
Ｎｏ． 施設名 “おもてなし”特典 住所・連絡先

1 横浜人形の家
入館料

（大人400円/子供200円）
から50円引き

世界各国の人形とのふれあい。3500点の人形がお出迎え

横浜人形の家は「横浜発・世界の人形ふれあいクルーズ」をコンセプト
に、あなたを人形の世界に誘います。地域色豊かな人形から、人間国宝
の手による人形、世界各国の人形等、各地の衣装や表情の違う人形を通
して、あらためて世界を知るきっかけを。1階にはミュージアムショッ
プとカフェも併設しています。

住　所： 横浜市中区山下町１８番地
TEL：045-671-9361
営業時間：9:30〜17:00（最終入館は16:30まで）
定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

2
横浜マリンタワー
（展望フロア）

展望フロア料金
10％OFF

展望フロアから新しい横浜を発見

おすすめは、360°見渡せる展望フロア。晴れた日には富士山や房総半
島、スカイツリーも望めます。夜景は抜群で、恋人の聖地としてデート
にも最適です。館内には、カフェやレストラン、バーもあり、横浜の夜
も楽しめます。

住　所：横浜市中区山下町１５番地
TEL：045-664-1100
営業時間：10:00〜22:30（最終受付22:00）
定休日：年中無休
　　　　（メンテナンス等により休業の場合あり）
「元町・中華街駅」徒歩約1分

3 スターホテル横浜
ホテル2階ブルーライトバーにて
「本日のおつまみ」をサービス。

横浜港をひとり占め！
ベイシティ横浜の拠点　スターホテル横浜

山下公園からベイブリッジ・赤レンガ倉庫まで横浜港をひとり占めの絶
景のホテル！！ あのBlueLightBarやEggs`nThingsが館内に！中華街
グルメと元町ショッピングへも5分の最適なホテルです。

住　所：横浜市中区山下町１１番地
TEL：045-651-3111
営業時間：24時間
定休日：無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

4

株式会社ポートサービス
マリーンルージュ
マリーンシャトル

シーバス

マリーンルージュ
マリーンシャトル

シーバス
乗船料10％引

船上ならではの横浜の景色がご覧いただける観光船です！

モダンとノスタルジックが融合した横浜の素晴らしい街並みを洋上から
ご覧いただけます。マリーンルージュ船内レストランではシェフが腕に
よりをかけた最高のフレンチをご堪能いただけます。

住　所：横浜市中区山下公園地先
TEL：045-671-7719
営業時間：10:00〜18:30
定休日：なし(荒天時、欠航の場合有)
「元町・中華街駅」徒歩約4分

5 日本郵船氷川丸

氷川丸入館料
【一般】

３００円→２５０円
【シニア(65歳以上)】
２００円→１５０円

横浜市指定有形文化財。横浜港のシンボル・シップです！

氷川丸は1930年に横浜で建造された貨客船です。造船技術や船内イン
テリアを伝える産業遺産として高く評価されている氷川丸。古き良き船
旅の世界を、ご堪能ください。

住　所：横浜市中区山下公園地先
TEL：045-641-4362
営業時間：10:00〜17:00
定休日：月曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

6～10

ホテルニューグランド
⑥ル・ノルマンディ

⑦イル・ジャルディーノ
⑧ザ・カフェ
⑨ラ・テラス

⑩シーガーディアンII

レストラン ご飲食代より
5％OFF

（お持ち帰り商品を除く）

昭和2年開業
昔も今も人を惹きつけ、愛され続けるクラシックホテル

マッカーサーやチャップリン等、数々の賓客を迎えてきたホテル。ナポ
リタンやシーフードドリア、プリンアラモードを生み出したのもこのホ
テルです。歴史と伝統に培われた味とおもてなしで、素敵な時間をお過
ごしください。

住　所：横浜市中区山下町１０
TEL：045-681-1841（代）
営業時間：各レストランにより異なります。
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約1分

11 フレンチレストラン エスカーレ
10%OFF

(他のプラン特典との併用は不可)

ホテルモントレ横浜13Fからの横浜港一望の景観が自慢

窓から見渡す景観が贅沢なインテリア、どこまでも続く空と海に抱かれ
て特別なひと時をお過ごしください。月毎に季節の味覚をお皿に込め
て、想い出に残る美味しさをお届けします。

