
飲食施設一覧（教育旅行受け入れ）

※各飲食施設からご提供いただいた内容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）。 公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー　

2022年10月 現在

横浜観光コンベンション・ビューロー　賛助会員 （店舗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. 店舗名 住所
TEL

①店舗
②営業担当

アクセス
最大

受け入れ
人数

料理内容 団体料金
アレルギー

対応

ペースト
きざみ食

対応
バス駐車場 備考

みなとみらい21 1 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A1F

①045-682-5626
②080-4105-3806

・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

席数　130
立食　230

アメリカ料理（ハンバーガー等）
ランチ　1,500円～2,000円

ディナー　2,500円～3,000円
可 ペースト・きざみ食

対応可
なし

・車いす、ベッドの利用可
・スタッフとのコミュニケーション、ダンスなど体験可
・有名ミュージシャンの使用した衣装や楽器を時代別に展示。ロックの歴史と当時
の時代背景をご説明いたします。
・集合写真撮影などでは、巨大なギターネオンの前がオススメです。

2 DANZERO（ダンゼロ）

〒220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1-1
パシフィコ横浜 展示ホール2階
Soto（外）海側

①045-633-3563 ・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩8分
席数　100
立食　250

フランス料理
1,980円～

（税込）
可 ペースト・きざみ食

対応可

あり
（パシフィコ横浜イベントにより

対応できない場合あり）

・車椅子用トイレあり
・引率の先生方は食事代半額
・各種ご相談承ります

馬車道 3 イタリアンダイニング カリーナ
〒231-0005
横浜市中区本町1-3
綜通横浜ビルB1

①045-650-3372
②090-3047-3406

・みなとみらい線　日本大通り駅より徒歩1分
・JR根岸線　関内駅より徒歩8分 席数　110 洋食

1,500円～4,500円
（税別）

可 応相談
ミキサー持ち込み可

なし
・横浜地産地消、かながわブランドサポート店
・車いす対応可
・最少受入人数は20名～

山下公園 4 ロイヤルウイング

〒231-0002
横浜市中区海岸通り1-1-4
横浜港大さん橋国際客船ターミナル
（乗船場所）

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

席数　440 クルーズと
中国料理（バイキング）

ランチ　3,800円～
ディナー　5,400円

（税込）

要相談
（ﾒﾆｭｰ食材
・成分表有）

不可
提携駐車場10台

※要予約TEL045-212-3396

・食事中にクラシックの演奏・バルーンアートあり
・車いす対応要相談
・最少受入人数は15名～

5 ポートサービス
（マリーンルージュ）

〒231-0023
横浜市中区山下公園地先
（乗船場所）

①045-671-7719
②045-671-7705

・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15分 マリンルージュ

座数　250

クルーズと
洋食ブッフェ・フレンチコース料理

マリンルージュ　5,900円
（税込）

可 不可 提携あり ・1名～対応可
・150名を超える場合には１隻貸切可。発着場所・時間調整可能

横浜中華街 6
神奈川フロンティア
★横浜中華街での
　ミールクーポン取扱事業者

〒231-0023
横浜市中区山下町
（中華街）

②045-365-2225 ・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩5～8分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩5～8分

席数　800
（参加店舗

合計）

各種中華料理、飲茶、食べ放題な
ど

（上海・広東など）

1,500円～3,000円
（税別）

可 店舗毎に
要確認

4万円以上利用で1,000円
6万円以上利用で2,000円負担

・横浜中華街でのミールクーポン取扱事業者
（予算は1,500円から500円単位でアレンジ可能）
・最少受入人数は2名～
・教員待機場所（チェックポイント）設置対応可

7 四五六菜館
〒231-0023
横浜市中区山下町190

①0120-787-456
②045-663-4569

・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

席数　600
（3店舗
合計）

上海料理 1,650円～3,850円（税込） 可 不可 提携10台（2H無料）

・肉まん包み体験：食事2,000円～＋体験料500円（税別、1人当たり）が人気。（１０
名様以上から受付）
・最少受入人数は２名様
・ワンフロアで100名集客可能。

8
ローズホテル横浜
２階宴会場（重慶飯店新館）
※宿泊校のみ利用可

〒231-0023
横浜市中区山下町77

①045-681-2993
②045-681-2914

・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩1分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩10分

席数　500
本格四川中華料理

（卓盛り提供）
ランチ　￥4,180（税込）

ディナー　￥5,390（税込）
可 きざみ食 対応可

ペースト不可
万国橋駐車場手配
（2時間サービス）

・テーブルマナー講習あり（中国料理の作法とマナーを学ぶ）
　ランチ 4,180円（要相談）／ディナー 5,390円 （税込、サービス料込、1人当たり）
・大型校ワンフロア対応可能（500名まで）
・最少受入人数は20名～

