
さまざまな規模の会議、パーティーに対応した多彩な

スぺース、約600の客室と8つのレストランやバーを有する

同ホテルは、隣接した会議センターとのスムーズな行き来

が可能。上質なサービスで、開催コンベンションをバック

アップいたします。

会議センターと
隣接

約600の
客室を保有

ハイクオリティーな
8つのレストラン＆バー

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル

ヨットの帆をイメージした外観

多彩なスペースを有するラグジュアリーホテル

8
restaurants

& bars

next to the
Conference

Center
600
rooms

InterContinental
Yokohama Grand
InterContinental
Yokohama Grand



ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル



インターコンチネンタル ボールルーム

1Fに2室、3Fに6室の大中宴会場があり、会議後の懇親会に最適です。
1F、2Fは建物内の連絡通路で会議センターと行き来が可能です。

客室

ベイビュー

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　　1F・3F フロア図

1F 3F

着席ブッフェディナー階 面積（㎡）室名 レセプション

1F

2F

シルク

パール

スターボ

242 100 80 150

122 50 40 70

297 - 80 130

着席ブッフェディナー階 面積（㎡）室名 レセプション

3F

インターコンチネンタル ボールルーム

ベイビュー

パシフィック（テラス併設）

エーゲ

アトランティック

アドリア

722 430 340 700

274 90 90 150

507 200 160 300

143 60 50 80

157 80 60 100

55 30 20 50

ベイビュー

エーゲ

アトランティック

インターコンチネンタル
ボールルーム

アドリア

パシフィック

オーシャンテラス

エントランス
シルク

パール

会議センター連絡通路



グルメ

［イタリアンレストラン - 130席］
リストランテ アッティモ

［フレンチレストラン - 150席］
ダンゼロ

［軽食・カフェ - 38席］
パシフィコティールーム

会議センター ［レストラン - 102席］
ベイブリッジカフェテリア

会議センター展示ホール 展示ホール

［軽食・カフェ - 53席］
ピザーラエクスプレス

展示ホール ［軽食・カフェ - 84席］
ドトールコーヒーショップ パシフィコ横浜店

展示ホール ［軽食・カフェ - 55席］
ドトールコーヒーショップ パシフィコ横浜ノース店

ノース

パシフィコ横浜の各所にはイタリアンやフレンチをはじめ、軽食にもご利用いただけるさまざまなスタイルのカフェ、レストランをご用意しております。
皆さまのコンベンションの間に、くつろぎのひとときをお過ごしください。



ホテル［中国料理レストラン - 130席］
驊騮 （カリュウ）

グルメ

パシフィコ横浜 会議センターに隣接するヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルには、世界に展開する同ホテルならではの
ハイクオリティーなレストランやラウンジがそろいます。上質なサービスとともに優雅なひとときをお楽しみください。

屋外［フローティングレストラン - 50席］
ピア21

ホテル［フレンチレストラン - 62席］
アジュール

ホテル［イタリアンレストラン - 130席］
ラ ヴェラ

ホテル［ブッフェ・ダイニング - 198席］
オーシャンテラス

ホテル［日本料理レストラン - 134席］
なだ万

ホテル［ラウンジ＆バー - 132席］
マリンブルー

ホテル［ビューラウンジ - 28席］
31st （サーティーファースト）



お客様の声

2014年6月18日（水）～21（土）までパシフィコ横浜にて開催された「第16回 世界作業療法士連盟大会・
第48回日本作業療法学会」（参加者総数5,905名、参加国数72ヶ国）を終えて、世界作業療法士連盟 
会長 ※ のMs. Marilyn Pattison よりコメントをいただきました。

2014年6月に日本の横浜で開催された第16回世界作業療法士連盟大会に、同連盟の代表として
参加できたことをとても嬉しく思っています。

日本で大会や学会の開催を考えている団体があれば、素晴らしい都市である横浜を候補地として
検討することを勧めます。会議施設が国際会議に最適であるというだけでなく、横浜自体が魅力的
で楽しい都市であり、レストランやカフェが多く、ショッピングも楽しめ、人々は親しみやすく、生活の
ペースも心地よく感じられます。また、宿泊施設が充実していて好みや予算に合わせて選ぶことが
でき、人気エリアへも簡単にアクセスできます。

横浜市は素晴らしい会議場だけでなく、記憶に刻まれるような文化的経験も提供してくれました。

第16回 世界作業療法士連盟大会

世界作業療法士連盟 会長 ※

Ms. Marilyn Pattison

※開催当時



お客様の声

2014年7月13日（日）～19日（土）までパシフィコ横浜にて開催された「第18回 世界社会学会議」
（参加者数6,087名、参加国数95ヶ国）を終えて、国際社会学会 会長 ※ のDr. Margaret Abraham
よりコメントをいただきました。

2014年7月に日本の横浜で開催され、95カ国から6000人以上の社会学者、社会科学者が集まった
第18回世界社会学会議に、国際社会学会の代表として参加できたことは大変に嬉しい経験でした。

国際会議の開催を計画中の団体には、友好的で快適に過ごすことのできる横浜市を候補地として
強く推奨します。パシフィコ横浜と会議施設が素晴らしいのはもちろん、横浜には多様なレストラン
が揃っており、宿泊施設も多彩で、好みや予算に合わせて選ぶことができます。