住　所：横浜市中区山下町６-１
TEL：045-661-8023 (レストラン直通：受付10:00〜21:00)
営業時間：ランチ 11:30〜15:00(L.O.14:00)
　　　　　ディナー 17:00〜21:00(L.O.20:00)
定休日：土曜日・日曜日・祝日
「元町・中華街駅」徒歩約3分

12 日本料理 随縁亭
10%OFF

(他のプラン特典との併用は不可)

ホテルモントレ横浜2Fで本格日本料理を

明るい白木のインテリア、竹を用いたフローリングと銀杏並木とが一体
となった開放感溢れる空間。山下公園に面した店内で、季節の移り変わ
りを眺めながら、目と舌で旬の味覚を存分に御堪能ください。

住　所：横浜市中区山下町６-１
TEL：045-661-8023 (レストラン直通：受付10:00〜21:00)
営業時間：ランチ 11:30〜15:00(L.O.14:00)
　　　　　ディナー 17:00〜21:00(L.O.20:00)
定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）
「元町・中華街駅」徒歩約3分

13 幸せな一皿 洋食のtaku.
プチデザート

サービス

横浜発祥の舶来の味が人気の秘訣

リーズナブルにランチを楽しんだり、ひと息入れるカフェとしてもおく
つろぎいただけます。夜はグラスを片手にtaku.風の洋食に舌鼓。
素敵な時間をお楽しみください。

住　所：横浜市中区山下町２５-１５ フューチャー山下町１F
TEL：045-228-7254
営業時間：１１：００〜２３：００（L.O.２２：００）
定休日：無休
「日本大通り駅」徒歩約3分

14
cafe FLOWER

（カフェ フラワー）

グラス樽生ビール
サービス

(ランチビールグラス)

ベルギービールとオリジナルホットサンドの
ダイニングカフェ

山下公園から徒歩3分。散歩に疲れたらお気軽にお立ち寄りください。
樽生ベルギービールと本格エスプレッソでゆったり過ごせます。

住　所：横浜市中区山下町２４-７ シティコート山下公園１階
TEL：045-662-3787
営業時間：11:30〜23:00(記・日 11:30〜18:00)
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約5分

15 HAMA CAFÉ
自家製ビスコッティ

（3本入り）プレゼント
※ 1組1袋

海岸通りの『シンプル・モダン』カフェ

大さん橋に向かう海岸通りにある小さなカフェ。白を基調とした『シン
プル・モダン』をコンセプトに温かく、落ち着きのある心地よい空間。
お店で手作りの料理やケーキ、一杯ずつスタッフが心を籠めて描く『デ
ザイン・カプチーノ』やハマカフェオリジナルのベーグルパンを使用し
た『フレンチ・トースト』もちもち食感で大人気！

住　所：横浜市中区海岸通１-１
TEL：045-650-6225
営業時間：火〜土11:00〜23:00
　　　　　日　　11:00〜22:00
定休日：月曜日
「日本大通り駅」徒歩約4分

16 京浜フェリーボート株式会社

乗船料の20％割引
港内遊覧、納涼クルーズ、
豪華客船送迎クルーズなど

（除外コースあり）

横浜港 海上散歩

横浜港の四季を船上からお楽しみいただく定期運行の港内クルーズ。
季節に合わせて、桜クルーズ、納涼クルーズ、X'masイルミネーション
クルーズや豪華客船送迎クルーズなど運行致しております。（事前電話
確認）

住　所：横浜市中区海岸通一丁目一番地共同ビル４０３
TEL：045-201-0821
お問い合わせ時間：9:00〜17:00
定休日：月曜日（運休日）
※荒天・貸切等気象条件により運休する場合があります。(要お問い合わせ)
「日本大通り駅」徒歩約5分

17 株式会社 ロイヤルウイング
乗船料

10％割引

日本唯一のエンターテイメント レストラン船

横浜港を周遊するエンターテイメント レストラン船。海上から眺める大
パノラマの景観とクラシックの生演奏をお楽しみいただきながら、本場
香港の料理人が腕を振るう本格中国広東料理を心ゆくまでご堪能くださ
い。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル
TEL：045-662-6125
営業時間：10:00〜19:00
定休日：月曜日（祝日、年末年始やGWは運航）
「日本大通り駅」徒歩約7分