9 中華菜館 同發（ドウハツ） 別館
〒231-0023
横浜市中区山下町148

①045-681-6331 ・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩3分
・JR根岸線　石川町駅より徒歩7分

席数　390 広東料理 要相談 要相談 不可 自社駐車場8台 ・最少受入人数は10名～

10 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

席数　280 上海料理
1,600円～

（税別）
可

不可
はさみ貸し出し可

ジューサー持ち込み可

なし（代行予約可）
・肉まん・餃子づくり体験（中国語教室・食事付）　20万人以上の利用実績あり。
　ランチ 3,300円／ディナー 4,400円 （税別、1人当たり）
・最少受入人数は5名～

11 中華街大飯店
〒231-0023
横浜市中区山下町202-8
ラオビル

①045-227-9888
②080-6356-3132

・JR根岸線　石川町駅より徒歩5分
・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩8分

席数　120 本格中華料理
コース料理　1,500円～1,800円（税別）

130品食べ放題　1,900円（税別）
コース料理

のみ可
不可

提携あり
要相談

・最少受入人数は10名～

12 状元樓(ジョウゲンロウ）
〒231-0023
横浜市中区山下町191

①045-641-8888
・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

席数　180 上海料理

ランチ　2,500円～
ディナー　3,500円～

（税別）
※季節により要相談

可 不可

・中華街パーキング
　11台⇒4万円ごと30分(1500円)/1台
　現金補助
・回送駐車場⇒4万円以上2時間無料/1台

・車いす対応可
・駐車場代行予約可
・横浜中華街パーキング⇒昼 30分1500円　泊16時～翌日11時 5,000円

桜木町 13 横浜桜木町ワシントンホテル
ダイニング & バー　ベイサイド

〒231-0062
横浜市中区桜木町1-101-1

①045-683-3166 ・JR根岸線　桜木町駅より徒歩1分
・みなとみらい線　馬車道駅より徒歩3分 席数　70 コース料理

ランチ　　2,500円～
ディナー　3,410円～

（税込）

可
（成分表有）

ミキサー
持ち込み可

なし
・車いす対応可
・最少受入人数は要相談
・個室あり

新横浜 14 新横浜ラーメン博物館
〒222-0033
横浜市港北区新横浜2−14−21

①045-471-0503
②045-471-1384

・JR横浜線　新横浜駅より徒歩5分
・横浜地下鉄ブルーライン　新横浜駅より
　徒歩1分

席数　180
（7店舗

合計席数）
ラーメン各種

食事の団体設定なし
入場料

大人380円/人　15名以上330円/人
小中高・シニア100円/人　15名以上50円/人

要相談（各店
成分表あり）

不可 なし（入口で乗降可）

・各店舗の基本メニューのミニラーメン用（650円）、レギュラーラーメン用（1,000円）
のミールクーポン利用可能
・車椅子対応可
・店舗の予約不可

http://hardrockjapan.com/location/yokohama/
http://danzero.net/index.html
http://www.e-carina.jp/
https://www.royalwing.co.jp/
https://www.yokohama-cruising.jp/
https://www.yokohama-cruising.jp/
http://www.kanafro.jp/china/
http://www.kanafro.jp/china/
http://www.kanafro.jp/china/
https://www.456saikan.jp/
http://www.rosehotelyokohama.com/
http://www.rosehotelyokohama.com/
http://www.rosehotelyokohama.com/
http://www.douhatsu.co.jp/bekkan/
http://www.yoshuhanten.com/
http://chukagaidaihanten.jp/index.html
http://www.jogen.co.jp/jgr_yokohama/
https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/restaurant/
https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/restaurant/
http://www.raumen.co.jp/


飲食施設一覧（教育旅行受け入れ）

※各飲食施設からご提供いただいた内容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）。 公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー　

2022年10月 現在

横浜観光コンベンション・ビューロー　賛助会員 （店舗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. 店舗名 住所
TEL

①店舗
②営業担当

アクセス
最大

受け入れ
人数

料理内容 団体料金
アレルギー

対応

ペースト
きざみ食

対応
バス駐車場 備考

八景島 15 横浜・八景島シーパラダイス
Seafood&Grill YAKIYA

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

045-788-9632 ・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　150 バーベキューレストラン
一般団体2,900円～
学校団体1,800円～

