
朝・夜 営業している施設（修学旅行生向け）一覧

※各施設からご提供いただいた情報を横浜観光コンベンション・ビューローがまとめた資料です。ご予約および最新情報は各施設にお問い合わせください（消費税率の変動に伴い、価格改定を実施する可能性があります）。

※エリア毎に掲載。 公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー
2019年3月 現在

※各プログラム要予約。バス駐車場も事前にご予約が必要です。

↓施設名にホームページのリンクを貼っています。ご利用ください。

エリア No. 施設名 住所
電話番号
①代表

②営業担当
アクセス 定休日 営業時間 所要時間 人数

料金
（1名あたり）

バス駐車場
有無

内容・備考

みなとみらい21 1

ヨコハマグランド
インターコンチネンタルホテル
ホテル専用クルーズ船
「ル・グラン・ブルー」

〒220-8522
横浜市西区みなとみらい1-1-1

①045-223-2222
②045-223-2288

・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩5分 火曜日 9：30～20：00
60分
80分

2～30名様
（定員50名様）

1,000円～

船貸切
41,580円（60分）
53,460円（80分）

あり
（有料）

ホテル専用クルーズ船「ル・グラン・ブルー」
プライベートクルーズプラン。
飲食無しでも貸切可能。

2 横浜ベイホテル東急
〒220-8543
横浜市西区みなとみらい2-3-7

①045-682-2222
②045-682-2270

・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩1分 なし
11：00～21：00
（最終スタート

 19：00～）
2時間 20～350名

7,000円
8,000円
（税別）

なし
披露宴でのお食事や正装が必要なパーティーに備え、お食事の際のエチケットや
作法をはじめ、楽しくお食事をするためのコツをフレンチコースを召し上がりながら学ぶ。
※税金・サービス料込・お料理・室料・基本音響照明費を含む。

3 オービィ横浜
〒220-0012
横浜市西区みなとみらい3-5-1
マークイズみなとみらい5F

①045-319-6543 ・みなとみらい線　みなとみらい駅 直結 不定休
9：00～21：00
（最終入館

20：00）
2時間 10～500名

3日前までのお申込みで、
学校行事での来館となる
有料パスポート利用の
お客さま合計人数が

10名以上のグループが対象。

大　人：1,900円
高校生：1,300円
中学生：900円
小学生：500円

なし

動物とふれあえる屋内型パーク。
セガが企画開発する大自然や動物たちの世界を全身で体感するエンタテインメント体験。
＜アニマルコンテンツ最終受付＞
・アニマルガーデン：19:15
・アニマルスタジオ：19:40
・キャットパラダイス：19:45

4 ハードロックカフェ 横浜
〒220-0012
横浜市西区みなとみらい2-3-1
クイーンズタワーA1階

①045-682-5626
・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩1分
・JR根岸線　桜木町駅より徒歩8分

なし
※ビルのメンテ
ナンス日などに

準ずる

11:00-23:00
（レストラン）
10:00-23:00
（ショップ）

30～60分

1～250名
（立食）

1～130名
（着席）

ランチ　1,000～1,500円
ディナー　2,500円～

なし
【店内ツアー】
店内に飾られた有名アーティストが実際に使用した楽器や衣装などをご紹介。
ロックの誕生から現在に至るまで、年代別に飾られているロックの歴史を学ぶ。

山下公園 5
ロイヤルウイング
（クルーズプラン）

〒231-0002
横浜市中区海岸通1-1
大さん橋ふ頭ビル4階

①045-662-6125
・みなとみらい線　日本大通り駅より徒歩7分
・JR根岸線　関内駅より徒歩20分

月曜日
平日限定

17：00～18：50
19：30～21：20

110分 15～300名
5,100円

（中学生以上）

大さん橋
ターミナル

（有料）

お食事は仕込から調理まで一貫して船内厨房で行い、本格中国料理は絶品。
夕暮れから街の灯が輝く夜にかけての美しい眺めは爽やかな潮風とともに
学生時代の思い出を鮮やかに彩る。

横浜中華街 6 揚州飯店
〒231-0023
横浜市中区山下町164

①045-651-5108
②045-651-1488

・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩5分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩7分

