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待ちに待ったゴールデンウイーク！ 今年は、楽しいイベントいっぱいのヨコハマに出掛けよう！
太陽と海が明るくまぶしいヨコハマは、みんなのウキウキ気分にピッタリ！
青空の下でビールを飲んだり、パレードを楽しんだり……電車で出掛ける、
ミニ遠足です。

4/26 thu.
「渋谷ヒカリエ」誕生。
次の渋谷が、動き出す
渋谷ヒカリエ 開業記念入場券を
販売します！
・販売日時／4月26日
（木）
初電〜
・販 売 駅／田園都市線･渋谷駅、東横線･渋谷駅
・販売金額／300円
（3枚セット）

公式オープニング
イベント
「二代目市川亀治郎
大博覧会」開催！
4月28日(土)〜
5月9日(水)

※3,000セットの限定販売です。

宮

おしゃれなトライアングルエリアが1日中乗り降り自由！
渋谷

おトクなきっぷで
横浜みなとみらい
エリアを満喫！

世田谷線
こどもの国線
田園都市線

◆販売場所 東急線各駅の券売機
※横浜駅、
田園都市線渋谷駅、
こどもの国線・
世田谷線各駅では販売していません。
※価格は販売駅により異なります。
※発行当日限り有効

目黒線

こども 200円

通年販売決定！

◆販売場所 東急線各駅の券売機

東急お台場パス

※田園都市線渋谷駅、大井町駅、こども
の国線・世田谷線各駅では販売してい
ません。 ※発行当日限り有効

セット内容
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みなとみらい線

セット内容

みなとみらい線１日乗車券

http://www.tokyu.co.jp/triangle/
PC
モバイル http://tokyu.jp/triangle/

◆販売場所 トライアングルエリア内
各駅の窓口･定期券うりば
東横線

東急線各駅（一部の駅を除く）から
横浜駅までの往復乗車券

おすすめスポットをWebでチェック！

長津田

みなとみらいチケット

盗りおにごっこ」
攻略スポットです。

東急線各駅（一部の駅を除く）から
大井町駅までの往復乗車券
りんかい線１日乗車券 ( 大崎駅を除く）

東 急 イ ベ ン ト ニ ュ ー ス
東急電鉄 ＋東京都交通局 ×
「ケータイ国盗り合戦」

鉄道フェスティバル2012 in SHIBUYA

携帯電話スタンプラリー 国盗りおにごっこ 2012

東急百貨店 東横店では、
ゴールデ
「鉄道フェス
ンウイークの特別イベント
を開催
ティバル 2012 in SHIBUYA」
します。会場では、運転シミュレーター
体験やジオラマコーナーのほか、
電車
をモチーフにしたぬり絵やペーパーク
ラフトなどの工作コーナーもあります。

「ケータイ国盗り合戦」
コラボレーション企画「国盗りおにごっ
こ 2012 」。大好評をいただいた昨年に続き、第2弾を開催しま
す。今年は、都営地下鉄の駅を含めて15スポットをご 用意してい
ます 。携帯電話を使った 参加費無料 のスタンプラリーゲームに、
ぜひご参加ください。
◆期
間 4月24日
（火）
15 : 00〜6月11日
（月）
15 : 00
◆ 参加方法
① 携帯電話･スマートフォンで右記QRコードにアクセスしてゲームに登録
② 駅などにある専用ポスターのQRコードを読み込み、
スタンプを集める
◆ 参 加 料 無料
（パケット通信料はお客さま負担、一部有料のコンテンツあり）

◆日

国盗りおにごっこ期間中
盗
「東急ワンデーオープンチケット」
を販売します
東急線全線一日乗車券

東急ワンデーオープンチケット

東急線内1日
乗り降り自由

◆販売場所 東急線各駅の券売機

大人

※こどもの国線・世田谷線の各駅では販売していません。
※みなとみらい線はご利用になれません。※発行当日限り有効

こども

640円
320円

専用ポスターの設置場所など詳細は、
ケータイ国盗り合戦のモバイルサイトをご覧ください。
http://kntr.jp/
※ QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

時

◆場 所
◆入場料

5月3日
（木･祝）
〜8日
（火）
10:00〜20:00
:
（火）
※5月7日
（月）
は21 00まで、5月8日
は19：00まで。
入場は閉場の各30分前まで。
東急百貨店 東横店 西館8階催物場
500円
（税込み、小学生以下無料）
※
カードのご提示で2名さままで無料。
※混雑時には入場を制限する場合があります。
また、一部の催物で
整理券を配布する場合があります。あらかじめご了承ください。

