ビューラウンジ「31st（サーティーファースト）」31階
View Lounge “31st” 31FL.

日本料理・すし・鉄板ステーキ「なだ万」4階
Japanese Restaurant “NA DA M A N” 4 FL.

イタリア料理「 ラ ヴェラ」2 階
Italian Restaurant “LA VELA” 2FL.

最上階に位置する隠れ家のようなラウンジ。大きな窓から一望する横浜
市街の煌めく夜景とともに、ワインや各種カクテル、ホテルシェフ特製の
小皿料理をお愉しみください。

創業180余年の伝統を誇る老舗。季節感溢れる日本料理や、すし・鉄板
ステーキをご賞味いただけます。店内に、専門カウンター（すし「清水」
・
鉄板ステーキ「竹花亭」）がございます。

View Lounge 31st is elegant and sophisticated, hidden away from
the bustle of the city up on the top floor. The large windows afford
an extensive view of Yokohama’s glittering night-time skyline.
Guests can relax with the finest wines, various cocktails with
exquisitely prepared appetizers by the chef.

With a history of dating back more than 180 years, Nadaman
specializes in exquisite Japanese dishes offering something to suit a
wide range of taste, from sushi to pan-fried steak.

席数： 28 席

席数： 134 席

個室： 4 室

134 seats

4 private rooms

7:00〜10:00 (L.O.)
11:30〜14:30 (L.O.) / 土日･祝日 Weekends, holidays 11:30〜16:00 (L.O.)
17:00〜21:00 (L.O.) / 土日･祝日 Weekends, holidays 16:00〜21:00 (L.O.)

28 seats

17:00 〜22:30 (L.O.) / 土日･祝日 Weekends, holidays 16:30〜22:30 (L.O.)

フローティングレストラン「ピア21」
ぷかりさん橋 2 階
Floating Restaurant “PIER 21” Pukari Pier 2 FL.

ご予 約・お問い合わせ

TEL: 0 4 5 -2 2 3 - 3 3 4 4（なだ 万直通）

グルメ＆スーベニール
「i MARINA（アイ マリーナ）」2階
“i M A R INA” Gourmet et Souvenir 2FL.

KISS OF GOURMET
レストランのご案内

T OK YO
OSAK A

大きな窓から、ベイブリッジや大観覧車などのパノラミックな街並みを
望む開放的なレストラン。自家製パスタや窯焼きピッツァをはじめ、本格
イタリア料理の数々をご提供いたします。

C H IC AG O
WA SH I NGT ON
N E W YOR K

Grand, panoramic windows provide extensive views across the bay
area, including the giant Ferris Wheel. Among La Vela’s many
delights are homemade pasta, oven-grilled pizza, and a host of
other authentic Italian dishes.

L ON D ON
PA R I S
M A R SE I L L E

〒220-8522 横浜市西区みなとみらい1-1-1
Tel: 045-223-2222 (代) Fax: 045-221-0650 (代)

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-8522, Japan
Tel: +81(0)45 223 2222 Fax: +81(0)45-221-0650
info@icyokohama.com www.interconti.co.jp/yokohama

席数： 130 席

個室： 1 室

11:30〜14:30 (L.O.)

17:30〜21:00 (L.O.)

130 seats

1 private room

Restaurant Reservation and inquiries
レストランのご予約・お問い合わせ

TEL：045-223-2267（9：00〜20：00）

ゆらゆらと海に浮かぶ海上レストラン。180度広がる横浜港の絶景を
眺めながら、
クルージング気分でカジュアルなお食事をお楽しみください。

Pier 21 is a restaurant floating on the sea. From inside the restaurant,
you can have a close look at Yokohama Port, Yokohama Bay Bridge,
and many boats sailing around the port.
席数： 50 席

個室： 1 室

11:30〜20:00 (L.O.)

50 seats

1 private room

※ 月曜〜木曜
（祝日を除く）
のディナータイムは、
3月〜8月、
12月のみ営業いたします
Dinner time: closed on weekdays from January to February, September to November.