なし 11：00～22：00 120分 5～300名
3,300円
4,400円
（税別）

なし 手作り体験（餃子2ケ・肉まん1ケ）＋6～7品+中国人講師による中国語教室

7
四五六菜館
（肉まん包み体験）

〒231-0023
横浜市中区山下町190

②045-663-4528
・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩5分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩10分

なし
11：00～22：00

（最終入店
19：00）

90～120分 10～200名
コース代（2,000円～）

＋体験料（500円）
（税別）

あり
本場上海の点心師のレクチャーを受けながら、肉まん包み体験（30分）。
その後、中国上海料理を堪能できる。

その他 8
横浜・八景島
シーパラダイス

〒231-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-8888
②045-788-9632

・シーサイドライン　八景島駅より徒歩すぐ
・車の場合：首都高速湾岸線幸浦I.Cより約1.5km
　　　　　　　　横浜横須賀道路並木I.Cより約2km

なし

（平日）
10：00～20：00

（土日）
 9：00～21：00

時期により
異なります。

詳しくは
公式ＨＰにて

ご確認ください。

- -

学校行事
特別料金

＜ワンデーパス＞
※アクアリゾーツパス

＋プレジャーランドパス

教職員：3,800円
高校生：3,300円
中学生：2,800円
小学生：2,500円

＜アクアリゾーツパス＞
※水族館4施設共通パス

教職員：2,300円
高校生：1,800円
中学生：1,250円
小学生：1,050円

あり
（E・Ｇ駐車場）

横浜・八景島シーパラダイスは「海・島・生きもの」をテーマに、異なる4つの水族館と
15種類のアトラクションがお楽しみにいただけます。
毎夜、海の動物たちのショーナイトショー「LIGHTIA」を開催しております。
大型ＬＥＤビジョンとプロジェクションマッピングのコラボによって超巨大な映像演出と
海の動物たちが多彩な色の世界を表現したショーとなっております。

【夜のコンテンツ/18：00以降も営業】

http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
https://ybht.co.jp/
http://orbiearth.jp/
http://hardrockjapan.com/location/yokohama/
https://www.royalwing.co.jp/
https://www.royalwing.co.jp/
http://www.yoshuhanten.com/
https://www.456saikan.jp/
https://www.456saikan.jp/
http://www.seaparadise.co.jp/
http://www.seaparadise.co.jp/


朝・夜 営業している施設（修学旅行生向け）一覧

※各施設からご提供いただいた情報を横浜観光コンベンション・ビューローがまとめた資料です。ご予約および最新情報は各施設にお問い合わせください（消費税率の変動に伴い、価格改定を実施する可能性があります）。

※エリア毎に掲載。 公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー
2019年3月 現在

※各プログラム要予約。バス駐車場も事前にご予約が必要です。

↓施設名にホームページのリンクを貼っています。ご利用ください。

エリア No. 施設名 住所
電話番号
①代表

②営業担当
アクセス 定休日 営業時間 所要時間 人数

料金
（1名あたり）

バス駐車場
有無

内容・備考

みなとみらい21 1 オービィ横浜
〒220-0012
横浜市西区みなとみらい3-5-1
マークイズみなとみらい5F

①045-319-6543 ・みなとみらい線　みなとみらい駅 直結 不定休
9：00～21：00
（最終入館
 20：00）

2時間 10～500名

3日前までのお申込みで、
学校行事での来館となる
有料パスポート利用の
お客さま合計人数が

10名以上のグループが対象。

大　人：1,900円
高校生：1,300円
中学生：900円
小学生：500円

なし

セガが企画開発する大自然や動物たちの世界を全身で体感するエンタテインメント体験。
＜アニマルコンテンツオープン時間＞
・アニマルガーデン：9:30
・アニマルスタジオ：10:00
・キャットパラダイス：10:00

2

ヨコハマグランド
インターコンチネンタルホテル
ホテル専用クルーズ船
「ル・グラン・ブルー」

220-8522
横浜市西区みなとみらい1-1-1

①045-223-2222
②045-223-2288

・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩5分 火曜日 9：30～20：00
60分
80分

2～30名様
（定員50名様）

1,000円～

船貸切
41,580円（60分）
53,460円（80分）

あり
（有料）

ホテル専用クルーズ船「ル・グラン・ブルー」
プライベートクルーズプラン。
飲食無しでも貸切可能。

横浜中華街 3 揚州飯店
231-0023
横浜市中区山下町164

①045-651-5108
②045-651-1488

・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩5分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩7分

