
2022年は、新橋～横浜（現在の桜木町駅）駅間の鉄道開業から150年の年です。
　150年目も、この先の未来も、ここ横浜・みなとみらいで楽しく過ごせますように。
　　散策にぴったりの季節に、フェスタオリジナルスタンプを押しながら
　　　みなとみらいを巡ってみませんか？

横浜市営地下鉄ブルーライン
野毛
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主催：桜木町駅前広場活性化委員会　一般社団法人横浜みなとみらい２１ 
協力：株式会社ビーブリッジ　みなとみらい２１SP推進委員会
問い合わせ先：桜木町駅前広場活性化委員会（事務局 一般社団法人横浜みなとみらい２１） TEL 045-682-4403（平日9：00～17：00）

桜木町駅前広場活性化委員会とは・・・
桜木町駅前広場の賑わいづくりを目的にした、周辺事業者からなる組織。
行政や各種関係機関と連携を図りながら周辺地域の観光振興・経済活性化を目指しています。
〔構成メンバー〕 クロスゲート、コレットマーレ、ニューオータニイン横浜プレミアム、日本郵便㈱南関東支社、CIAL桜木町、
富士ソフト㈱、（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー、（一社）横浜みなとみらい21、横浜市都市整備局

横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト

みなとみらい２１

開業当時の蒸気機関車がARで出現！
桜木町駅前広場で写真を撮ろう

AR「蒸気機関車」の撮影方法

場 所 JR桜木町駅前広場 期 間 2022年 9月23日(金・祝)～10月16日(日)

桜木町駅前広場活性化委員会  鉄道開業150年記念イベント

●QRコードを読み取る
　ARナビ・スポット情報　
　シェアアプリ

　
　（無料）をインストールして、
　アカウントを作成！

●JR桜木町駅前広場へ移動！
　アプリを立ち上げる

●「祝！ 鉄道開業150年」
　を選択し、スポット①～
　③いずれかを選択

撮影開始！ お好きな大き
さ・向きで撮影してみよう！

●「スペシャルコンテン
　ツを楽しむ」を選択

●「ARで写真を撮る」を選択

AR「蒸気機関車」が写った写真をTwitterに投稿していただくと
10名様に素敵なプレゼントが当たる！
お気に入りの写真を選んでみんなで参加しよう！

※周りの人の邪魔にならないようご注意して撮影してください。  ※スマートフォンの機種によっては、ARカメラ機能が使用できない場合があります（iPhone6以降、ARCore対応端末のみ撮影可能）。　※応募写真の内
容及び、投稿に伴うトラブルに関しては、当委員会及び事務局は責任を負いかねます。　※プレゼント当選者には、2022年11月末日までにTwitter（横浜みなとみらい21公式Twitterアカウント）のダイレクトメッセージか
らご連絡します。　※本キャンペーンを通じて取得する個人情報は、本キャンペーンに関する手続きのみに使用し、第三者への開示・提供はしません。　※その他、応募の際には「横浜みなとみらい21公式ウェブサイト」本
イベント記事にて、注意事項を必ずご確認ください。

応 募
方 法

① 横浜みなとみらい21公式Twitterアカウント
　（@MinatomiraiNow）をフォローする
②AR「蒸気機関車」が写った写真に
　ハッシュタグ「#ekihiro」をつけてTwitterに投稿する

募 集
期 間 2022年 9月23日（金・祝）～10月21日（金）

賞　品
セットで10名様にプレゼント

鉄道開業150年 Twitter ハッシュタグキャンペーン

鉄道開業150年を記念して、開業当時の横浜駅（初代）があった現桜木町駅に、

当時実際に走っていた「110形蒸気機関車」と「中等客車」がAR技術により蘇り、

写真撮影ができる「ARフォトスポット」が登場！ 
現在の桜木町駅やみなとみらいの街をバックに、また蒸気機関車と一緒に…

今、ここでしか撮れない！ 特別な1枚を撮影してみませんか。

さらに「鉄道開業150年 Twitter ハッシュタグキャンペーン」 も開催！
JR東日本商品化許諾済

・ CIAL桜木町　金券 1,000円分
・ コレットマーレ　金券 1,000円分
・ ニューオータニイン横浜プレミアム　食事券 1,000円
・ 蒸気機関車キーホルダー 

