祖廟

通常営業

開廟時間 9:00～19:00

―

045-681-0909 1/28

http://www.yokohama-masobyo.jp/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

横浜関帝廟

通常営業

開廟時間 9:00～19:00

―

045-226-2636 1/28

http://www.yokohama-kanteibyo.com/

―

045-681-5588 1/28 https://www.daska.jp/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

横浜大世界

通常営業

【営業時間 (1/5～)】
[1F]マーケット 10:30 ～18:00
開華樓 平日11:00 ～18:00、土日祝10:30～18:00
[2F]チョコファクトリー＆ミュージアム
平日11:00 ～17:00 土日祝11:00～18:00
[3F～8F]10:30 ～18:00 ※一部店舗により営業時間が異なる

元町・山手・
中華街・山 ショッピング
下

横浜博覧館

通常営業

【営業時間 (11/8～)】
[1F] マーケット＆ 開華樓 10:30～18:00
[2F]おやつファクトリー 11:00～17:00

―

045-640-0081 1/28 http://hakurankan.jp/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

NHK横浜放送局 ハートプラザ
縮小営業

【営業時間】平日 10:00～18:00
※ハートプラザの見学施設を一部再開

―

045-212-2822 1/28

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

横浜外国人墓地

実質休館

基地募金公開は当面休止。
PayPalによる寄附金アカウントを開設中（送金可能）

―

1/28

http://www.yfgc-japan.com/

【営業時間（1/20～当面の間】宿泊業務は通常営業
※店舗ごとに営業時間が異なるため、要ＨＰ確認
※酒類の提供は11:00〜20:00まで
※1テーブル最大4名以内

―

045-681-1841 1/28

https://www.hotel-newgrand.co.jp

【営業時間（1/20～2/13】宿泊業務は通常営業
平日11:30～15:00（L.O.14:00)・17:00～21:00（L.O. 20:00)
土日祝：11:30～21:00(L.O.20:00)

―

045-681-3311 1/28

http://www.rosehotelyokohama.com/

時短

元町・山手・
中華街・山
下

ホテル

ホテルニューグランド

時短
縮小営業

元町・山手・
中華街・山
下

ホテル

ローズホテル横浜（重慶飯店 新館）

時短
縮小営業

https://www.nhk.or.jp/yokohama/heart_plaza/index.html

元町・山手・
中華街・山
下

グルメ

重慶飯店 本館、重慶茶樓

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】本館
平日11:30～15:00(L.O.14:00)・17:00～21:00(L.O.20:00) /
土日祝日11:30〜21:00(L.O.20:00)
※アルコールの提供は、11:00～20:00まで

―

店舗により異なる

1/28

http://www.jukeihanten.com

重慶茶樓（1/21～2/13）
日〜金 11:30～18:00(L.O17:00) / 土11：30～21：00（L.O.20:00）
元町・山手・
中華街・山
下

上海料理 状元樓

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】11：30～20：30
※酒類の提供は20：00まで）／21：00クローズ

―

045-641-8888 1/28

元町・山手・
中華街・山 文化・芸術
下

KAAT神奈川芸術劇場

時短
縮小営業

【営業時間（1/20～）】事務局受付時間10:00～18:00

―

045-633-6500 1/28 https://www.kaat.jp/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

シルク博物館

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:30～17:00(入館は16:30)

―

045-641-0841 1/28

http://www.silkcenter-kbkk.jp/museum/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

ヨコハマおもしろ水族館

2021年11月23日で営業終了。閉館

―

045-222-3211 1/28

http://www.omoshirosuizokukan.com/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

神奈川近代文学館

改修工事
(休館)

12/1～2022年3/31まで改修工事のため、休館

―

045-622-6666 1/28

http://www.kanabun.or.jp/

元町・山手・
中華街・山 文化・芸術
下

神奈川県民ホール

時短
縮小営業

【営業時間】9:00～20:00

―

045-662-5901 1/28

http://www.kanagawa-kenminhall.com/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

岩崎ミュージアム

ほぼ
通常営業

【営業時間】10:00 ～17:00（最終入場16:30）
※ギャラリーは予約制、入替制

―

045-623-2111 1/28

http://www.iwasaki.ac.jp/museum/index.html

大佛次郎記念館

ほぼ
通常営業

【営業時間】10:00～17:00（入館は16:30迄 ）
貸室について：１/17以降にキャンセルの申し出があった、１/21日～２
/13までの利用については、キャンセル料の徴収は行いません。
事前に納付いただいた利用料金の全額を返還いたします。

