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市内 40 の施設・事業者が参加した、組合せ自由のプレミア体験チケット

「この冬限定！秘密の想い出チケット」発売！
チケット購入者しか体験できない秘密の特別体験が多数登場！
公益財団法人

横浜観光コンベンション・ビューローと、じゃらんリサーチセンター（株式会社

リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘）内）は協働で、「横
浜型ニューツーリズム（着地型観光）」事業に取り組んでいます。
本事業の一環で「この冬限定！秘密の想い出チケット」
を 12 月 10 日（火）より発売します。本チケット購入者
のみが体験できるスペシャルプランは、各参加施設が「横
浜らしさ」や「オリジナル性」を意識しながら、通常のサ
ービスにはない、本チケット限定の特別プランを企画。プ
ランごとにチケットの必要枚数が設定されており、チケッ
ト購入者は４０を超えるプランの中から、自分好みに組み
合わせて利用することができます（※各プラン詳細は別添
参照）。
本チケットを活用して、街の回遊性を高め、来訪客の滞
在時間を延ばすことに繋げます。また、本チケットの販売
を通して、横浜の新たな魅力の発信と集客増を目指し、冬
の閑散期の需要喚起を狙います。
市内約４０の施設・事業者が参加した初の試みとなる
本チケットの周知へのご協力をお願い申し上げます。
【この冬限定！秘密の想い出チケット】
▼販売・実施期間：2013 年 12 月 10 日（火）～2014 年 2 月 16 日（日）※施設により適用除外日あり
▼チケット（2 種、販売先は裏面参照）：6 枚セット

3,000 円／10 枚セット

5,000 円

▼専用サイト： http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/special/himitsu/
（一部先行公開、※12 月 10 日（火）正式オープン！）
▼参加施設およびプラン内容：別添をご参照ください
▼一般からのお問合せ先：
「この冬限定！秘密の想い出チケット」事務局

TEL 050-3803-6534

対応期間：2013 年 12 月 10 日（火）～2014 年 2 月 16 日（日）（12/31 ～ 1/2 のみ休業）
対応時間：11：00～18：00

次頁あり

▼主なチケット販売先

※順不同

【観光案内所】
みなとみらい駅観光案内所、横浜人形の家観光案内所
【ホテル】
横浜ロイヤルパークホテル、横浜ベイホテル東急、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、
ニューオータニイン横浜
【市内施設】
ジラフ、横浜博覧館、横浜マリンタワー、横浜みなとみらいホール、横浜にぎわい座ほか
【インターネット】
e＋（イープラス）チケット（12 月 2 日より販売開始）、じゃらん net ホテル予約（ニューオータニイ
ン横浜にてチケット付き宿泊プランを新設、12 月 10 日より販売開始

※他ホテルでも実施予定あり）

チケット見本

【！！プレスツアーにご参加ください！！】
チケット発売に先駆け、報道関係者の皆様にひと足先に体験していただくプレスツアーを 12 月 3 日
（火）に実施します。本チケットの魅力を是非体感していただきたく、ご参加および取材をお願い致し
ます。
（別添「プレスツアー参加確認書」に必要事項をご記入の上、11 月 28 日（木）迄にご返信くだ
さい。
）
◎日程： 12 月 3 日（火）ＪＲ桜木町駅改札前
◎参加条件：

14：00 集合

18：00 解散予定（途中参加も可能）

報道機関の皆様は無料でご招待いたします。

◎ツアー内容：「この冬限定！秘密の想い出チケット」をご用意いたします。プランメニューより下記
のプランを体験していただけます。
① 横浜みなとみらい万葉倶楽部：「夜景の見えるお風呂貸切プラン」（プランの紹介とお風呂の見学）
② Café Elliott Avenue：本プラン限定！
③ 霧笛楼：「１日 1 組 30 分限定！

