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かわさきＴＭＯ 2019～2020年度事業 

かわさき宿手形事業 《企画概要書》 

（令和 2年 3月 10日版） 
 

0. はじめに～かわさきセントラル構想実現に向けた第一歩 
川崎駅周辺は、首都圏における好立地特性を最大限に活かし、東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック以降も成長を見込むエリアとして発展を続けています。ここで商業活動を営む商店街組織

等によって構成するかわさきＴＭＯでは、市街地の増進整備を進める行政施策や、ラ・チッタデッ

ラ、ラゾーナ川崎プラザをはじめとする多数の大型商業施設によるイメージアップや集客向上の目

覚ましい成果だけに依存することなく、これらと連動して商業者自らが主体となって取り組むべき

事業を展開する必要があると考えています。 

2018年度に開催した「かわさき未来づくりワークショップ」では、地域で活躍する若手事業者ら

から多数の提案をいただき、これをベースとして将来も発展可能なまちのビジョン「かわさきセン

トラル構想」をとりまとめました。 

2019～2020年度は、この構想実現に向けた第一歩として、川崎ならではの魅力的なコンテンツを

結集し、市内外への効果的な発信を行うことで、駅直近に集中しがちな客層、特に近年の首都圏で

増加傾向にある外国人観光客や、将来消費に期待できる若年層に対して、東口あるいは西口一帯へ

の中広域的な回遊を促し、首都圏のみならず国内外への話題喚起とリピーター効果を最大化する取

組を実施します。また今後も、企画段階から次世代を担う若者の視点を取り入れることによって、

街づくりに次世代が参画できる機会を創出していきます。 

 

 

1. 事業名称 かわさき宿手形事業 

 

2. 事業概要 

●川崎駅周辺の加盟店で使用出来る「金券＝手形」１冊 3,000円（1,000円×３枚）を販売 

※2020年５月販売開始を目標 

●使用期限：販売日から６か月（通年販売） 

●発行冊数：初期5,000冊を予定 

●加盟店登録料：１年間無料  

●チケット換金手数料：７％を予定 

●加盟店には 1,000円分（１枚）のスペシャルメニューの考案を要請 

※飲食店はセットメニュー、物販・サービスはパッケージなど 
●マップ等：日本語版 3,500部／英語版 3,500部 その他、ポスター（100部）、加盟店シール 

 
主催：かわさきタウンマージメント機関（かわさきＴＭＯ） 
協力（予定）：川崎駅前広域商店街連合会／川崎商工会議所 
後援（予定）：川崎市 
発行・事務局（予定）：横浜ＤＭＣ（ＹＤＭＳ株式会社）  
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加盟店の選定は？ 

2019年度秋開催の「かわさき未来づくりワークショップ」に参加した若手を中心とした有志

が“川崎の魅力を対外的に紹介するにふさわしいお店”を選別。これを基にかわさきＴＭＯ関

係者が店舗を個別に訪問し、参加の要請を行います（初期目標 50店舗以上）。 

 

事業効果・メリットは？ 
【加盟店にとっては…】新規顧客、リピーターを獲得できるチャンスとなります。 

【ユーザー（お客様）にとっては…】川崎駅周辺の魅力的なコンテンツがまとめられ、街を楽

しむ選択肢が提示されていることで、気軽に店舗を巡り、明朗な額で特徴あるメニューを楽

しめます。“どのお店に入ったらいいのか分からない”というイメージを覆し、“また川崎に

来てみよう”という動機へと転換する効果があります。 

【街の活性化を目指す商業団体にとっては…】川崎の魅力を内外に発信し、にぎわいや回遊性

を向上するためのツールとして利用できます。 

 

3. 広報・販売網 

●加盟店・メニューを記載したマップを発行。合わせてwebサイトを開設予定 

●川崎駅周辺のホテル等を中心とした販売網を展開 

 ※ビジネス客、首都圏観光客が主要なターゲットとなり得る 

 ※観光案内所、大型商業施設受付、加盟店の一部での販売も想定 

 ※販売場所での販売手数料の発生については今後調整 

●その他、企業、業界団体等へ、協賛や福利厚生の一環としての販売も想定 

 

神奈川県広域観光圏における取組との連動 
横浜エリア、横須賀エリア、小田原・箱根エリアなど、県内の観光・ＭＩＣＥ関連事業を展

開するエリアにおける同様の手形事業との連動も視野に入れつつ、川崎は東京直近でまとまっ

た繁華街を有する強みを生かした宿泊・滞在型エリアとして十分な競争力を持っています。 

 

