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1 みなとみらい 帆船日本丸・横浜みなと博物館

特典内容 オリジナルステッカープレゼント

利用条件・特記事項

住所 横浜市西区みなとみらい２－１－１

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

横浜大世界マーケット

帆船日本丸・横浜みなと博物館

スカイガーデン　 タワーショップ

イタリアンダイニングカリーナ

横浜開港資料館

日本郵船氷川丸

シーバス

マリーンルージュ

横浜博覧館マーケット

横浜・八景島シーパラダイス

横浜みなと博物館は2022年6月にリニューアル

オープンしました。

VRシアターなど体験型コンテンツで横浜港を楽

しく学べます。

JR桜木町駅

みなとみらい線みなとみらい駅、馬車道駅

045-221-0280 

10：00～17：00

月曜日

先着300名様(なくなり次第終了）

仕様・デザインが同一でない場合

（変わる）もあります。

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

INDEX
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2 みなとみらい スカイガーデン　 タワーショップ

特典内容

利用条件・特記事項

住所

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

住所

お店/施設からＰＲ

横浜市西区みなとみらい2－2－1ランドマークタ

ワー69階

ランドマークタワーや横浜、船…などにまつわる

オリジナルグッズを、約600種類ラインナップ

タワーショップでお買い物いただくと、

ステッカープレゼント

http://www.towershop.co.jp/

045-222-5544

ブルーダルステッカーは6種類、デザインはこち

らで選ばせていただきます

平日、日曜日10:00~20:30  　　土曜日21：30　

スカイガーデンに準じる

JR桜木町、横浜高速みなとみらい

http://www.towershop.co.jp/
http://www.towershop.co.jp/


3 馬車道 イタリアンダイニングカリーナ

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

日本大通り駅

歴史的建造物に指定されたいるビルの地下１階

レトロな店内での団体予約可能（事前予約にて）

アレルギー対応可能

横浜市中区本町1-3綜通横浜ビルB1

https://italian-carina.jp/

045-650-3372

11：30～14：00　17：00～21：00

不定休

・水筒の水補給

・（店内利用の場合）

班別席割可能ウーロン茶ORアイスティーサー

ビス

https://italian-carina.jp/
https://italian-carina.jp/


4 山下町 横浜開港資料館

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

5 山下町 日本郵船氷川丸

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

入館料を団体料金に割引

その他の割引を適用する場合は重複しての割引は

いたしません。

横浜市中区日本大通３

入館料ご優待

一般：300円➡250円

65歳以上：200円➡150円

1枚で5名まで有効です。

有料イベントにはご利用できません。

本券は他の割引券との併用はできません。

日米和親条約が結ばれた地に建つ横浜開港資料館

は、幕末・開港期から昭和初期までの横浜の歴史

に関する資料約27万点所蔵し、展示や閲覧室で公

開しています。

中庭のたまくすの木は「ペリー提督横浜上陸図」

にも描かれている木と伝えられています。旧館は

昭和6年に建てられた旧英国総領事館です。

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

045-201-2100

９：３０～１７：００（入館は１６：３０）

月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始ほか

みなとみらい線　日本大通り駅

みなとみらい線「元町・中華街駅」4番出口→徒

歩3分

1930年にシアトル航路へ就航した貨客船で戦中

は海軍の病院船として活躍、1961年に横浜港に

係留され、2016年には重要文化財に指定。アー

ルデコ様式の一等食堂や一等社交室ほか、客室、

操舵室、機関室などを見学できるほか、氷川丸の

歴史を紹介する展示コーナーもあります。デッキ

からは横浜港の風景が楽しめます。

横浜市中区山下町山下公園地先

https://hikawamaru.nyk.com/

045-641-4362

10:00～17:00【最終入館16:30まで】

月曜日（※祝日の場合は開館、翌平日休館）、臨

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/
https://hikawamaru.nyk.com/
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/
https://hikawamaru.nyk.com/


