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室名

192 220 368 204460
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グランドボールルーム フルスパン

グランドボールルーム A

グランドボールルーム B

21F

64 60 89 42137 3226408.3 x 16 x 2.5スカイバンケット

— — 18 —35 ——128.3 x 4.2 x 2.6応接室 B

個室 B — — — —18 ——64.5 x 3.9 x 2.6

— — — —17 ——64.4 x 3.9 x 2.6個室 A

— — — —14 ——63.2 x 3.9 x 2.6個室 C

ブライズルーム B — — — —13 ——63.0 x 4.3 x 2.6

— — — —17 ——63.0 x 5.7 x 2.6ブライズルーム A

— — — —13 ——63.0 x 4.3 x 2.6ブライズルーム C

ブライズルーム D — — — —13 ——63.0 x 4.3 x 2.6
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ハイアット リージェンシー 横浜

古くから日本と外国を結ぶ歴史的な港町として栄えてきた横浜。開港時代からつづく

歴史的な建造物と近代的な建造物が共存する美しい街並みが特徴の都市です。

ハイアット リージェンシー 横浜はそんな歴史の薫る国際的な街に誕生しました。

サービス・施設

2つのレストランとバー／フィットネスジム／リージェンシークラブラウンジ／チャペル

／ブライダルサロン／2つの宴会場／立体駐車（108台）／ミーティングルーム／ランド

リーサービス／喫煙所／コンシェルジュ／ハンディキャップルーム

宿泊

スイートルーム18室を含む全315室の客室は、全客室に屏風をモチーフとしたヘッド

ボードを置き、和の伝統美と、黒を基調としたスタイリッシュなデザインを融合し、

横浜らしさを体現しています。全室大型テレビ、レインシャワーのついたバスルー

ムを備え、機能性だけでなく優雅な気分を味わえる、安らぎの空間を創り上げてい

ます。

客室内設備

・無線LAN／高速Wi-Fi（無料）

・フラットスクリーンテレビ

（スタンダード：55インチ／スイート：65インチ）

・室内セーフティーボックス

・バスルームアメニティ、ヘアドライヤー

レストラン＆バー

・MILANO|GRILL  スペシャリティレストラン

・Harbor Kitchen   オールデイダイニング

・THE UNION BAR ＆LOUNGE  バー・ラウンジ

・Market  マーケット

会議・宴会施設

・21階と20階の会議・宴会施設には2つのバースペースと合計3室の会議室が隣接し

ております。会議や控室、会議のコーヒーブレイク施設としてもご利用できます。

・21階に位置するスカイバンケットは、広さ137㎡が御座います。

着席では約30～60名規模の披露宴、パーティー、講演に最適です。オープンキッ

チンの設備があり、みなとみらいや日本大通りの美しい景色をお楽しみいただけ

ます。

・20階に位置するグランドボールルームは、広さ460㎡と天井高4ｍが御座います。

横浜港や、ベイブリッジなどの眺望をお楽しみいただけます。お客様のご要望に

合わせて会場を二分割することが出来ます。ビュッフェスタイルでは最大で220名

のゲストをお迎え出来ます。

・最新鋭の音響照明機器を導入しております。

・各階にビジネスWi-Fiを完備。

ロケーション
ハイアット リージェンシー 横浜は山手・山下エリアに位置し、横浜中華街や山下公園、
赤レンガなど人気の観 光スポットに近接しています。また、賑やかな横 浜中華 街や
美しい山下公園、元町のショッピングストリートにも近くビジネスや観光にも便利です。

交通アクセス
■電車

・みなとみらい線『日本大通り駅』より徒歩 約3分
・みなとみらい線『元町・中華街駅』より徒歩 約5分
・JR／地下鉄『関内駅』より徒歩 約15分
■新幹線『新横浜駅』より  所要時間 約30分
JR横浜線で『菊名駅』（1駅）へ、東急東横線（みなと
みらい線直通）元町・中華街行に乗り換え『日本大
通り駅』または『元町・中華街駅』で降車
■羽田空港（HND）より

［電車のご利用］ 所要時間 約1時間
空港線『羽田空港ターミナル駅』エアポート急行
逗子・葉山行で『横浜駅』へ、みなとみらい線へ乗り
換え『日本大通り駅』または『元町・中華街駅』で降車

［リムジンバスのご利用］ 所要時間 約40分
リムジンバスにて『芸術劇場・NHK前』で降車
■成田国際空港（NRT）より

［電車のご利用］ 所要時間 約2時間
・京成成田スカイアクセス線『空港第二ビル駅』アクセス

特急羽田空港行へ、みなとみらい線へ乗り換え
『横浜駅』元町・中華街行へ『日本大通り駅』で降車

・京成スカイライナー線『空港第2ビル駅』スカイ
ライナー有料特急京成上野行へ、上野東京ライン
へ乗り換え『上野駅』小田原行へ、みなとみらい線
へ乗り換え『横浜駅』元町・中華街行へ、『日本大
通り駅』で降車

［リムジンバスのご利用］所要時間 約1時間30分
リムジンバス（YCAT）にて『横浜駅』で降車
■お車でのアクセス

・東京方面より首都圏高横羽線 
横浜公園ランプ下車 約3分

・首都高湾岸線ベイブリッジ経由 
新山下ランプ下車 約5分

・横須賀方面より首都高狩場線経由 
新山下ランプ下車 約5分

■駐車場のご案内
・108台収容可能（ホテル直結の立体駐車場）
・料金　¥1,500／1泊

・USBポート

・空調設備

・目覚まし時計

・コーヒーマシーン

・ランドリーサービス

※入車可能サイズ：前長5,300cm、全幅2,050cm、
全高2,000cm、全重2,700kgまで

・横浜中華街
・山下公園

・みなとみらいエリア
・横浜ランドマークタワー

・赤レンガ倉庫
・横浜スタジアム 

・三渓園
・パシフィコ横浜 

・大桟橋 
・港の見える丘公園

観光名所