4. 予算等 

●初期事業費：200万円 

※委託事業者：ＹＤＭＳ株式会社を想定。 

 ※事業費200万円の内、かわさきＴＭＯより100万円を計上。 

 ※複数の企業、団体等からの協賛金（100万円分）を想定。協賛企業、団体のロゴ等をマップ、

webサイトに掲載する予定。 

 



¾ 仕様：１冊3,000円（金券）1,000円×3枚 
¾ 使用期限：販売日から6か月 通年販売 
¾ 総販売枚数：5,000冊を予定 
¾ 加盟店登録料：1店舗年間無料 
¾ チケット換金手数料：7％ 
¾ 参加条件は、全店＝1,000円（1枚）に対するスペシャルプラン 
   （飲食店はセットメニュー/物販・サービスはパッケージなど） 

かわさき宿手形について ☆2020年4月販売開始予定 

（＊イメージです。） 

歌川広重「東海道五十三次川崎宿」 

【販売先】（予定） 
労働組合、連合神奈川加盟企業・川崎商工会議所関連先・旅行
会社・市内市外企業や関係先・観光協会・県内各ホテル など 
 

【販売場所】（予定） 
市内ホテル・観光施設・コンビニ など 

かわさき宿手形 
はじまります！ 

主催：かわさきタウンマネージメント機関（かわさきＴＭＯ） 
協力（予定）：川崎駅前広域商店街連合会／川崎商工会議所 
後援（予定）：川崎市 
発行・事務局：横浜DMC（YDMS株式会社） 
TEL：045-663-5568 E-MAIL：info@yokohamadmc.com 

★かわさき宿手形とは・・・ 
川崎市内の加盟店で使用出来る「金券」です。 
今後増加するインバウンド、オリンピックや国際会議参
加者の増加に備え、川崎市内で利用できる共通の金券で
す。飲食・物販店、観光施設、お土産店など幅広い事業
者の皆さまにご参画いただき、川崎の受け入れ環境を作
り、地元の活性化をはかります！ 
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★今後の流れ 

掲載内容 
� かわさき手形説明 
� お知らせ 
� 購入場所 
� 参加店舗一覧 
� MAP など   

【専用サイト 日/英】 【印刷物（専用リーフレット）日/英】 
★制作物に関して 

掲載内容 
� スポンサー広告 
� 広域地図＆詳細地図 
� エリア別地図（遠方） 
� 店名一覧 

貴店名［                     ］ 
店舗電話番号［                  ］ 
ご担当者様名［                  ］ 
ご担当者様携帯電話［               ］ 
メールアドレス［                 ］                     

に、加盟登録 する・検討中・しない 

印
刷
物
制
作 

横浜ＤＭＣ（YDMS株式会社） 
TEL：０４５－６６２－５５６８ 
FAX：０４５－３３０－０９７１ 
E-MAIL：info@yokohamadmc.com 

お問い合わせは 
こちらまで 

3/12 説明会 を開催します。 
下記の通り、加盟店様に向けた説明会を実施します。ご参加お待ちしております。 

説明会に 参加する・参加しない 

日付：3月12日（木）  
時間：14：30～15：30 
場所：川崎信用金庫 本店 
住所：川崎区砂子2－11－11 

＊どちからに〇印をお付けください。 

    

かわさき宿手形 
＊いずれかに〇印をお付けください。 



かわさき宿手形　協力店舗候補リスト 2019.12/12現在

No 名称 コメント 位置 連絡先 エリア
1 Bistro Cubeman カジュアルで美味しい自然派ワインのフレンチ。 川崎区本町１－９－７　三嘉ビル１Ｆ 044-200-4166 本町
2 川崎屋東照（とうてる）本店 和菓子、なんでもおいしい。できたてどら焼き！ 川崎区本町１－８－９ 044-244-5221
3 中華料理パンず亭 あっさりラーメンとジューシーなギョウザ！ 川崎区本町１－８－１３ 044-245-8335
4 八たん 美味しい牛タン屋！ 川崎区本町１－８－２８ 044-244-9247
5 上七軒 落ち着いた雰囲気で料理を楽しめる京風居酒屋。 川崎区本町１－７－２ 044-200-8668
6 フルミチ 立のみだけど大満足！ちょい飲みにも 適。 川崎区本町１５－５ 十五番館ビル１Ｆ 044-200-4448