Twitter 
ハッシュタグ
キャンペーンに
参加しよう

実物の「110形蒸気機関車」と「中等客車」は
CIAL桜木町ANNEXに展示されてるよ！

JR桜木町駅前広場
AR「蒸気機関車」出現エリア

AR「蒸気機関車」は開催期間中のみ出現！
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ラリーポイント 1 7～

おめでとう 鉄道開業150周年　ありがとう 開館10周年 RAILWAY CAMPAIGN 2022

原鉄道模型博物館（横浜三井ビルディング１階　天賞堂みなとみらい店舗前） 9/29（木）～

国内鉄道開業150周年＆開館10周年の
ダブルアニバーサリーを祝し、9/29（木）より
企画展を開催。鉄道発展の軌跡、開業の
地・横浜駅の変遷や当館の歩みを振り返
ります。圧巻の鉄道ジオラマと併せてご観
覧ください。

CIAL桜木町

「Tresen鉄道王決定戦～最終
きっぷ争奪戦～」などCIAL桜
木町ANNEXをメイン会場とし
て楽しい鉄道イベントがたく
さん。特別な秋をお楽しみに！

9/27（火）～10/25（火）
ラリーポイント❻ラリーポイント❸

■会場：CIAL桜木町ANNEX他 館内各所

ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい
ご当地グッズや鉄道関連グッズが当たる！！
みなとみらいポイントアプリ抽選会

ランドマークプラザ
MARK IS みなとみらい

期間中、対象店舗で１,５００円
（税込）以上ご利用の方に抽選
でみなとみらいポイントアプリ
クーポンやご当地グッズ、鉄
道関連グッズをプレゼ ン ト！

9/23（金・祝）～
10/16（日）

ラリーポイント❷ ❹

■対象店舗：ランドマークプラザ、クイーンズタワーA
　　　         MARK IS みなとみらい飲食店舗

『映画デリシャスパーティ♡プリキュア』　
映画公開記念クイズラリーキャンペーン！

横浜ワールドポーターズ

館内設置の『映画デリシャスパーティ♡プリキュア 
夢みるお子さまランチ！』クイズポスターを見て、ス
マートフォンから応募。全部
答えると待受画像をプレゼ
ント！ さらにすてきなグッズ
も当たるキャンペーン実施！

■会場：館内各所

国産牛と鹿児島県産黒豚のプレミアムハンバーグ
スタンプラリー参加者プレゼントも

ニューオータニイン横浜プレミアム

ジューシーな国産牛の旨味と黒豚の甘みと風
味を一緒に味わえるプレミアムハンバーグが
登場。 食欲の秋におすすめの一品です。

■場所：下町 DINING & CAFE THE sea

■場所：1F ブッフェ・ダイニング
　　　  「オーシャンテラス」

国産牛と鹿児島県産黒豚プレミアムハンバーグ
（パン または ライス 付）   3,200円

横浜ロイヤルパークホテル

シェフ厳選の極上メニューがブッフェに勢ぞろい
にっぽん美食紀行～秋の九州 うまかもんフェア～

「フローラ」のパフェが完全リニューアル！

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

美食の宝庫として知られる九州の秋の味
覚を食べつくす極上メニューがブッフェス
タイルで存分に堪能できます。フェアの目
玉は、滅多に味わえない九州産黒毛和牛
のローストビーフ！ 九州各地の名産を
使ったスイーツも豊富に揃います。

マンゴー＆オレンジ、和梨＆洋
梨、マスカットの3種のパフェ
が期間限定で登場。
ベリーとチョコレートのパフェ
2種はいつでもお楽しみいた
だけます。

料理長・関根が宮城県の生産者のもと
を訪れ、見識を深めた食材を用いて、
期間限定で特別コースをご提供。みな
とみらいならではの景色を眺めなが
ら、この時季にしか味わえないメニュー
の数々をご賞味ください。