―

045-622-5002 1/28 http://osaragi.yafjp.org/

元町・山手・
中華街・山 観光施設 根岸競馬記念公苑（馬の博物館）
下

縮小営業

【営業時間】11:00～16:30（入館は16:00まで）
神奈川県における「まん延防止等重点措置」の適用期間、根岸競馬記念
公苑・馬の博物館は月・火曜日を休苑・休館日とします。また、14:00～
15:00のポニー放牧の公開は中止します。

―

045-662-7581 1/28

http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/uma/

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

縮小営業

【営業時間】10:00 ～17:00（最終入場16:30）
※1/25～2/10一般客室、特別室の見学を中止
※1/15～2/27オープンデッキの開放を中止

―

045-641-4362 1/28

https://hikawamaru.nyk.com/

金沢・本
観光施設 三溪園
牧・根岸

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:00～17:00 (入園は16:30まで)

―

045-621-0634 1/28

http://www.sankeien.or.jp/

金沢・本
観光施設 金沢文庫
牧・根岸

通常営業

【営業時間（1/21～2/13）】9:00～16:30（入館は16:00まで）
※上記期間中、事前予約が必要

―

045-701-9069 1/28

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

金沢・本
観光施設 横浜港シンボルタワー
牧・根岸

通常営業

【営業時間（11/1～2/28】9:30～16:00
入場時間の制限をあり。
①公園及び駐車場 各閉場時間の40分前迄
②シンボルタワー展望室 各閉場時間の30分前に閉館
※展望室及び展望台エレベーターは閉場時刻30分前より利用不可

―

045-622-9600 1/28

http://www.y-stower.com/

金沢・本
観光施設 横浜ベイサイドマリーナ
牧・根岸

通常営業

【営業時間】9:00～17:00

―

045-776-7590 1/28

https://www.ybmarina.com/

金沢・本
牧・根岸

通常営業

自然観察センターの開館時間:9:00～16:30
園内の利用時間は、日の出から日の入まで

―

045-894-7474 1/28

https://sancyokohama.sakura.ne.jp/index.html

【営業時間】
旧伊藤博文金沢別邸:9:00～15:30（牡丹園は9:00〜16:00）

―

野島公園
045-781-8146
1/28
博文邸
045-788-1919

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/nojima/

―

045-701-3450 1/28

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/uminokouen/

―

045-783-9100 1/28

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/

―

045-788-8888 1/28

http://www.seaparadise.co.jp/

グルメ

元町・山手・
中華街・山 観光施設
下

公園

日本郵船氷川丸

横浜自然観察の森

閉館

金沢・本
牧・根岸

公園

野島公園/旧伊藤博文金沢別邸

通常営業

金沢・本
牧・根岸

公園

海の公園

通常営業

―

金沢・本
観光施設 横浜市立金沢動物園
牧・根岸

ほぼ
通常営業

【営業時間】
動物園:9:30～16:30（入園は16:00まで）
自然公園（植物区）:9:00～17:00
ののはな館:9:30～16:30
大きいローラーすべり台、当面の間利用中止

金沢・本
観光施設 横浜・八景島シーパラダイス
牧・根岸

時短
縮小営業

【営業時間】アクアミュージアム 10:00～17:00（閉館17:30）土日10：00～
17：00
レストランプラザ平日11:00～17:15、土日11：00～18：15
施設により営業時間が異なるため、最新情報はHPを要確認

http://www.jogen.co.jp/jgr_yokohama/

三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

時短
縮小営業

【営業時間 （1/21～）】
・物販
10：00～20：00
・レストラン 11：00～20：00
・フードコート 10：30～20：00
※営業時間の異なる店舗
30020 成城石井 10：00～21：00
30040 スターバックスコーヒー 10：00～21：00

グルメ ブランチ横浜南部市場

ほぼ
通常営業

【営業時間】店舗により営業時間が異なるためHPを要確認

―

045-374-5392 1/28

https://www.branch-sc.com/yokohama_nanbu/

金沢・本
観光施設 横浜市八聖殿郷土資料館
牧・根岸

通常営業

【営業時間】9:30～16:00

―

045-622-2624 1/28

https://sites.google.com/view/hasseiden/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