7 元祖立ち飲み屋
季節感が楽しめる月替わりのメニューが楽しめる立
ち飲み屋。

川崎区本町１５－５ 十五番館ビル１Ｆ 044-222-3323

8 東海道BEER川崎宿工場 おいしい！ 川崎区本町１－４－１　本町コーポ１F 044-272-3639
9 Lou-Lou 昼はカフェ、夜はダイニングバーのおしゃれなお店。 川崎区本町１－１０－１ 不明
10 三平食堂 家庭料理が食べられる。朝ごはんに 適。 川崎区日進町３４－１０ 不明 日進町

11
Baumhaus SUN（バームハウス
サン）

川中島中出身の社長。本格、隠れ家的鴨料理！ 川崎区日進町３－４ unicoA２F 044-201-6162

12 TKBrewing マニアが世界から飲みに来るクラフトビール。 川崎区日進町３－４ unicoA１F 不明
13 つるや 行列のできる焼き肉屋さん。 川崎区日進町１９－７ 044-211-0697
14 Kuon 居心地の良い“大人の隠れ家”ビストロ。 川崎区日進町１８－９ 大成屋ビル１Ｆ 050-5595-0639
15 副来屋酒店 朝から飲める角打ち。 川崎区日進町１８－２ ＲＡＭＳＥＳＭＥＲ １Ｆ 044-233-0300
16 鋼友荘 日本鋼管の社員用料亭？歴史ある希少な料亭。 川崎区南町９−８ 044-244-4988 南町
17 アサヒ屋 老夫婦がやっている古くからあるお店。 川崎区南町９－１７ 044-233-4085
18 なっぱjuicy 川崎店 古ビル地下の隠れ家カフェ。帰りに古本がもらえる。 川崎区南町１６－７ かわさきスカイビルB1F 044-276-6087
19 しまや 絶品カツカレー。昼しかやってない。 川崎区南町１－１２ 044-222-5165
20 レストラン ヒマラヤ 本格インド料理。 川崎区東田町８ パレール川崎ブルー館 044-246-7673 東田町
21 割烹蒲焼 大沼 老舗うなぎ屋さん。 川崎区東田町８ 044-222-6077
22 SheHer's（シーハーズ）本店 ニンニク料理屋さん。 川崎区東田町８ 044-200-0048
23 味のデパート コシバ 昔ながらの定食屋さん。昭和っぽい。 川崎区東田町６－１ 044-233-0807

24
ベトナム料理専門店 サイゴン
キムタン 川崎本店

女性も入りやすいベトナム料理屋さん。 川崎区東田町４－７ フロムＫビル１Ｆ 044-245-1272

25 時代屋オールドオーク川崎店 雰囲気が良いバー。 川崎区東田町４－５ 伊野ビル 044-245-4235
26 手品家JV川崎店 目崎さん。昼、子どもも入れる。 川崎区東田町４－２２ 高木ビル１１ 050-5436-8516
27 たか そば、うまし。 川崎区東田町４－１５ マルイチビル２Ｆ 044-200-0039
28 モナリザン 川崎のイタリアンと言えばここ！ 川崎区東田町４−１０ 044-222-7445
29 恋郷館 延辺・朝鮮料理のお店。羊肉串！ 川崎区東田町３−２１ 044-244-3189
30 菓子匠 末広庵 かりんとうまんじゅう！ 川崎区東田町３－１６ 044-233-4658
31 Wood Stock アメリカンなバー。ハンバーガーが美味い！ 川崎区東田町２－７ 仲見世ビル１F 050-3373-3457
32 太陸 中華 タワー焼きそばとギョウザ！ 川崎区東田町１－１２ 044-222-7484
33 やましょう ノスタルジックな焼き肉屋さん。 川崎区殿町２－６－２４ 044-277-9765 殿町
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34 からあげの拓 唐揚げ好きにはもってこいの唐揚げ専門の居酒屋。 川崎区池田１－１４－７ 044-201-2650 池田

35 おだい処　近次
マスターが一般家庭でも出来る料理をプロの腕前で
美味しく提供。

川崎区池田１－１４－７ 044-223-8664

36 鳥よし 地元の人も多く通うアットホームな焼鳥屋。 川崎区池田１－１４－７ 044-222-7060
37 おつけもの慶 大島上町店 首都圏一美味いキムチ。 川崎区大島上町１８－１ 044-366-7737 大島上町