オリジナルメニューのご試食

スペシャルプラン」（メニューのご紹介とお座敷ルームの見学）

④ 横浜マリンタワー：
「階段で登れる夜の展望台プラン」（スペシャル撮影スポット見学付）
※本チケットを利用した際の推奨モデルルートとして、行程途中に山手西洋館の見学もいたします。
※ご案内のプランはプレスツアー当日、都合により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合せ先
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 誘客・広報課長 相川 浩伸
TEL：045-221-2111 ＦＡＸ045-221-2100 Mail: pr@www.welcome.city.yokohama.jp
※本日は 19 時まで在席しております。
株式会社 リクルートライフスタイル 事業創造部 じゃらんリサーチセンター 担当：高橋・高澤
TEL: 03-6835-6250 FAX: 03-6834-8728 Mail: yuji@r.recruit.co.jp

【参加施設および特典内容一覧】
NO ジャンル

1 イベント

2 イベント

協力事業者名

ヨコハマ大道芸／
アマゾンクラブ

横浜みなとみらいホール

チケッ
特典
ト枚数

予約

1

1

「オルガン・１ドルコンサート」鑑賞後、バックステージツアー
（舞台袖、楽屋、ピアノ庫など舞台裏やホール内をご案内） 【実施日】1月23日（木）
とオルガンの近くまでいき、オルガンの仕組みを説明しま 11:30～14:00
す。

ローズホテル

2

4 イベント

横浜市陶芸センター

3

認定NPO法人黄金町
エリアマネジメントセンター

チケット利用条件

大道芸人があなたとあなたの大切な方のためだけに見せ
る秘密のパフォーマンス！ アマゾンクラブで飲食をしてい 【実施日】2014年2月10日
ただいた方を対象に、テーブルの上で出来るミニパフォー ～2月14日19:00～21:00 不要
マンスをチケット1枚につき、5分程度実施。皆で盛り上がり ※ただし、2月11日除く
たいときに、サプライズな演出をしたいときに、おすすめ。

3 イベント

5 イベント

別添資料

4

6 イベント

原鉄道模型博物館

4

7 イベント

横浜マリンタワー

4

中華街コンシェルジュが案内する中華街ツアー
（中華街に精通した、中華街コンシェルジュが知る人ぞ知る
横浜中華街を紹介します。中華街の各牌楼等のみどころを
巡る約1時間のツアーです。）
※中華街ファッションブランド「ROU ROU」のオリジナルハ
ンカチつき
２つのコースからお選びいただけます。
① マグカップ・器等を手ねりでつくる「手びねりコース」
② 素焼き皿に絵付けする「絵付けコース」
※彩り豊かな器を作ることができます！陶器の焼き上がり
には１カ月程度の時間がかかります。

要予約

【実施日】12月11・18・25
日、1月8・15・22・29日、2 要予約
月5・12日の計9日間

【実施日】12月14、21日、
1月11、18、25日、2月8、 予約可
15日

【実施日】12月22日16:00
アートのまちにある陶芸工房で、アーティストによる指導の ～17:00、1月19日15:00
もと、手びねりの陶芸体験。アーティストグッズのプレゼント ～16:00、1月30日16:00
～17:00、2月9日15:00～
つき。
16:00
①館内ガイドツアー 17:30～18:00
②閉館後の参加者限定特別撮影会 18:00～18:30
【実施日】2月14日、15日
チケットだけのバレンタインスペシャルプラン！
※チケット枚数は１名分の必要枚数です。
【実施日】12月～2月まで
階段で登れる夜の展望台プラン（オリジナルグッズ付きペ の毎週木・金曜日（12月
12、13日、1月9、10日、2
アチケット）
月13、14日）
通常は開放していない”夜間の階段”を開放して展望フロア
【受付時間】20：00～21：
まで上ることが可能。階段途中には新設した特別写真ス
00 ※１階チケットカウン
ポットも！※携帯カイロ付。
ターへお越し下さい。