（税込）
要相談 不可 なし（代行予約可）

＜ご予約可能日時＞
ご利用日の4日前まで（100名以上の場合は1週間前まで）
・8名様以上からご利用可
・車イス対応可

16 横浜・八景島シーパラダイス
シェフズキッチン　 ラ・タラフク

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9650
②045-788-9632

・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　128 ファミリーレストラン

90分バイキング
大人：1,980円+ドリンクバー350円

高校生：1,800円++ドリンクバー350円
中学生：1,500円+ドリンクバー350円
小学生：990円+ドリンクバー200円
幼児：500円+ドリンクバー200円

不可 要相談 なし（代行予約可）
＜ご利用可能日時＞
ご利用日の1週間前まで
・車イス対応可

17 横浜・八景島シーパラダイス
シーサイドオアシス

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9643
②045-788-9632

・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　150 フードコート
席のみ予約可

団体メニュー無し
不可 要相談 なし（代行予約可）

＜ご予約可能日時＞
ご利用日の1週間前まで
※土日祝は予約不可
・車イス対応可

18 横浜・八景島シーパラダイス
ブーズカフェ

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9640
②045-788-9632

・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　89 ファミリーレストラン
1,000円～

（税込）
不可 きざみ食 対応可 なし（代行予約可）

＜ご予約可能日時＞
ご利用日の1か月前まで　※土日祝は要相談
・車イス対応可
・団体でのご予約は15名様以上から可

19 横浜・八景島シーパラダイス
マンジャーレ

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9737
②045-788-9632

・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　112 イタリアン
1,280円～

（税込）
不可 要相談 なし（代行予約可）

＜ご予約可能日時＞
ご利用日の10日前まで
・車イス対応可

20
横浜・八景島シーパラダイス
潮騒料理　哉介（YASUKE）

〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9727
②045-788-9632

・シーサイドライン 八景島駅より徒歩すぐ 席数　96 和食（丼料理）
1,000円～

（税込）
不可 きざみ・ペースト食

対応可
なし（代行予約可）

＜ご予約可能日時＞
ご利用日の2週間前まで※繁忙期は予約不可
・車イス対応可

21 福満園
〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9679
②045-788-9632

・シーサイドライン　八景島駅よりすぐ 席数73 中華 1,780 円
（税込）

なし
（代行予約

可）
なし（代行予約可） 不可 ＜ご予約可能日時＞

ご利用日の２日 前まで

22 しらうみ食堂
〒236-0006
横浜市金沢区八景島

①045-788-9765
②045-788-9632

・シーサイドライン　八景島駅よりすぐ 席数90 そば・定食 1,350円～
（税込）

なし
（代行予約

可）
なし（代行予約可） 不可 ＜ご予約可能日時＞

ご利用の1 週間前（繁忙期は2 週間前）

横浜観光コンベンション・ビューロー　非賛助会員 （店舗名にホームページのリンクを貼ってあります。ご利用ください）

エリア No. 店舗名 住所
TEL

①店舗
②営業担当

アクセス
最大

受け入れ
人数

料理内容 団体料金
アレルギー

対応

ペースト
きざみ食

対応
バス駐車場 備考

みなとみらい21 23 シズラー ランドマークプラザ店
〒220-0012
横浜市西区みなとみらい2-2-1-2
ランドマークプラザ1F

①045-222-5316
②03-5707-8031

・みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩5分
・JR根岸線　桜木町駅より動く歩道で徒歩5分

席数　140
ビュッフェ

（希望・予算に応じて
グリル料理の提供可）

2,000円～3,000円
（税込）

ﾋﾞｭｯﾌｪ
ﾒﾆｭｰの

ｱﾚﾙｷﾞｰ一覧
提示可

ペースト・きざみ食
応相談

ランドマークプラザ、マークイズ、
クイーンズスクエア駐車場利用

・車いす対応可
・ミキサー食用の電源貸出可
・最大受入人数は30名（車椅子の場合20～25名程度）

山下公園 24 英一番館
〒231-0023
横浜市中区山下町3−1
神奈川県民ホール6F

①045-662-5446
・みなとみらい線　元町・中華街駅より徒歩5分
・JR根岸線　関内駅より徒歩15分

席数　120 洋食
1,500円～

（税別）
要相談 要相談 なし

・山下公園、横浜港が一望できるロケーション
・車いす対応可、バリアフリー、多目的トイレあり
・最少受入人数は30人～（要相談）

ミ
ー
ル
ク
ー
ポ
ン

対
応
可
能

http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/yakiya.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/yakiya.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/tarafuku.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/tarafuku.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/seaside.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/seaside.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/booze.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/booze.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/mangiare.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/mangiare.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/yasuke.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/yasuke.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/fukumanen.html
http://www.seaparadise.co.jp/restaurant/shiraumi.html
http://www.sizzler.jp/shop/000848/
https://eiichibankan.co.jp/

