
  

   

 

 

 

 

世界で活躍するバンド「the GazettE
ガ ゼ ッ ト

」と横浜がタイアップ  

〜the GazettE×横浜 コラボ企画〜 
 

横浜観光コンベンション・ビューローは、みなとみらい線と横浜中華

街と連携し、全世界にファン層を抱えるヴィジュアル系バンド「the 

GazettE(ガゼット)」とのコラボ企画「the GazettE×横浜 コラボ企画」

を９月７日(土)〜９月 23 日(月・祝)の期間で実施します。横浜の地で新

たな客層の流れを促し、市内経済の活性化につなげるきっかけを創出し

ます。 

今回、９月 23 日（月・祝）横浜アリーナで開催の世界ツアーファイナ

ル『the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH  TOUR FINAL 「第九」（読

み：ダイキュウ）』(主催：ディスクガレージ)を契機と捉え、みなとみら

い線ではこれに先立ち『オリジナル一日乗車券』を限定販売し、横浜中華街ではコラボメニューが登場します。 

さらに９月 21日（土）からは、今回のために制作したオリジナル the GazettE 周遊マップを持参し、市内５

カ所のスタンプ設置スポットを巡ると豪華賞品が抽選で当たるスタンプラリー“横浜行脚(よこはまあんぎゃ)”

を実施します。 

 

 

【実施概要】 

１ 名称 

 「the GazettE×横浜 コラボ企画」 

 

２ 期間 

  2019 年９月７日（土）～９月 23日（月・祝） 

 （スタンプラリー“横浜行脚”：９月 21日（土）～９月 23 日（月・祝）３日間限定実施） 

 

３ 取組内容 

（1） the GazettE オリジナルデザイン“みなとみらい線一日乗車券” 

[販売期間]  ９月７日(土)〜９月 23日(月・祝)   

[販売場所]  横浜高速鉄道みなとみらい線各駅の駅事務室にて販売 

（横浜駅を除く） 

[販売価格]  460 円（小児券は販売いたしません） 

[販売枚数]  2,000 枚 ※売り切れ次第終了 
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（2） the GazettE×横浜中華街“期間限定コラボメニュー” 

the GazettE のイメージカラー“黒”を基調としたコラボフードを販売。 

各店舗にてコラボメニューをご注文の方には、一商品につきオリジナルポストカードを１枚プレゼン

ト！ 

 

[販売期間]  ９月７日(土)〜９月 23日(月・祝) 

[参加店舗] 

順不同 

 店舗名 メニュー 公式 URL 

１ 翠鳳本店 黒ごま担々麺 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/翠鳳本店/ 

２ 
楊貴妃 boutique & café 
chinois 

ブラックイチジクの貴妃杏仁豆腐 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/ 楊 貴 妃
boutiquecafechinois/ 

３ 一楽 黒醤油チャーハン 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/一楽/ 

４ 

江戸清 本店 

ブラック肉まん 

https://www.chinatown.or.jp/s
hop/江戸清本店/ 

江戸清 大通り店 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/江戸清大通り店/ 

江戸清・りーろん市場通り店 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/江戸清・りーろん市場通り店
/ 

江戸清 関帝廟通り店 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/江戸清関帝廟通り店/ 

５ 大新園 ブラックベリーサングリア 
https://www.chinatown.or.jp/s
hop/大新園/ 

６ ROUROU Cafe 漆黒のトライアングル 
http://www.chinatown.or.jp/sh
op/rouroucafe/ 

※各店舗により、開店・閉店の時間が異なりますので、詳細は各店舗の情報をご確認ください。 

 

 

（3） 周遊マップ 

コラボ企画にまつわる周遊マップを配布します。 

 

[周遊マップ配布場所] 

中華街コラボメニュー参加店舗（全６施設 表 [参加店舗] 参照）、 

スタンプラリー設置スポット（全５ヶ所 表[スタンプ設置場所＆期間] 参照）、 

市内観光案内所（横浜駅、桜木町駅、新横浜駅）、みなとみらい線各駅 

 

[配布時期] ９月７日（土）から順次（※無くなり次第終了） 

 

[サイズ] Ａ３ 二つ折り 

 

 

（4） スタンプラリー“横浜行脚” 

横浜市内に５箇所あるスタンプを集めて、豪華賞品が当たる抽選に参加しよう！ 

 

[実施期間]  9 月 21日(土)〜9 月 23日(月・祝) 

[抽選会場]  LIVE CAFE&BAR「新横浜 strage」 

 

https://www.chinatown.or.jp/shop/翠鳳本店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/翠鳳本店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/楊貴妃boutiquecafechinois/
https://www.chinatown.or.jp/shop/楊貴妃boutiquecafechinois/
https://www.chinatown.or.jp/shop/楊貴妃boutiquecafechinois/
https://www.chinatown.or.jp/shop/一楽/
https://www.chinatown.or.jp/shop/一楽/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清本店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清本店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清大通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清大通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清・りーろん市場通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清・りーろん市場通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清・りーろん市場通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清関帝廟通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/江戸清関帝廟通り店/
https://www.chinatown.or.jp/shop/大新園/
https://www.chinatown.or.jp/shop/大新園/
http://www.chinatown.or.jp/shop/rouroucafe/
http://www.chinatown.or.jp/shop/rouroucafe/


 

 

[スタンプ設置場所＆期間] 

順不同 

 設置場所 設置期間 

１ 
みなとみらい線「元町・中華街駅」 
横浜駅方券売機付近 

９月 21 日(土)始発〜９月 23日(月・祝)18:00 まで ２ 
みなとみらい線「みなとみらい駅」 
元町・中華街駅方券売機付近 

３ 
みなとみらい線「横浜駅」 
南口改札外セブンイレブン前 

４ 
横浜中華街インフォメーション・センター
「ChinaTown80」入口付近 

９月 21 日(土)10:00〜９月 23日(月・祝)18:00 まで 

５ 
LIVE CAFE&BAR「新横浜 strage」 
店舗入口付近 

９月 21 日(土)10:00〜９月 23日(月・祝)終演まで 

 

 

４ キャンペーン情報 

 公演特設ページ：http://the-gazette.com/tour18-19_the_ninth_final/   
「the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH TOUR FINAL 「第九」」の公式サイトから、キャンペーン詳細

をご覧になれます。 

 

 

【公演概要】 
 

the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH TOUR FINAL 「第九」 

 

■2019 年 9 月 23 日(月•祝) 横浜アリーナ 

■OPEN 17:00 / START 18:00 

■主催：ディスクガレージ ■後援：FM yokohama 

 

■チケット価格：全席指定 前売り 8,000 円（税込）/ 当日 8,500（税込） 

        [INFORMATION] DISK GARAGE TEL：050-5533-0888（平日 12:00～19:00） 

■一般発売情報：2019年 8月 24 日(土)10:00～   

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。 

 

お問い合せ先 
[コラボ企画全般に関すること] 

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー  総務課長 池田博美   TEL：045-221-2111  
                     

[一日乗車券に関すること] 
横浜高速鉄道株式会社      経営管理部 経営企画課長    古性 敏幸 
                      経営企画課企画係長 本間 衡   TEL：045-664-0625 

           

http://the-gazette.com/tour18-19_the_ninth_final/