新横浜 観光施設 横浜アリーナ

臨時休業

改修工事のため臨時休業：2022年1/11～7/31

045-474-4000 1/28

http://www.yokohama-arena.co.jp/

新横浜 観光施設 新横浜ラーメン博物館

通常営業

【営業時間 （1/21～2/13）】11:00～20:00閉館（ラストオーダーは19:30）
土日祝10:30～20:00閉館（ラストオーダーは19:30）
上記期間、終日酒類の提供を停止させて頂きます。
なお1/21～当面の間「Go To Eat かながわプレミアム付食事券」の受付
停止。

―

045-471-0503 1/28 http://www.raumen.co.jp/

新横浜

時短
縮小営業

ジャズバー:10/1〜 営業再開 17：00～20：00

―

各店舗へ

縮小営業
新横浜 観光施設 KOSE新横浜スケートセンター

【営業時間】2/1～2/28の間、一般滑走休止予定

―

045-474-1112 1/28

https://www.princehotels.co.jp/skate/shinyokohama/

新横浜 観光施設 日産ウォーターパーク

時短営業

【営業時間】平日・土曜・日曜・祝日 10時～19時30分
(入場受付は18時30分まで。遊泳時間は19時15分まで)
1日4枠・利用時間2時間・完全入替制・完全予約制を終了します。
日産ウォーターパークは、2/1～3/4施設整備のため全面休業予定

―

045-477-5040 1/28

https://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/waterpark/

新横浜

ほぼ
通常営業

【営業時間】10:00～21:00
※店舗により営業時間が異なる。

―

045-474-7777 1/28

http://www.seibu-shop.jp/shinyokohama/

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:30～16:30 (入園は16:00)
当面の間、曜日に関わらず、整理券発券による事前予約必要

―

045-959-1000 1/28

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

◆（1/26情報）
当面の間休業

―

045-503-8250 1/28

http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/yokohama/

金沢・本
牧・根岸

金沢・本
牧・根岸

ショッピング

飲食店 新横浜ラントラクト

ショッピング

新横浜プリンスペペ

その他 観光施設 よこはま動物園ズーラシア

―

1/28

https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/

1/28 http://www.lentracte.jp/

その他 観光施設 キリンビール横浜工場

休業

その他 観光施設 日産自動車 横浜工場

ほぼ
通常営業

【営業時間】10:00～16:00 (入館は15:30まで)
ゲストホール館内は自由に観覧可能。
工場見学をご希望者はＨＰより、要予約

―

045-461-7090 1/28

https://www.nissan-global.com/JP/PLANT/YOKOHAMA/

その他 観光施設 横浜市歴史博物館

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:00～17:00（入館は16:30まで）
※日時指定のオンラインチケット販売実施中

―

045-912-7777 1/28

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

その他 観光施設 横浜市電保存館

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:30〜17:00（入館は16:30まで）

―

045-754-8505 1/28

http://www.shiden.yokohama/

その他 観光施設 横浜銀行アイスアリーナ

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～）】一般滑走再開も２月の予定は未定
※変則的な営業となっているため、事前にHPで要確認

―

045-411-8008 1/28

https://yokohama-icearena.jp/

その他 観光施設 横浜国際プール

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～）】9:30開館・21:30閉館
※プール個人利用（最終入場:20時45分 退水:21時15分）

―

045-592-0453 1/28

http://www.waterarena.jp/

その他 観光施設 あーすぷらざ

時短
縮小営業

【営業時間（1/21～2/13）】9:00～
3F、5F常設展示室は事前予約が必要
※利用施設により営業時間が異なるため要ＨＰ確認

―

045-896-2121 1/28

https://www.earthplaza.jp/

その他 観光施設 こどもの国

時短
縮小営業

【開園時間】9:30～16:30（最終入園は15:30）

―

045-961-2111 1/28

http://www.kodomonokuni.org/

長期休館

※2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月)休館

―

045-832-1166 1/28

http://www.yokohama-kagakukan.jp/

その他 文化・芸術 横浜市民ギャラリーあざみ野

ほぼ
通常営業

【営業時間】9:00～21:00

―

045-910-5656 1/28 http://artazamino.jp/

その他

時短
縮小営業

【営業時間1/21～】
物販10:00 ～20:00 レストラン:11:00 ～21:00
※一部営業時間が異なる

―

045-848-1111 1/28

その他 観光施設

ショッピング

はまぎん こども宇宙科学
館

京急百貨店（上大岡）

http://www.keikyu-depart.com/kqdep/index.html