なし
11：00～22：00
（9：45～可）

90分 5～300名
2,200円
（税別）

なし 手作り体験（餃子2ケ・肉まん1ケ）+杏仁豆腐+中国人講師による中国語教室

その他 4 三溪園 〒231-0824
横浜市中区本牧三之谷58-1

①045-621-0634
②045-621-0635

・根岸駅から　1番のりば
　《市バス58・99・101系統》約10分 本牧下車・徒歩10分
・横浜駅から　東口2番のりば
　《市バス8・148系統》約35分 三溪園入口下車・徒歩5分
　《ぶらり三溪園BUS》（土・日曜日・祝日限定運行）
　約45分 三溪園下車
・桜木町駅から　2番のりば
　《市バス8・148系統》約25分 三溪園入口下車・徒歩5分
　《ぶらり三溪園BUS》（土・日曜日・祝日限定運行）
　約35分 三溪園下車
・元町・中華街駅から　4番出口そば山下町バス停
　《市バス8・148系統》約15分 三溪園入口下車・徒歩5分

12月29～31日
9：00～16：30
（最終入園

17：00）
- -

高校生以上：700円
小学生・中学生：200円

団体（10人以上）
高校生以上：600円

小学生・中学生：100円

別途「教職員引率
学生団体の割引

入園料」あり

あり
（要予約）

製糸業と生糸貿易により財を成した横浜の実業家 原 三溪によって造られ、
1906年（明治39）公開された日本庭園（国指定名勝）。
重要文化財建造物10棟を含む古建築17棟と、桜や紅葉など四季折々の
自然の調和した景観が楽しめます。

5
横浜・八景島
シーパラダイス

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-8888
②045-788-9632

・シーサイドライン　八景島駅より徒歩すぐ
・車の場合：首都高速湾岸線幸浦I.Cより約1.5km
　　　　　　　　横浜横須賀道路並木I.Cより約2km

なし

早入場
実施時間

9：00～10：00
※ふれあい
　ラグーンの
　開館時間が

　11：00の
　平日のみ

営業時間に
つきましては
時期により
異なります。
公式ＨＰにて
ご確認いただ
くか、お電話
にてお問合せ

ください。

- -

学校行事
特別料金

＜ワンデーパス＞
※アクアリゾーツパス

＋プレジャーランドパス
教職員：3,800円
高校生：3,300円
中学生：2,800円
小学生：2,500円

＜アクアリゾーツパス＞
※水族館4施設共通パス

教職員：2,300円
高校生：1,800円
中学生：1,250円
小学生：1,050円

あり
（E・Ｇ駐車場）

横浜・八景島シーパラダイスは「海・島・生きもの」をテーマに、異なる4つの水族館と
15種類のアトラクションがお楽しみいただけます。
学校団体さま限定「ふれあいラグーン」にて早入場可。

【時間】：9：00～10：00
　　　　　※ふれあいラグーンの開館時間が11：00の平日のみ
【料金】：無料
　　　　　※水族館に入場できるチケット（アクアリゾーツパスまたはワンデーパス）が
　　　　　　　必要となります。
【人数】：最大200名（学校さま3校まで）
【予約】：事前予約制（先着順）
　　　　　※ご利用日の1年前から承ります。
【内容】：動物のパフォーマンス（セイウチ、オタリア、ペンギン等1種）+自由見学
　　　　　※動物の体調により、内容は変更となる可能性がございます。
【注意事項】：複数の学校さまの利用がある日に関しては、待ち時間、立ち見が
　　　　　　　　発生する可能性がございます。
　　　　　　　　雨天時でも決行いたします。※雨具の貸出は行っておりません。
　　　　　　　　雨天時のみご利用の学校団体さまはご遠慮願います。
　　　　　　　　ふれあいラグーン入館の際には約5分間の楽しみ方や注意事項に
　　　　　　　　関する映像をご覧いただきます。

【朝のコンテンツ/10：00前から営業】

http://orbiearth.jp/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/facilities/ship/
http://www.yoshuhanten.com/
http://www.sankeien.or.jp/
http://www.seaparadise.co.jp/
http://www.seaparadise.co.jp/