6 山下町 シーバス

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

シーバス片道乗船料10％引き

[横浜駅東口～ハンマーヘッド～ピア赤レン

ガ]

1枚につき5名様まで有効

他との割引併用不可

工場夜景・イルミネーション・羽田クルーズ・横

濱ベイクルーズなどの

イベントクルーズにはご使用できません。

横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター２

階

https://yokohama-cruising.jp

045-453-7047

10：00～19：00

なし(荒天時は欠航の場合あり)

横浜駅きた東口より徒歩5分

横浜港の主要観光地を結ぶ海上交通船。

船上からはみなとみらいやベイブリッジ、数多く

の船がご覧いただけます。

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


7 山下町 マリーンルージュ

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

8 元町・中華街 横浜大世界マーケット

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

乗船料10％引き

1枚につき5名様まで有効

他との割引併用不可

食事付セットやイベントクルーズにはご利用いた

だけません。

横浜市中区新港1-1 赤レンガパーク内

https://yokohama-cruising.jp

045-671-7719(予約センター)

他のクーポンや特典との併用不可

横浜市中区山下町97番地　横浜大世界1F

https://www.daska.jp/

045-681-5588（代表）

月～金　10:30～20:00

土日祝　10:30～20:30

※営業時間は状況により変更となる場合がござい

ます。

12：00～21：30

なし(荒天時は欠航の場合あり)

日本大通り駅より徒歩8分

サザンオールスターズ「Love Affair～秘密のデー

ト」の曲の歌詞にもなった観光船。窓の広い船内

と開放感あふれる３階スカイデッキからは横浜港

の景色がお楽しみいただけます。

横浜大世界マーケットお買い物金額から５％

OFF

年中無休

みなとみらい線 元町・中華街駅

横浜中華街最大級の「買う・遊ぶ・食べる・癒さ

れる」が揃ったエンターテインメント施設「横浜

大世界」！１Fの横浜大世界マーケットには、中

華街はもちろん横浜ロングセラースイーツや限定

アイテムが豊富に揃うギフトショップです。

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


9 元町・中華街 横浜博覧館マーケット

特典内容

利用条件・特記事項

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

10 南部 横浜・八景島シーパラダイス

特典内容

住所

ＵＲＬ

電話番号

営業時間

休業日

最寄り駅

お店/施設からＰＲ

利用条件・特記事項

「海・島・生きもの」をテーマに。4つの水族館

とアトラクション、

ショップやレストランが揃った複合型海洋レ

ジャー施設です。

詳細はコチラをご確認ください。

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

045-788-8888

http://www.seaparadise.co.jp/info/index.html

なし

シーサイドライン「八景島駅」

JR石川町駅

中華街大通りの「見て楽しい・食べておいしい・

買って大満足！」のテーマ型ショッピングセン

ター「横浜博覧館」。中華街最大級のギフト

ショップ1F「横浜博覧館マーケット」は港町横

浜ならではの銘菓や雑貨、中華街土産からご当地

アイテムまで豊富な品揃え。お気に入りがきっと

見つかります。

「島内各所で使えるお買いもの・お食事の割

引券やサービス特典等」

各店舗により、割引やサービスの有無・内容が異

なります。

横浜市金沢区八景島

横浜市中区山下町145番地　横浜博覧館1F

https://hakurankan.jp/

045-640-0081（代表）

月～金　10:30～21:00

土日祝　10:30～22:00

※営業時間は状況により変更となる場合がござい

ます。

年中無休

横浜博覧館マーケットお買い物金額から５％

OFF

他のクーポンや特典との併用不可

https://hakurankan.jp/
https://business.yokohamajapan.com/media/ja/tools/download/pdf/hakkeijima.pdf
http://www.seaparadise.co.jp/info/index.html
http://www.seaparadise.co.jp/info/index.html
https://business.yokohamajapan.com/media/ja/tools/download/pdf/hakkeijima.pdf
http://www.seaparadise.co.jp/info/index.html
http://www.seaparadise.co.jp/info/index.html
https://hakurankan.jp/