要予約

ご利用の前日まで
に要予約。
定員：各日先着5組
10名様限定

不要

森日出夫とめぐる 街と客船 撮影ツアー

8 イベント

横浜市交通局／
写真家・森日出夫

4

9 イベント

横浜港大さん橋国際客船
ターミナル

6

（コース）10：00集合（県庁玄関前 日本大通り歩道）徒歩に
て移動 ⇒ 神奈川県庁屋上 ⇒ 日本大通り周辺の街並
み散策・撮影 ⇒ 大さん橋（客船「ｸﾘｽﾀﾙｾﾚﾆﾃｨ」接岸中）
⇒ ゾウの鼻テラス（解散）
※優秀作品は、横浜市営地下鉄「関内駅」下りホームギャ
ラリーに３月１日(土)～３月１０日(月)まで展示。

【実施日】2月10日（月）
14：00～16：30 ※雨天
中止、 カメラ・三脚等は
各自持参

要予約
【定員】20名（先着）
※予約申込み、定
員になり次第締
切。最小催行人
数：12名

【実施日】2月16日（日）
大さん橋ターミナルを見学するツアーにハーバーズカフェ
10：50集合、11：00～11：
要予約
のランチ（大さん橋オムライス）がついた特別プラン！（2名
50大さん橋ツアー、12：
様分）
00～ランチ
市営バスで行く 森日出夫 夜景撮影ツアー

10 イベント

11

12

13

体験

体験

体験

【実施日】1月18日16：00
（コース）チャーターした市バスに乗車（県庁玄関前 日本
～18：30 ※雨天中止
大通り歩道） ⇒横浜ベイブリッジ下から撮影 ⇒ 山下公
カメラ・三脚等は各自持
園（バス下車）⇒ 徒歩にて撮影 ⇒ ゾウの鼻テラス（解
参
散）
※優秀作品は、横浜市営地下鉄「関内駅」下りホームギャ
ラリーに３月１日(土)～３月１０日(月)まで展示。

要予約
【定員】40名（先着）
※予約申込み、定
員になり次第締
切。最小催行人
数：20名

横浜市交通局／
写真家・森日出夫

7

カップヌードルミュージアム

1

チケット１枚で2食分のカップヌードルファクトリー体験がで 10：00～17：00（休館日を
きます。本チケットがあれば、特別に当日整理券の取得無 除く）
不要
しで体験いただけます。

1

毎週月曜日（祝日の場合
その翌日）、年末年始を
「プリンプリン物語」人形特別展入場料と人形の家入館料、
除く。
「プリンプリン物語」展オリジナルポストカード１枚と横浜人
※「プリンプリン物語」
不要
形の家オリジナルシールがついたお得なプラン。
展、会期終了後（平成２６
年２月１0日（月）以降）は
ご使用になれません。

横浜人形の家

ブリリア ショート ショート
シアター

①1
②6

①ショートフィルム鑑賞
②上映前後のメッセージサービス
休館日、イベント・特別興
プログラム上映前か後に、大切な方へのメッセージをスライ
行時・12月31日・1月1日 ②は要予約
ドでスクリーンに投影します。お誕生日、結婚記念日など、
は除く。
大切な方に贈るメッセージなどにご利用ください。（※鑑賞
料金は別途必要）

【参加施設および特典内容一覧】
NO ジャンル

協力事業者名

チケッ
特典
ト枚数

別添資料

チケット利用条件

予約

①館内見学＋会場でのウェディング映像紹介 ※ソフトドリ
ンクつき
横浜市指定文化財でもある当館館内での写真撮影も可
能！90年間横浜を見守り続けた横浜指定有形文化財を大
公開。歴史的価値の高い場所やアンティーク調度品をご案 平日11：00～20：00のみ
要予約
内。
対応可能。
②音の教会(ラ・バンク・ド・ロア内）でのプロポーズプラン※
花束1束プレゼント
教会では100年前のアンティークオルゴールによるBGMつ
き