38
元祖 久寿餅 住吉屋総本店工
場直売店

久寿餅（くずもち）！ 川崎区大師本町１－１２ 不明 大師町

39 津田屋本店 だるませんべい。 川崎区大師町４－４１ 044-288-3627
40 料亭 恵の本 しぶい料理屋。はまぐり鍋が美味い。 川崎区大師町４－２８ 044-266-9006
41 松屋総本店 とことん飴！ 川崎区大師町１３－６ 044-277-7711

42
喜久千代ベーカリー （元祖ダ
ルマサブレー本舗）

ベーカリーと言いつつダルマサブレーのお店。 川崎区大師駅前１－１６－１７ 不明

43 めしや 55 お財布に優しい定食屋。 川崎区小川町９－７ フレンズ下並木 044-222-5653 小川町
44 つけめん三三㐂 本店 行列のできる川崎発生のつけ麺屋さん。 川崎区小川町９－７ 044-246-0076
45 炭火焼肉 大将軍 昭和36年創業の焼肉屋さん。 川崎区小川町５－１７ 044-222-4759

46
スパイスクラフト 川崎 ラ チッタ
デッラ

インド料理。店主がステキ。 川崎区小川町４－１ ラ チッタデッラ２Ｆ 044-589-5430

47
IL PACIOCCONE DI CHIANTI
(イル･パッチォコーネ･ディ･
キャンティ)

ピザの焼き窯を備えるカジュアルなイタリアン。 川崎区小川町４－１ マッジョーレ内 044-230-2355

48 中華 成喜 味噌だれをつけて食べる名物の餃子。 川崎区小川町２－１１ 044-244-4888
49 百万石 揚げ物定食が種類多いとんかつ屋さん。 川崎区小川町１９－１０ 044-233-4464
50 ON THE MARKS レストランがステキ！宿泊も！ 川崎区小川町１７－１ 044-221-2250
51 Chatime川崎チネチッタ通り店 流行りのタピオカ店④ 川崎区小川町１−７ 044-589-6578
52 盤古茶屋（バンコチャヤ） 美味しい中華！ 川崎区小川町１６－９ 050-3466-4940
53 三惚（さんぼれ） ランチがうまい。天ぷら屋。平日のみ。 川崎区小川町１６－１２ 044-222-4666
54 中国料理 三鶴 ギョウザ。よだれ鶏。 川崎区小川町１６－１２ 044-233-1798
55 川崎名物 炭火焼肉 食道園 こちらも老舗。1961年創業。 川崎区小川町１４－１３ 044-222-0016
56 Rain drops レインドロップス ご夫婦でやってるバー。レバーパテが絶品。 川崎区小川町１３－３ 044-387-5389
57 チャ～ボン多福楼 川崎本店 ギョウザ、刀削麺、全て美味！ 川崎区砂子９－７－２ 050-7586-2042 砂子
58 大昌園 川崎駅前店 東門前にもお店有。 川崎区砂子２－９－２ 044-223-7418
59 馬肉料理と蒸し野菜 型無夢荘 馬肉料理と蒸し野菜。 川崎区砂子２－７－６ 050-3467-2742
60 蒙古タンメン中本 川崎店 とにかく辛い！ 川崎区砂子２－５－７ 044-222-1230
61 玉 赤備 （ギョク アカゾナエ） つけめん！ 川崎区砂子２－２－１ 044-211-8178

62
元祖ニュータンタン酒場 川崎
東口店

川崎のソウルフード！ 川崎区砂子２－１１－２０ 深沢ビル 044-201-9920

63 cubebar
川崎出身の店長。川崎にルーツを持つクリエイター
が集まるBAR。

川崎区砂子１－９－４ 044-200-8628

64 みやだい倶楽部 美味しいトンカツ屋さん。 川崎区砂子１－８－８ 万年ビル４Ｆ 050-3463-3041
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65 九回表
産地直送の新鮮な魚や貝こだわりの地酒を（キュー
ブバー系列）

川崎区砂子１－５－１４ 050-5594-9923 砂子

66 鰻　まるだい 大正ロマンを感じる店内。 川崎区砂子１－４－９ 044-222-3453
67 やまお ランチ時には行列のできる居酒屋。 川崎区砂子１－１－１４ Ｂ１ 044-222-7024