宮城県産食材を用いた、こだわりの秋季限定コース
特別ランチ･ディナーコース『秋の収穫祭 ～MIYAGI～』

横浜ベイホテル東急

開催中～10/10（月・祝）

すすめ！ ぼくらのアンパンマンごう！

メインステージ「すすめ！ ぼくらの
アンパンマンごう！」を開催中。ジャ
ムおじさんを乗せて、アンパンマン
ごうが登場。みんなのすぐ近くまで、
アンパンマンたちがやってくるよ！

■会場：3F ひろば

横浜アンパンマンこどもミュージアム 開催中

「キモい」のには、理由があるんだ・・・。「キモイ展 2022」
MARK IS みなとみらい

何でそんな色なの？ 何でそんなに可愛い
の？ 見た目はキモチ悪いが「キモいには理
由がある生き物」が世界中から大集合!
種別及び登録番号：展示 第20-0143号
【入場料】
当日券 大人 800円、小人 600円  ※３歳以下無料

ラリーポイント❷

■会場：5F 特設会場  11：00～19：00
              ※入場は閉場の30分前まで

開催中～10/30（日）

イベント & グルメもたくさん！ ラリーポイントを巡りながら楽しもう♪

開催中～
11/30（水）

【料金】
ランチ 平日　 4,700円／土日祝日　5,400円
ディナー 平日　6,800円／土日祝日　7,300円
※お子様料金（5～12歳）もあり

【時間】
ランチ 11：30～15：00（Ｌ.Ｏ.）　 ＊90分制
ディナー 17：00～20：00（Ｌ.Ｏ.）    ＊120分制

■場所：B1F レストラン＆バンケット「フローラ」
　時間：ティータイム 14：00～16：00 L.O.（17：00 Close）
　料金：2,000円～

　

■場所：3F 中国料理「スーツァンレストラン陳」
　時間：ランチタイム・ディナータイム ※最新の営業時間は公式HPをご確認ください。
　料金：ランチコース 6,250円　ディナーコース 12,500円

※パフェの種類によって
　　販売期間が異なります。

各1日
10食限定

9/23（金・祝）～10/16（日）の期間中は、
スタンプラリーのトートバッグをお持ちの
お客様でレストランをご利用のお客様に
横浜・元町「ラ・テイエール」の紅茶をプレ
ゼント（お1人様1個）

PRESENT

桜木町駅と新港地区の運河パーク
駅間（630m）を約5分で結ぶ、都市型
ロープウェイ。キャビンはバリアフリー
構造で冷房完備。
昼間は眼下に広がる運河やみなと
みらいの観光名所、夜には煌びやか
な夜景を一望できます。

※2・3Fミュージアムのご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

110形蒸気機関車の
中等客車乗車体験イベントも※要予約。9/20（火）～28（水）は臨時休館

Ⓒ2022 映画デリシャスパーティ♡プリキュア製作委員会

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※詳細は各施設ホームページをご確認ください。

トートバッグトートバッグ

ラリー

トートバッグに
スタンプを押そう

スタンプ
スタート＆ゴールポイント
Ｂ１Ｆ ステーションコア

（スーパースポーツゼビオ前）

開催中～
10/31（月）

※火曜不定休
※除外日10/21（金）

詳しくはHPへ キモイ展 2022 検索

※本チラシご持参で5名様まで当日料金より100円割引いたします。

※ラリーポイントはCIAL桜木町ANNEX 1F

YOKOHAMA AIR CABIN
ラリーポイント❼5F イオンシネマみなとみらいにて 9/23(金・祝)公開！

9月23 日（金・祝）・24日（土）・25日（日）
10月14日（金）・15日（土）・16日（日）

開催日程

期間数量限定発売の、「鉄道開業150年記念仕様 
黒船ハーバー ショコラクルミ5+1 個」「鉄道開業

150年記念スフレどら焼き3個入」を横濱菓子ありあけ
の以下の店舗でお買い求めいただけます！

● 横濱菓子 ありあけ　MARK IS みなとみらい店
● CIAL桜木町　横濱菓子ありあけ

※開館時間、イベント内容等は事情により中止・変更となることがございます。 ※表示金額は、消費税およびサービス料が含まれております。

エリアには美味しいものがいっぱい! だから…

ホテルでよりみちグルメ
トートバッグスタンプラリーがさらに楽しくなります♪