世界社会学会議が横浜で開催されたことで、参加者は研究データを共有するだけでなく、日本の
伝統、歴史、文化を学ぶ機会も得ることができました。

第18回 世界社会学会議

国際社会学会 会長 ※

Dr. Margaret Abraham

※開催当時



お客様の声

2017年10月15日（日）～18（水）までパシフィコ横浜にて開催された「第18回 世界肺癌学会議」
（参加者総数6,764名、参加国数82ヶ国）を終えて、世界的コアPCO（会議運営会社）International 
Conference Services（ICS）の社長であり、国際PCO協会（IAPCO）の会長 ※ でもあるMr. Mathias 
Posch よりコメントをいただきました。

私達は、パシフィコ横浜で約7,000人が出席した2017年世界肺癌学会議を開催し、素晴らしい都市と
会議場を直に経験することができました。この経験を通して、横浜は、成田及び羽田空港からのアク
セスが大変良く、世界各国を代表する参加者が来日する際とても便利で、また、多種多様な魅力的な
アトラクションが近隣にあり、学会開催地として大変相応しい都市であることが証明されました。
パシフィコ横浜のスタッフの皆さんは、いつもとてもフレキシブルで私達のニーズに細心の注意を
払ってくれました。パシフィコ横浜だけでなく、インターコンチネンタルホテル及び、その他の事業者
さん含むチーム横浜全体が提供してくれた素晴らしいサービスは、横浜での私達の学会を本当に
印象に残る体験にしてくれました。日本人の「おもてなし」の精神は他にはない唯一のものであり、
私たちが行った学会開催後のアンケートでは、多くの出席者が、日本は、特に今回の学会が開催
された横浜は、国際会議の開催地として最適であるという結果を出しています。

第18回 世界肺癌学会議

International Conference Services 社長
国際PCO協会（IAPCO） 会長 ※

Mr. Mathias Posch

※開催当時



沿革・主な開催実績

沿革
1991年

1991年

1994年

2001年

2010年

2018年

2020年

8月

10月

4月

7月

3月

9月

4月

●国際会議
国連防災会議、国際エイズ会議、世界獣医学大会、万国外科学会、APECリーダーズウィーク、
国際幹細胞学会、世界作業療法士連盟大会、世界社会学会議、ゴールドシュミット会議、
アジア開発銀行年次総会、世界肺癌学会議、アフリカ開発会議 TICAD（Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ）、
ICCAアジア・パシフィック部会サミット  等

●国内学会・会議
JRC、日本癌学会学術総会、 日本癌治療学会学術集会、日本歯科医学会学術大会、
日本循環器学会総会・学術集会、日本心理臨床学会大会、日本整形外科学会学術総会、
日本青年会議所サマーコンファレンス、日本透析医学会学術集会・総会、
日本脳神経外科コングレス総会、日本皮膚科学会総会、日本不整脈心電学会学術大会、
日本分子生物学会年会、日本臨床栄養代謝学会学術集会  等

●展示会・イベント等
2002 FIFAワールドカップ国際メディアセンター、Act Against AIDS、CP＋、
Embedded Technology、JACLaS EXPO ̶臨床検査機器・試薬・システム展示会̶、
海のエジプト展、お城EXPO、化粧品産業技術展、国際宝飾展 秋、
自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展、ジャパン インターナショナル ボートショー、
釣りフェスティバル、特別展マンモス「YUKA」、トミカ博、福山☆冬の大感謝祭、
ヨコハマ恐竜展、横浜トリエンナーレ、横浜マラソン  等

主な開催実績
会議センター・ホテル  開業

展示ホールAB  開業

国立大ホール  開業

展示ホールCD・アネックスホール  開業

会議センター  改修完了

展示ホールAB  改修完了

ノース  開業



清掃方法を抜本的に見直し、環境負荷の少ない薬剤（EPA 米国環境保護庁
登録製品）や効果的で安全・安心な清掃手順へと改善しました。新たな
清掃方法を確立することで、施設の長寿命化を実現しています。 

施設内で排出される「産業廃棄物の100%リサイクル達成に向けた取り
組み」を推進しています。現在、MICE施設のなかでも世界トップレベルの
水準の約90%を達成しています。

SDGs

効果的な清掃の実施 産業廃棄物100％リサイクルの取り組み



SDGs

展示ホールの屋根に集まる雨水を利用して、節水をしています。開業以来
の累計で、オリンピックプール90個分（22.5万㎥）となります。貯まった
雨水は、自家発電機用冷却水や、トイレ用の水に使用しています。

施設内に100台以上ある自動販売機は、省エネ型自販機を導入し、待機
電力の削減につなげております。また、災害対応型の自販機も一部導入し、
万が一の際、停電となっても飲料を取り出せるように配慮しております。

雨水再利用システムの活用 省エネ＆災害対応型自販機の設置



SDGs

「みなとみらい大盆踊り」は、みなとみらい21地区内の働く人と住む人を
つなぐ交流の場としてパシフィコ横浜が初企画し、2007年にスタートしま
した。今では、みなとみらい21地区を代表する地域イベントとなりました。

コンサート開催中に地震が発生という想定で、お客様や出演者（演奏者）
も、スタッフの誘導でホール外に避難していたく「避難訓練コンサート」を
開催いたしました。

「みなとみらい大盆踊り」の開催 避難訓練コンサートの開催