ホテルメイドのパンやケーキ、贈り物としても最適なチョコレートや
焼き菓子の詰め合わせ、ワインなどのホテルオリジナル商品やホテル
セレクトの上質なアイテムをご用意しております。

DU B A I
KOH S A M U I
SI NG A P OR E

i MARINA is stocked with homemade breads and cakes, and serves
chocolates and baked sweets which make ideal gifts. Wines and
other original products are also on offer alongside items of
exceptional quality handpicked by the hotel.
9:00〜20:00 ※ パン・ケーキの販売は10：00〜
ご予 約・お問い合わせ

TEL: 0 4 5 -2 2 3 -2 3 6 6（アイ マリーナ直通）

Live the InterContinental life.

RESTAUR ANTS
AND LOUNGES
最高のお食事を、最上級のおもてなしで

中国料理「驊騮（カリュウ）」31階

フランス料理「アジュール」2階

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」1階

ラウンジ＆ バー「マリンブルー」2階

Excellent Cuisine and Superior Service

Chinese Restaurant “KARYU” 31FL.

French Restaurant “AZUR” 2FL.

Buffet Dining “OCEAN TERRACE” 1FL.

Lounge & Bar “MARINE BLUE” 2FL.

伝統料理から、食材や調理法に自由な発想を取り入れたモダンチャイ
ニーズまで、珠玉の料理の数々を上質なサービスでお届けいたします。
その確かな味を、最上階からの眺望とともにご堪能ください。

パリのエスプリ溢れる洗練された空間で、厳選素材を繊細にアレンジ
した目にも美しいスペシャリテをご賞味ください。シャンパンからオール
ドヴィンテージまで種類豊富なワインリストもご用意しております。

横浜の海を一望する開放的な雰囲気。活気あふれるオープンキッチン
から提供されるインターコンチネンタルホテルならではの約50種もの世
界のグルメを、五感を通してお愉しみいただけます。

自然光が降り注ぐ開放的な昼間は、
コーヒーや紅茶、
ホテルメイドスイーツ
などとともに寛ぎのひとときを。夜景を望むバータイムには、カクテルや
ワイン、
アペリティフを愉しめるカジュアルなバーとしてご利用いただけます。

Karyu offers traditional Chinese cuisine, as well as modern Chinese
dishes which incorporate innovative ingredients and novel methods
of preparation. This top-floor restaurant provides exquisite menus,
first-class service and outstanding views.

The sheer elegance of Azur’s interior creates the feel of an
aristocratic manor. The menu features house specialties made from
fine ingredients with a refreshing new twist, and is completed by an
extensive wine list selected from around the world.

With its open-kitchen layout, the Ocean Terrace provides a lively,
spacious atmosphere, with spectacular bay views of Minato Mirai.
Diners can enjoy an international buffet-style menu unique to the
InterContinental that satisfies all the senses.

Sunshine cascades through the bright, spacious Marine Blue Lounge and
Bar during the day, and guests come to relax and enjoy coffee, tea, or
homemade sweets. In the evening, however, guests come in pursuit of
night views of the bay and refresh with original cocktails, wines and aperitifs.

個性豊かなレストランでは、旬のメニューをご賞味いただけます。
時には優雅に、時にはカジュアルに、
至福のひとときをお過ごしください。
The chefs in our unique restaurants proudly offer seasonal menus.
Whether you prefer elegant dining or a more casual atmosphere,
our restaurants and lounges are designed to cater to your personal needs.

席数： 130 席

個室： 9 室

130 seats

9 private rooms

11:30 〜14:30 (L.O.) / 土日･祝日 Weekends, holidays 11:00〜15:30 (L.O.)
17:30 〜 21:00 (L.O.)

席数： 62 席

個室： 1 室

62 seats

1 private room

12:00〜14:00 (L.O.) （土日･祝日のみ Only on Weekends, holidays) / 17:30〜20:30 (L.O.)
※ 水曜日定休
（祝日・イベント日を除く） Closed on Wednesday, except for holidays

席数： 198 席

個室： 2 室

198 seats

2 private rooms

6:30〜10:00 (L.O.) / 11:30〜15:00 (L.O.) / 17:00 〜21:30 (L.O.)

席数： 132 席
10:00〜23:30 (L.O.)

132 seats
/ 土日･祝日 Weekends, holidays 9:00〜23:30 (L.O.)