◆お問い合わせ 東急百貨店 東横店 TEL：03-3477-3111

詳細は、東急百貨店ホームページをご覧ください。
http://www.tokyu-dept.co.jp/

ゴールデンウイーク

海風とともに楽しむビールはいかが？

横浜オクトーバーフェスト2012

〜spring〜
野毛といえば、大道芸！
野

第38回 野毛大道芸
昭和61年にスタートし、今年はなんと38回目！ 家族み
んなが笑顔になれる、野毛の名物イベント。国内外から
さまざまなジャンルの大道芸人が参加し、例年2日間で
30万人以上の観客を魅了している。素晴らしいパフォー
マンスには、 拍手 と 投げ 銭 を！ フォトコンテストも
開催されるので、
カメラを持って出掛けよう。

毎年秋に行われ大好評のイベントが今年はゴールデンウイーク
にも開催！ 本場ドイツでビールシーズンの幕開けを祝う祭りと
して始まったオクトーバーフェスト。ここ横浜でもドイツビールは
もちろん、ソーセージや春野菜を使ったメニューなどをそろえ、
家族みんなで楽しめるイベントとして年々盛り上がっている。

2011年のフォト
コンテスト入 賞
作品より。今年は
どん な パフォー
マンスが 見られ
るかな？

■開催日時／4月27日
（金）
〜5月6日
（日）11:00〜21:30
※4月27日
（金）
のみ17:00〜21:00
■場所／横浜赤レンガ倉庫 イベント広場 ■馬車道駅・日本大通り駅 徒歩6分
■入場料／200円
（中学生以下は無料）※入退場ができるリストバンドを発行。
※ジョッキ預かり金
（デポジット1,000円〜）
必要。
要。
が別途必要。※未成年者は保護者の同伴が必要
■お問い合わせ／045-227-2002
（代表） 横浜赤レンガ倉庫

■開催日時／4月28日
（土）
・29日
（日・祝）11:00〜16:00
■馬車道駅 徒歩10分、JR・市営地下鉄 桜木町駅 徒歩3分
分
■場所／横浜市中区野毛地区一帯
■お問い合わせ／045-262-1234
野毛大道芸実行委員会 事務局

開館（リニューアル）
10年！
楽しいイベントいっぱい
横浜赤レンガ 倉庫
横浜開港 からおよそ 半世
紀後、新港ふ頭に建てられ
た赤レンガ倉庫。100年以
上の時を経た今では、文化
施設やショップ、レストラン
さまざまな
などはもちろん、
イベントなどでにぎわう、市
民の憩いの場になっている。

マッ
ヨ コ ハ マ 満 喫

大道芸を見た後は、みんなで動物園へ！

野毛山動物園
この春、開園61周年を迎えた歴史ある動物園。
園内の
「なかよし広場」
は、子どもたちが 小動
物とふれあい、動物のぬくもりや命の大切さを
実感できる場となっている。

パパ！
パ！
電車で来たから
ら
安心して
て
ビール
飲めるね〜
〜

■045-231-1307 ■馬車道駅 徒歩20分、京浜
急行 日ノ出町駅 徒歩10分
■開園時間／9:30〜16:30
（入園は16:00まで。
なかよし広場は9:45〜16:15）
■休園日／月曜
（祝日の場合は翌日、
5月は無休）
■入園料／無料
■横浜市西区老松町63-10
かわいいレッサーパンダ
にみんなくぎづけ♪
ライオンやトラ、キリ
ンなど迫力満点の動
物たちにも会える！

ドイツのビ ー ル 、日
本のビール……ソー
セージを片手に飲み
比べてみては？公式
グッズの販売もあり

まるで海の上にいるような……
ハーバーズ カフェ

HARBOR'S CAFE 大さん橋店
氷川丸やマリンタワー、山下公園など、
大きな窓の向こうに広がる開放的な眺
望を楽しみながら、のんびりとひと休み
はいかが？フードメニューも充実している
ので、夜景を見ながらの食事にもgood！
■045-663-6669 ■日本大通り駅 徒歩7分
■営業時間／11：00〜21：00 土曜・日曜・
祝日は10 : 00から（フードL.O.20:30、
ドリ
ンク L.O.20:45）■定休日／無休
■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

大さん橋ラテ
（大さん橋店限定）
450円

みなとみらい線

パーティーなどにも利用
される広々とした店内
黒船ロコカレー 1,200円
辛さの中に甘さもある黒
カレーの下にはハンバー
グが！ 目玉焼きものって
ボリューム満点

横浜マリンタワーと
氷川丸、
両方行くなら
お得なセット券も！
一般：850円、
（65
シニア
歳以上）
：700円、中高生：
550円、小学生：300円
※幼児のセット券は無し。
マリンタワーのみ 3歳以
上 は 幼 児 入 場 券（ 2 0 0
円）
が必要。