68 天龍 銀座街店
いつも行列。ギョウザ野菜たっぷり。仲見世店もある
よ！

川崎区砂子１－１－１ 044-200-9061

69 TAVERNA Lou-Lou イタリアン。雰囲気が良い。 川崎区砂子１－１０－１ 044-200-0081
70 堂本製菓㈱工場直売所 名物、大師巻き！ 川崎区元木１－１２－４ 044-222-2454 元木

71 千里屋酒店
昔ながらのプラモデルやフィギュアを見ながらお酒
が飲める。

川崎区宮本町９－７ 044-233-3481 宮本町

72 ちゃんこ鍋神乃浦 ちゃんこ以外もおいしいちゃんこ店。 川崎区宮本町８－１３ 044-233-2950
73 お料理 魚昌 魚料理のお店。本格的割烹。 川崎区宮本町６－８ 須田ビル２Ｆ 044-246-1102
74 中華 松の樹 四川風の麻婆豆腐や担々麺。 川崎区宮本町６－１１ 044-221-9939
75 とんＱ ただただ美味いトンカツ！ 川崎区宮本町５－２ 044-244-6005
76 焼肉三千里 居心地の良い焼肉屋さん。 川崎区宮本町５－１パシフィックパレス10 044-244-3811
77 居酒屋かげん 川崎出身のマスターがつくる創作家庭料理。 川崎区宮本町４－８ 044-280-7284

78 台湾家庭料理ジャスミン
思わず故郷を思い出してしまうような、ホッと一息つ
ける温かな家庭料理。

川崎区宮本町４－１ 050-5597-7553

79 立飲み 天下
二代目が育ってる。ギャンブル帰りに愛される立ち
飲み屋。

川崎区宮本町２－４ Ｄｏｌｃｅ宮本 不明

80 麺屋 利八 川崎トップクラスのラーメン。 川崎区宮前町２－４ ホーユウパレス 不明

81
MOOSE COFFEE（むーすこー
ひー）

Caribの隣。ゆったりカフェ。 川崎区貝塚１－１２－１５ 044-246-5506 貝塚

82 Carib（カリブ） 昼はカレー屋。夜はバー。 川崎区貝塚１－１２－１４ 090-7830-1983

83
神楽食堂 串家物語 川崎モ
アーズ店

90分食べ放題。 川崎区駅前本町７ 川崎岡田屋モアーズ８F 044-211-1194 駅前本町

84 星乃珈琲店 川崎駅前店 お買い物の合間にゆっくりとくつろいで…。 川崎区駅前本町４－７ 堀井ビル２Ｆ 044-223-7741
85 ESOLA（エソラ）川崎駅前店 ワインビュッフェ＆肉！ 川崎区駅前本町４－７ Ｂ１Ｆ 044-201-4134
86 銀座ライオン 川崎駅前店 ライオン伝統の料理やこだわり生ビール！ 川崎区駅前本町４－２４ 050-5269-7772
87 怪獣酒場 怪獣に会える！ 川崎区駅前本町３－１ ＮＭＦ川崎東口ビルＢ１ 044-210-5565

88
BullPulu川崎アゼリア店／川崎
アトレ店

流行りのタピオカ店。川崎にある工場でつくってる！
川崎区駅前本町２６－２ 川崎地下街アゼリアＢ
１デリチカゾーン126／川崎区駅前本町２６－１
３Ｆ北側改札内アトレ川崎

（アゼリア）044-
272-6168（アトレ）
044-280-9227

89 ふるまいや アトレ川崎店 日本酒立ち飲みのお店。一杯だけでも入りやすい。 川崎区駅前本町２６－１ アトレ川崎３F 044-589-8098
90 丸大ホール本店 昭和感あふれる居酒屋。朝飲みOK！ 川崎区駅前本町１４−５ 044-222-7024

91
魚炉魚炉（ぎょろぎょろ）川崎
店

酒と魚料理。元気がいいお店。 川崎区駅前本町１４－３ 044-221-0203

92 三好苑 川崎らしい煙もくもく焼肉。 川崎区駅前本町１４－３ 044-246-2190
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93 川崎のれん街 ほのぼの横丁 気軽に飲み！
川崎区駅前本町１２－１ 川崎駅前タワー・リ
バークＢ１

050-5269-8463 駅前本町

94 うどんカフェしげた ランチはうどんメイン。ディナーも充実！ 幸区南幸町１－３－１５ 044-589-8770 幸区

95 新岩城菓子舗
朝どら、川崎ポテト、オリジナルの和菓子。女将の
ゆみこさん。

幸区南幸町１－１ 044-522-2721

96
クリッシュインディアンレストラ
ン

カレーはもちろん、ピザやナンも一級品！ 幸区中幸町４－７－２ 044-555-0100

97 井魚家 いむら 川崎で魚料理と言えば、いむら。 幸区中幸町４－２６－１ 044-511-7886
98 ARCO IRIS川崎店 ペルー料理店。隠れた名店！ 幸区中幸町３－３２－４ 044-541-4572