14

体験

旧露亜銀行
la banque du LoA
（ラ・バンク・ド・ロア）

①1
②2

15

体験

横浜美術館

2

「下村観山展」観覧料の特別優待に加え、美術館オリジナ 木曜日、平成25年12月
ルノート（非売品）を特別にプレゼント！（通常の当日鑑賞 29日～平成26年1月3日 不要
料：1200円）
を除く。

不要

不要

16

体験

大佛次郎記念館

2

2人の絆を深める縁結びツールを併設ティルーム”霧笛”の
ケーキセット付きでご用意♪
不思議とあったかーい気持ちになって、相手をもっと大切に
感じられるはず。
※作家大佛次郎が、妻と結婚生活の約束を条約形式で取
り決めた「マリコン条約」をモチーフとしたツールです。

17

体験

よこはまコスモワールド

2

通常2名で1400円の大観覧車「コスモクロック21」を、チケッ 12月21～25日は除く。
ト2枚でご利用いただけるカップル特別チケット。

18

体験

横浜ロイヤルパークホテル
65F茶室『開光庵』

3

19

体験

横浜ランドマークタワー
スカイガーデン

4

1月1～3、5、11～13、
お茶や開光庵の説明を織り交ぜながら、約1時間のお茶室
19、23、24、26日はご利
体験が楽しめます。生菓子・干菓子付
用いただけません。
展望台カップルスペシャルプラン
展望台ペア入場券（大人料金通常１名1000円）に展望台内 ドリンクは一部対象外メ
カフェ「スカイカフェ」のオリジナルカクテルまたはお好きなド ニューあり。
リンクが２杯付いたお得なスペシャルプラン。

①横浜にぎわい座主催の芸能ホール公演チケット(1名様
分定価3000円)
+オリジナルグッズ「手ぬぐい」のセット
①6
②横浜にぎわい座主催の芸能ホール公演ペアチケット（2
②10
名様分定価6000円）
※演目につきましては公演日によって異なりますので事前
にお問い合わせください。

要予約

不要

不要

20

体験

横浜にぎわい座

21

体験

横浜みなとみらい
万葉倶楽部

10

館内入場料に加え、眺めの良いお風呂を１時間、貸切でご
利用いただけます。お1人様でご利用の場合はチケット10 ※12月30日～1月3日は
要予約
枚、お2人様以上の場合は、お2人目から１人チケット4枚と ご利用頂けません。
なり、よりお得にご利用できます。

マリーンルージュ

8

マリーンルージュの乗船と、オリジナルカクテルのセット（2
名様分）

マリーンルージュ14：30
便(60分コース)、16：00便
不要
(90分コース)で適用。要
問合せ。

ロイヤルウイング

10

①ペア乗船料＆ソフトドリンク1杯付き
②①を予約された方のうち、操舵室特別見学（各便１組限
定）
【対象クルーズ】①便12：00～13：45/③便17：10～19：00/
④便19：40～21：30

2日前までに要予
元旦～1月17日、毎週月 約。お食事（別途
料金）をされたお客
曜日を除く。
様に限る。

ジラフ

1

3種のシャンパン、お好きなフルーツを選んでいただけるオ
リジナルのシャンパンカクテル1杯。（アルコールが飲めな
い方にはノンアルコール用も可能）

不要

1

食事利用者に以下３つの特典。
①一輪挿し(テーブルに)
②グラスシャンパン
③お土産(アジアの食材・お菓子など)

要予約

22 クルーズ

23 クルーズ

24

25

飲食

飲食

TYCOON（タイクーン）

26

飲食

ヨコハマ創造都市センター
YCC Café

1

天然酵母で美味しく焼き上げたかもめベーグルと飲み物の
オリジナルセット。先着80名様には横浜で活動する現代美
年末年始（12月29日～1月不要
術作家曽谷朝絵さんのオリジナル・ピンバッジをプレゼン
ト。

27

飲食

冨 筳（フエン）

2

台湾産薬膳材料を使用したオリジナルの「薬膳スープ」（２
名分）。 薬膳材料は鶏肉、干しシイタケ、クコの実の３種と、 11:00～23:00
その他にショウガや葱などを使用し、 滋養強壮や肝機能の
向上にも期待。