横浜DeNAベイスターズの
試合を見に来てね

海にお船を
見に行こう！

横浜スタジアム
DB．
スターマン

試合日程などは、横浜DeNAベイスターズの
ホームページをご覧ください。
http://www.baystars.co.jp/

肉まん
食べ
た〜い！

港ヨコハマ のシンボル
ハマの洋食、伝統の味を

ヨコハマにはサンドウィッチがよく似合う！

センターグリル

リナス・サンドウィッチ・カフェ

野毛で60年以上続く老舗
の洋食屋さん。
レトロな趣
の店内には、親子3代で来
店する常連さんも！ナポリ
タンやオムライスなど、懐
かしくやさしい味を。

横浜店
パリ本店のレシピを受け継ぎ、注文を
受けてから作るサンドウィッチ。安心し
て食べられるこだわりの食材を、3種類
から選べる焼きたてオリジナルパンで
サンド。晴れた日には、テラス席もおす
すめ！テイクアウトも可。

浜ランチ 1,050円
オムライスはデミグラ
スソースとふわふわ卵
が決め手。ジューシー
なチキンカツものった
大満足の一品

■045-241-7327 ■馬車道駅 徒歩10分
JR・市営地下鉄 桜木町駅 徒歩5分
■営業時間／11:00〜21:15
（L.O. 21:15）
■定休日／月曜
■横浜市中区花咲町1-9

華やかなダンスや音楽に心も踊る♪

■045-222-7055
■日本大通り駅1番出口 徒歩1分
■営業時間／10:00〜19:00 (L.O.18:30)
土曜・日曜・祝日は10 : 30から
（平日のみ）11：00〜14：00
ランチタイム
■定休日／無休
■横浜市中区弁天通1-1 東京電力ビル1F

第60回 ザ よこはまパレード（国際仮装行列）

■開催日時／5月3日
（木・祝）※荒天の場合は、4日
（金・祝）
に順延
キッズパレード10:45〜、スーパーパレード11:15〜
■コース／山下公園前〜万国橋〜伊勢佐木町6丁目
（キッズは万国橋まで）
■お問い合わせ／0180-99-4045 国際仮装行列実行委員会
（開催約１週間前より。テープ案内）

（展望フロア）
完成から50年以上、港の発展を見続けて
きたマリンタワー。現在は観光スポットとし
て人気。展望フロアからの絶景は一見の
価値あり。楽しいイベントも開催中！
■045-664-1100 ■元町・中華街駅4番出口
徒歩1分 ■営業時間／10:00〜22:30
（入場は22:00まで） ■休館日／無休
（メン
テナンスなどにより休館の場合あり）
■入場料／大人：750円、中高生：500円、
小学生：250円、幼児：200円、3歳未満：無料

人々の憧れ、船旅の世界へ

日本郵船 氷川丸
今から80年以上も前に建造された氷川丸。
当時を思わせる客室内の装飾などが見学で
きる。まだ船でしか海外に行くことができな
かった時代の 船旅の世界 へタイムスリップ！

2012年横浜開港記念みなと祭
60回目を迎える今年のパレードのテーマは
「Brilla Yokohama 横浜の耀
。第1回
（1953年）
現代から未来へ
きを次の世代へ」
からの歴史を振り返り、
各時代の世相を反映させた衣装や音楽で、
沿道の約30万人の人々を楽し
ませてくれる。
ブラスバンドやバトントワリングなど60団体以上が参加する
ハマのビッグイベントをさわやかな海風とともに楽しもう！

横浜マリンタワー

栄 養 満 点 の サンドウ
ィッチは種類も豊富。
スープやドリンク、手
作りデザートも人気
リナスクラブサンド 930円
写真は、+100円のパン
（パンパヴェ）
使用で1,030円

■045 - 641 - 4362 ■元町・中華街駅 1 番出口
徒歩3分 ■開館時間／10:00〜17:00
（入館
（祝日の場合は
は16:30まで） ■休館日／月曜
翌平日） ■入館料／一般：200円、シニア
（65
歳以上）
・小中高生：100円、未就学児：無料

もっと知りたい！ ヨコハマのイベント&
「とくらく」
おすすめスポットは
でチェック！
www.tokyuensen.com
※詳細は各施設・店舗にお問い合わせください。※本誌に掲載されている施設・店舗・イベントの内容などは、予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

月〜金 8:00〜20:00 土日祝 9:30〜17:30（年末年始などを除く）※東急線各駅へのお電話は、土日祝を除き東急お客さまセンターへ転送されます（左記営業時間内）。
※4月22日
（日）
は、
システムメンテナンスのため臨時休業とさせていただきます。
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