99
アジ庵 美味 1・2・3（モッ・ハイ・
バ）

本格的ベトナム料理。 幸区中幸町１－５２ メゾンテルヤ１Ｆ 044-223-8910

100 居酒屋 宏二郎丸 川崎本店 厳選した鮮魚、日本酒！ 幸区大宮町２０ 044-542-7003
101 牛たん 杉作 牛タン美味しい。 幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎 044-544-9970
102 サンディアンケバブ ケバブ料理。店主は日本人ＤＪ。 幸区幸町２－６７７ サニースポット１Ｆ 044-511-5408
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横浜コンシェルジュサービス
よこはま電子手形 / 団体プラン

について



主催：横浜ＤＭＣ（ＹＤＭＳ株式会社）
ラグビーワールドカップ都心臨海部賑わい創出事業・クルーズ船市内回遊促進プログラム受託企業
TEL：045‐662-5568 E-MAIL：info@yokohamadmc.com
協力：横浜市都市整備局／横浜市経済局

横浜観光コンベンション・ビューロー

よこはま電子手形

◼ 仕様

◼ 利用者の入手方法
◼ 加盟店登録料
◼ 参加条件

横浜ＤＭＣが運営する、国際会議・学会関連のパー
ティや食事会の相談や手配を行う「コンシェルジェ」
です。学会・国際会議の参加者用専用サイトにリンク
を貼り参加者が確実に閲覧する環境を整えます。グ
ループやよこはま手形スペシャルプランについては、
弊社コンシェルジェが（日英対応）予約から当日まで
のフォローをいたします。

お申込はＱＲコード
もしくは申込書(別紙)にご記入の上FAXまたはメールにて

☆店舗紹介チラシ、店頭掲示用のステッカーを作成します。
☆飲食店様についてはケータリング事業(＊別紙ご参照ください)への登録をご推奨いたします。

：国際会議・学会の参加者が無料でダウンロードできる「電子手形」
です。（利用者がログインすると画面に国際会議・学会名が表示され、
加盟店様のリストと特典が表示されます。）
＊参加店一覧のチラシはコングレスバックに封入
ダウンロードも可能

：国際会議・学会別にＩＤを発行し主催者に通知します。
：無料
：よこはま手形ステッカーの掲出、電子手形提示での特典ワンドリンク,
割引、特典）他、「笑顔」で歓待をお願いいたします！！

横浜コンシェルジェサービス とは

WEBサイトイメージ

１０名以上のグループの受け入れが可能な場合、横浜コンシェルジェサービス限定メニューや
特別プランをご設定ください。

グループプラン

個人向け

団体向け

又はhttps://yokohamadmc.com/tegata/

https://yokohamadmc.com/tegata/


<クルーズ市場>
<横浜ＭＩＣＥマーケット〉
（パシフィコ横浜）

⚫ 年間500万人
⚫ 経済効果は2,000億円以上（全国）
⚫ 数万人規模の国際会議や学会が実施

<一般市場>

参加者専用サイトでの展開！

ぴあアリーナ（1万人収容）

Ｋアリーナ（2万人収容）

みなとみらいＲ＆Ｄ

パシフィコ横浜ノースが2020年春に誕生

横浜ＤＭＣ事務局受委託

ＩＲ(予定)

オリンピック

店舗に提示で特典！

〈横浜コンシェルジェサービスＷｅｂ〉
国際会議・学会などMICE総合窓口

団体向けコンテンツ
✓ パーティ―や懇親会
✓ エンターテインメント
✓ アクティビティ
✓ 体験
✓ 交通手配
✓ キャスティング
✓ コングレスグッツ

〈広域連携〉

よこはま電子手形

⚫ インバウンド市場
⚫ 近郊の国内観光客
⚫ 近隣の企業

学会サイトにリンクを設置
（施設ページやイベントページにも）
モバイルから
専用サイトへアクセス
すると専用ページが表示→

横須賀エリア（よこすか手形あり）

川崎エリア（川崎手形あり）

小田原箱根エリア（（おだはこ手形あり）

個人向けコンテンツ

<その他市場>

鎌倉エリア