不要

28

飲食

ダンゼロ

2

ワンドリンク+小皿料理2品ハッピーアワープラン（通常1500 12月20～26日除く、17：
円）を提供。
30～19：30で利用可能

不要

【参加施設および特典内容一覧】
NO ジャンル

協力事業者名

チケッ
特典
ト枚数

別添資料

チケット利用条件

メニューには載っていない特別な中国茶と、お茶菓子を提
供。中国茶は、緑茶を真珠のように丸めた上品な香りのす
る「珠宝（ジャスミン茶）と菊の花を合わせてお花の香りも楽
しめるようにした「プーアール茶」。

予約

不要

29

飲食

茗香閣（メイコウカク）

2

30

飲食

横浜ベイホテル東急
ソマーハウス

2

31

飲食

LE SALON DE NINA’S
（ル・サロン・ド・ニナス）

3

32

飲食

リストランテ アッティモ

3

前菜。本日のパスタ、プチデザート、コーヒーまでセットに
なった野菜たっぷりのランチコース。
（通常2000円）

飲食

Cafe Elliott Avenue
（カフェ エリオット
アヴェニュー）

3

チケット利用者限定のオリジナルカフェラテとシアトルドッグ
【チケット利用条件】12:00
のセット。カフェラテは、優しい甘さを引き出す貴重な沖縄
～15:00（休店日を除く）
予約なし
産「本和香糖」と、シアトルの厳選されたコーヒー豆を使用。
予約不要。
日本で有名なバリスタが目の前でラテアートを披露。シアト
ルドッグは、シアトルで今大人気で、食べ応え十分。

33

12月22～24日の15:00以
降、1月以降木、金の
不要
19:00以降はご利用いた
だけません。
デザートガレットと人気のロイヤルミルクティーセット（クラッ 他券併用不可
不要
シックティーやフレーバーティーにも変更可能)
紅茶からアルコールまでお好きなお飲み物を選べるプラ
ン。

ランチタイム 11:30～
15:30(LO 14:30)

不要

前菜＋アペリティフ特別セット
34

飲食

霧笛楼

3

35

飲食

崎陽軒本店『アボリータム』

3

36

飲食

横浜桜木町
ワシントンホテル
ＤＩＮＩＮＧ＆ＢＡＲ
『ベイサイド』

①平
日3
枚、土
日祝4
枚
②2枚

37

飲食

ホテルニューグランド
本館１階レストラン
『ザ･カフェ』

6

38

飲食

サブゼロ

8

39 おみやげ

ヨコハマ グランド インター
コンチネンタルホテル

1

40 おみやげ

人形の家
ミュージアムショップ

1

41 おみやげ

赤レンガDepot
（アカレンガ デポ）

1

42 おみやげ

マリンタワーショップ

1

大さん橋X-PORT
43 おみやげ （オオサンバシ エクスポー
ト）

1

【実施日】12月
異国情緒あふれる室内調度やステンドグラスが横浜らしい 10,11,12,26,27日、1月9日
要予約
お座敷ルームで、婚礼のコースの一品としても提供される より火～金曜日17：00～
霧笛楼特製の前菜とアペリティフが楽しめます。おみやげ 18：30のうち30分間
つき！
トワイライトセット
人気のアフタヌーンティーセットがトワイライト特別プラン
17：00～21：30（LO 20：
に！ 季節の前菜をプラス1品。さらに、アルコールを含む2 00）
ドリンク付き！！ ※紅茶も選択いただけます。

要予約

①【ランチ限定】約30種類のランチブッフェと10種類のドリン
クバー
＆オリジナル手拭いプレゼント特別プラン
②は12/21～12/25・
（チケット：平日3枚、土日祝4枚）
12/31は除外
②【ディナー限定】お好きなカクテル1杯
＆シェフおすすめオードブルの特別セット
（チケット：全日2枚）※土日は、2組限定

