
宿泊施設一覧 （修学旅行受け入れ）

※各宿泊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宿泊施設にお問い合わせください。 公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

※エリア毎、最大受け入れ人数が多い順に掲載。 2021年9月 現在

横浜観光コンベンション・ビューロー　賛助会員 （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 TEL FAX アクセス
（駅からの所要時間は目安）

最大受け入れ
人数

特別支援学校
受け入れ人数

備考（食事・和室・バリアフリー・
大型エレベーター等）

みなとみらい21 1 アパホテル＆リゾート<横浜ベイタワー> 〒231-0002　横浜市中区海岸通5-25 045-226-5811 045-226-5810 みなとみらい線 馬車道駅より徒歩3分 400名 - -

2 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 〒220-8522 横浜市西区みなとみらい1-1-1 045-223-2288 045-223-2292 みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩5分 400名 36名
・ペースト、きざみ食　対応可能
・和室スウィート7室33名
　洋室ジュニアスウィート9室36名

3 横浜ベイホテル東急 〒220-8543 横浜市西区みなとみらい2-3-7 045-682-2270 045-682-2271 みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩1分 350名 50名

・ペースト・きざみ食 対応可能
・アクセシブルルーム4室
・コネクティングルーム　あり
・大型エレベーター（車椅子が入る）5基
・バリアフリー対応（浴室、トイレ）
・車椅子で部屋に入れる

4 横浜ロイヤルパークホテル 〒220-8173　横浜市西区みなとみらい2－2－1－3 045-224-5122 045-224-5151
ＪＲ線　桜木町駅より徒歩5分
みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩3
分

350名 100名
・ペースト、きざみ食　対応可能
・バリアフリールーム　6室
・コネクティングルーム　6室

5 ナビオス横浜 〒231-0001 横浜市中区新港2-1-1 045-633-6000 045-633-6001 みなとみらい線 馬車道駅より徒歩3分 100名 20名

・食事は宴会場貸切
・ペｰスト・きざみ食対応　不可
　（調理器具持込可能。引率者にご対応いただいている。）

・和室10室、ユニバーサルツイン1室
・大型エレベーター（車椅子が入る）2基
・洋室＝車椅子で部屋に入れる（収納は客室内）

山下公園 6 ホテルニューグランド 〒231-8520 横浜市中区山下町10 045-663-5061 045-663-3600 みなとみらい線 元町・中華街駅より徒歩1分 150名 -

・朝食は基本は宴会場にて貸切り
・アレルギー対応可能　代案メニュー提示
・エレベーター　3基
・コネクティングルーム2室

7 メルパルク横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町16 045-662-2221 045-661-1133 みなとみらい線 元町・中華街駅より徒歩1分 100名 100名
・アレルギー、きざみ食　対応可能
・ペースト食　対応不可（ミキサー持込み可能）
・バリアフリールーム　なし

横浜中華街 8 ローズホテル横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町77 045-681-3311 045-681-5082 みなとみらい線 元町・中華街駅より徒歩2分 250名 50名
・きざみ食は1ｃｍ角まで対応可能
・ペーストはフードプロセッサーをご持参ください。

9 公共の宿 エスカル横浜（横浜海員会館） 〒231-0023 横浜市中区山下町84 045-681-2141 045-681-2032 みなとみらい線 元町・中華街駅3番出口隣 80名 30名

・きざみ食 対応要相談、ペースト食 対応不可
・和室フロアーあり / 大浴場 時間貸切 要相談
・エレベーター（車椅子が入る）2基
・バリアフリー対応（ロビートイレ）

10 ホテルJALシティ関内 横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町72 045-661-2581 045-212-0899 みなとみらい線 日本大通り駅3番出口より徒歩2分 60名 要相談 -

桜木町 11 ニューオータニイン横浜プレミアム 〒231-8331 横浜市中区桜木町1-1-7 045-210-0707 045-210-0778 JR根岸線 桜木町駅より徒歩1分 100名 30名 ・ペースト・きざみ食　対応不可
・和室なし

12 横浜桜木町ワシントンホテル 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-101-1 045-221-0489 045-683-3112 JR根岸線 桜木町駅より徒歩1分 100名 -
要相談
・少人数の場合、一般客室を利用可能なこともあり。
・きざみ食不要等の場合、受け入れ可能なこともあり。

13 ブリーズベイホテル 〒231-0063 横浜市中区花咲町1-22-2 045-253-5555 045-253-5511 JR根岸線 桜木町駅より徒歩3分 100名 30名

・きざみ食　対応可能
・和洋室5室
・バリアフリー対応室なし
・室内バスルームへ段差あり

14 横浜マンダリンホテル 〒231-0064 横浜市中区野毛町4−170 045-243-3110 045-243-3139 JR根岸線 桜木町駅より徒歩8分 60名 10名

・バリアフリーツイン1室
　バリアフリーシングル1室（両室共に3階）
・車いす（一般）　横幅64～70㎝
　客室ドア/エレベータードア　対応可能
・ペ-スト・きざみ食　対応不可

横浜駅 15 ホテル横浜キャメロットジャパン 〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-3 045-312-3400 045-312-2143 横浜駅より徒歩5分 200名 40名

・ペースト・キザミ食 対応可能
・和室2室、洋室2室（アクセッシブルルーム）
・エレベーター（車椅子が入る）3基
・車椅子で部屋に入れる

16 横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ 〒220-8501 横浜市西区北幸1-3-23 045－411－1111 045－411－1343 「横浜駅」JR、相鉄線、東急東横線、みなと
みらい線、横浜市営地下鉄より徒歩1分