18 International cuisine subzero
スパークリングワイン

1杯サービス

海に浮かぶレストランで、
みなとみらいのきらめく夜景を

大さん橋の先端にある「インターナショナル キュイジーヌ サブゼロ」で
ランチとディナー。観覧車や赤レンガ倉庫など、遮るもののないみなと
みらいの夜景を一望できるレストランは、まるで海の上に浮いているよ
う。青い光に包まれた幻想的な空間で、創作イタリアンに酔う非日常の
ひとときを。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋２Ｆ
TEL：045-662-1099
営業時間：ランチ（土日祝）11:30〜15:00(L.O.14:00)
　　　　　ディナー17:30〜24:00(日のみ〜22:00)
定休日：月曜日・月曜日が祝日の場合火曜日、年末年始
※他サービスとの併用不可。クリスマス、花火大会などの除外あり。
「日本大通り駅」徒歩約7分

19 HARBOR'S CAFE 大さん橋店
5％OFF

（但し、売店商品を除く）

海の上の開放感あふれるカフェです！

開放的な店内からは横浜を代表するベイブリッジ、氷川丸、マリンタ
ワーや山下公園を全面ガラス張りの窓から一望できます。横浜の素敵な
夜景も楽しめる店内では、ブライダル二次会などのパーティにも対応い
たします。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２F
TEL：045-663-6669
営業時間：平日 11:00〜21:00
　　　　土・日・祝 10:00〜21:00
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

20 泉水工房
お買上げの方に

革小物
プレゼント

大さん橋ターミナル2Fのかばん屋です

主に革及び綿など天然素材を使った日本製のバッグを取り揃えていま
す。
また、ショップ内工房では、木のタンニンで染めた草木染めの帆布を使
いかばんを製作しています。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２Ｆ
TEL：045-681-1215
営業時間：10:30〜19:30
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

21 エクスポート（大さん橋内）
お買上げの方に

オリジナルグッズ
プレゼント

船、港、横浜…がぎっしり！

船旅のようにゆったりスローな生活をテーマに、港や船、横浜にまつわ
るグッズを幅広く展開。
廃版海図を再利用したグッズ、信号旗グッズなども揃っています。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２Ｆ
TEL：045-650-8210
営業時間：10:30〜19:30
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

22 ヨコハマ・チャル
1,000円以上お買上げで

健康茶チャル（190ml缶）を
差し上げます

海風に吹かれてCha-ruをどうぞ

港ヨコハマを感じさせるオリジナルグッズからファッション、品格のあ
る銅器まで彩りゆたかなお店です。11種類の野草をブレンドしたオリジ
ナル健康茶「Cha-ru」は“あと味すっきり、体もすっきり！”といま
大人気！

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２Ｆ
TEL：045-651-6128
営業時間：10:30〜19:30
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

23 ターミナル明治ハセガワ
お買上げ価格の
10％サービス

お菓子・お飲物

横浜港に入港した各客船の写真を展示販売。
横浜のおみやげや飲料、お菓子などを取り揃えてお待ちしています。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２Ｆ
TEL：045-201-7853
営業時間：10:30〜19:30
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

24 サムライストア
甲冑着用体験

30％OFF

遊んで学べる、海のうえの甲冑屋さん

大さん橋で話題の新作甲冑と歴史の店。実際に映画で使われるヨロイの
着用体験ブースもあり、国内外のサムライファンに人気です。
歴史トランプや書籍、手裏剣など、遊んで学べる歴史アイテムも充実。

住　所：横浜市中区海岸通１-１-４ 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル２Ｆ
TEL：045-664-3399
営業時間：10:30〜19:30
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約7分

25
KAAT CAFE
(カートカフェ)

ご飲食代10%ＯＦＦ
(但しパーティーは除く)

KAAT神奈川芸術劇場1Ｆのカフェレストラン

アーティスティックで開放的な空間でくつろぎのひとときをお過ごし下
さい。晴れた日には是非テラス席もご利用下さい(ペット同伴・喫煙可)
女子会、歓送迎会、結婚式二次会等も随時受付けております。

住　所：横浜市中区山下町281神奈川芸術劇場1Ｆ
TEL：045-651-6202
営業時間： 11:00〜20:00（L.O.19:30）※パーティー等を除く
定休日：不定休
「日本大通り」より約徒歩5分

みなとみらい線サポーター100　山下地区

店舗・施設詳細
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