要予約

ホテルニューグランド発祥の伝統料理の「シーフードドリア」
※12月20日～25日、12 不要 ※状況によ
または「スパゲッティナポリタン」にスープ・デザート・コー
月30日～1月5日はご利 りおならび頂く場合
ヒーをセットにした特別メニューを提供。
もございます
用いただけません。
サンセット特別ディナープランプラン（テーブル席でのご案
17:30～20:00限定
内）
内容：オードブル3種盛・パスタ・デザート・ドリンク2杯（ス
パークリングワイン・白ワイン・赤ワイン・ビール・カクテル）
ホテル1Ｆのパティセリー
特製巾着袋入り！ホテルオリジナルミニ月餅５個セット。
ショップ（営業時間10：00
（一口サイズのミニ月餅で、全て味の違う5種類のセットで
～20：00）にてご提供い
す。）
たします。
（１）赤い靴セット（横浜チョコレート｢赤い靴｣1足、赤い靴
クッキーパック1個、赤い靴シール2枚）
（２）ブルーダルカレンダー 2014
10：00～18：00の対応
（３）赤い靴はいた女の子カレンダー2014
（４）森日出夫 横浜カレンダー2014
以上のオリジナルグッズより、1つ選べます。
（１）赤い靴セット（横浜チョコレート｢赤い靴｣1足、赤い靴
クッキーパック1個、赤い靴シール2枚）
（２）ブルーダルカレンダー 2014
10：00～18：00の対応
（３）赤い靴はいた女の子カレンダー2014
（４）森日出夫 横浜カレンダー2014
以上のオリジナルグッズより、1つ選べます。
（１）赤い靴セット（横浜チョコレート｢赤い靴｣1足、赤い靴
クッキーパック1個、赤い靴シール2枚）
（２）ブルーダルカレンダー 2014
10：00～18：00の対応
（３）赤い靴はいた女の子カレンダー2014
（４）森日出夫 横浜カレンダー2014
以上のオリジナルグッズより、1つ選べます。
（１）赤い靴セット（横浜チョコレート｢赤い靴｣1足、赤い靴
クッキーパック1個、赤い靴シール2枚）
（２）ブルーダルカレンダー 2014
（３）赤い靴はいた女の子カレンダー2014
（４）森日出夫 横浜カレンダー2014
以上のオリジナルグッズより、1つ選べます。

10：30～18：00の対応

予約可

不要

不要

不要

不要

不要

別

添

プレスツアー参加確認書
「この冬限定！秘密の想い出チケット」体感ツアー
ＦＡＸ返信先：
株式会社リクルートライフスタイル

事業創造部じゃらんリサーチセンター

担当：高橋・高澤

FAX: 03-6834-8628
※途中参加をご希望の方は下記□に✓を入れて頂き、当日ご連絡が可能な携帯番号をお書きく
ださい。

□途中参加を希望します。

ご連絡先：

■実施日時：2013 年 12 月 3 日（火）集合 14：00

解散 18：00

■集合場所：ＪＲ「桜木町駅」改札前
御社名：
部署名：

番組／媒体名：
御氏名：

電話番号：

ＦＡＸ番号：

e-mail：

参加人数：

名（本人含む）

放映／掲載のご予定：
※大変恐縮ではございますが、当確認書に上記必要事項をご記入のうえ、11 月 2８日（木）
までに FAX にて、ご返信いただきますようお願い申し上げます。
※個人情報のご記入にあたって
記入頂きました個人情報は、今回のイベント関連の出席者管理・連絡のみに利用させて頂きます。イベント関係者以外の第三者への提供・預
託はおこないません。本ご確認書に個人情報を記入頂く場合には、下記内容を確認・同意の上、同意欄にチェックの上ご返信をお願い致しま
す。

□ 個人情報の送信に同意する
当社の個人情報保護方針、並びに個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは yuji@r.recruit.co.jp までお願い致します。