160名＋α
（40名クラス×4組を想定）

30名
・アレルギー、ペースト、きざみ食 対応可能
・車椅子(70cm程度まで部屋は入れます)
・バイアフリーTWN x 2室

17 ホテルプラム横浜 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-1 045-314-3111 045-316-1600 横浜駅より徒歩5分 70名 15名
・食事内容等　応相談
・バリアフリー対応なし
・大型エレベーターなし

新横浜 18 新横浜プリンスホテル 〒222-8533 横浜市港北区港北区新横浜3-4 045-471-1111 045-471-0303 JR横浜線 新横浜駅より徒歩4分 600名 30名

・車椅子で部屋に入れる
・全客室洋室（和室なし）
・バリアフリーの客室なし
　（浴室に入る際、13cm段差あり）
・ペースト、きざみ、ミキサー処理対応不可
　(ブッフェレストランにて一般混合)

19 新横浜フジビューホテル 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-1 045-473-3833 045-473-0059 JR横浜線 新横浜駅より徒歩3分 160名 40名 ・食事内容等　要相談

20 新横浜グレイスホテル 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-15 045-474-9520 045-474-9510 JR横浜線 新横浜駅より徒歩1分 50名 - -

その他 21 横浜テクノタワーホテル 〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1 045-788-8000 045-788-7411 シーサイドライン 産業振興センター駅より徒歩1分 180名
50名

（要相談）

・ペースト・きざみ食 対応可能
・バリアフリー対応　トイレ（パブリック1箇所）
・車椅子で部屋に入れる

22 旅館松島 〒232-0043 横浜市南区蒔田町863 045-731-2720 045-731-0204 横浜地下鉄ブルーライン 蒔田駅より徒歩3分
（蒔田駅までは横浜駅より12分、新横浜より24分）

小学生 120名
中学生・高校生 90名

80名

・きざみ食 対応可能
・1階（車椅子の場合）　和室10畳・18畳 各1室
　2階（歩行可能な場合）　和室12室
・大型エレベーター（車椅子が入る）なし

23 ホテルマイステイズ横浜 〒231-0055 横浜市中区末吉町4-81 045-252-1311 045-252-4884 京浜急行線 黄金町駅より徒歩2分 100名 - ・きざみ食 対応可能（温かい状態での提供不可）

24 ホテルシーパラダイスイン 〒236-0006 横浜市金沢区八景島 045-788-9617 045-788-9618 シーサイドライン 八景島駅より徒歩10分 96名 80名 ・ペースト・きざみ食　対応可能

横浜観光コンベンション・ビューロー　非賛助会員 （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 TEL FAX
アクセス

（駅からの所要時間は目安）
最大受け入れ

人数
特別支援学校
受け入れ人数

備考（食事・和室・バリアフリー・
大型エレベーター等）

横浜駅 25
HOTEL THE KNOT YOKOHAMA
（旧 横浜国際ホテル）

〒220-0005 横浜市西区南幸2-16-28 045-311-1311 045-313-3486 横浜駅より徒歩5分 40名 40名
・食事については相談可
・車椅子で部屋に入れる
・洋室のみ

新横浜 26 新横浜国際ホテル 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-18-1 045-473-1311 045-474-0152 JR横浜線 新横浜駅より徒歩3分 150名 20名
・過去に受け入れ実績はございますが、その都度
　ご相談となります。
・車椅子で部屋に入れる（バリアフリー対応）1室

その他 27 横浜市　野島青少年研修センター 〒236-0025 横浜市金沢区野島町24-2　野島公園内 045-782-9169 045-701-9599 シーサイドライン 野島公園駅より徒歩8分 200名 200名
・バリアフリー対応 2室
・一部バリアフリー対応 浴室、トイレ（男性用3・
　女性用3）あり

青少年や青少年指導者・育成者の団体宿泊研修施設として設置。横浜市内の団体を優先的に受付。横浜市外の団体も利用可能。高校生以下およびその引率者　1泊 600円/人。
70名以上で貸切可。
宿泊室（2段ベッド8人定員）・和室（20畳）・第1～3研修室（30～100名、第3研修室は防音機能付き）・自炊用食堂（400㎡）・浴室（大・中・小 3つ）完備。
吹奏楽部やマーチングバンドの練習場所としても利用可能。

https://www.apahotel.com/c/yokohama_baytower/index.html
http://www.interconti.co.jp/yokohama/
https://ybht.co.jp/
https://www.yrph.com/
https://www.navios-yokohama.com/
https://www.hotel-newgrand.co.jp/
https://www.mielparque.jp/yokohama/
http://www.rosehotelyokohama.com/
https://www.escale-yokohama.com/
http://www.kannai-yokohama.jalcity.co.jp/
http://www.newotani.co.jp/innyokohama/
https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/
http://www.breezbay.co.jp/
http://www.yokohamamandarin.com/
http://www.camelotjapan.com/
https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/facilities/
http://www.hotel-plumm.jp/
https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/
http://www.fujiview-hotel.jp/
https://gracehotel.jp/
http://technotower.jp/
http://r-matsushima.jp/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-yokohama-kanagawa/
http://www.seaparadise.co.jp/hotel/index.html
http://hotel-the-knot.jp/
http://hotel-the-knot.jp/
http://kokusai-hotels.com/shinyokohamakokusai/
http://yokohama-youth.jp/kenshu/

