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　　　　公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

横浜……

そこは、「恋する人たち」が繰り返し訪れたくなる場所。

恋人や友達など大切な人と訪れて、

カクテルのグラスを傾けながら、語らいたくなる場所。

そんなロマンチックで、特別な街「横浜」を舞台に、

横浜市では「恋する横浜」をキャッチフレーズにして、

多彩な取り組みを展開します。

素敵な思い出を、ぜひ横浜で、どうぞ。

横濱ウェディングスポット
横浜市では、ウェディングをテーマに市内活性化を進めて

います。公共施設及び観光施設等のデートスポット等で

結婚式を挙げられる、横濱ウェディングスポットが市内9

か所あります。

ご興味のある方は公式サイトをチェック！！

「横濱ウェディング」公式サイト

ht tp://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/wedding/

一般社団法人  日本バーテンダー協会  横浜支部
一般社団法人  日本ホテルバーメンズ協会  西関東支部
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BAR HALEKULANI B-1
˜045-441-5444
¨日休
18:00～翌3:00
∏横浜市神奈川区栄町8-1
　横浜ポートサイドファンテ 1F

ビストロ酒場 マリーン・クラブ H-6
˜045-662-8840　¨無休
17:00（日・祝16:00～）～
　翌1:00（金～翌2:00）
∏横浜市中区港町3-14
　キリン関内ビル2F

バー  シーガーディアンⅡ I-4
˜045-681-1841
¨無休
17:00～23:00（LO 22:30）
∏横浜市中区山下町10番地
　ホテル ニューグランド 1F

La Boheme 元町中華街店 J-4
˜045-227-7123
¨無休
11:30～翌3:30
∏横浜市中区山下町61-1
　山下ビルB1F

グレートウォール （GREAT WALL）J-5
˜045-664-3664
¨不定休
19:00～翌2:00（金土～翌4:00）
∏横浜市中区山下町221－3
　スカイウェイビルB1F

フレンチ酒場 ボンマルシェ H-5
˜045-664-9066
¨無休
17:00～24:00（土・祝 16:00～）
∏横浜市中区常盤町3-37 
　ブロードビル1st 2F

ショットバー アクアリューム H-5
˜045-641-1704
¨無休
18:00～翌2:00
∏横浜市中区住吉町3-36
　DEXビル2F

馬車道十番館 G-5
˜045-651-2621
¨無休
16:00～23:00
∏横浜市中区常盤5-67
　（株）横浜十番館

Bar Day Cocktail G-5
˜045-633-6308
¨日休
19:00～翌5:00
∏横浜市中区常盤町4-52
　文乃家ビル4F

Bar Bar Bar H-5
˜045-662-0493
¨日休※但し、月曜日が祝祭日の場合は
　営業（17:00～00:00）で翌休
18:00～翌3:00
∏横浜市中区相生町1-25 若葉運輸ビル1F

カサブランカ 片野酒類販売 H-5
˜045-228-7377
¨第二・四火曜日休
18:00～翌3:00（日・祝～翌1:00）
∏横浜市中区太田町2-31-3 2F

横浜ブギ H-5
˜045-651-3787
¨無休
17:00～翌5:00
∏横浜市中区南通り2-25-1
　エクセレントビルⅫB1

バールアマーロ
˜046-224-9155
¨不定休
∏神奈川県厚木市栄町1-10-1  101

スカイラウンジ シリウス E-4
˜045-221-1155（レストラン予約）　¨無休
ディナー／17:30～21:00 ラストオーダー
　カクテル／月～土・休前日 17:00～24:00
　　　　　　日・祝日 17:00～22:30
∏横浜市西区みなとみらい2-2-1-3
　横浜ロイヤルパークホテル 70F

RAI'S BAR A-2
˜045-316-4520
¨無休
18:00～翌2:00
∏横浜市神奈川区鶴屋町1-7-5
　YTビル1F

BAR chapter. N-2
˜045-438-3397
¨木休
19:00～翌5:00
∏横浜市神奈川区白楽100
　のれん会館第一ビル 1F

Good Spirits Steady A-2
˜045-320-2484　¨無休
18:00（日・祝17:00）～翌3:00
　（金・土・祝前～5:00、日・祝～2:00）
∏横浜市神奈川区鶴屋町1-7-5
　YTビル4F

バー  ベイ・ウエスト A-3
˜045-411-1111（代表）　¨無休
カクテルタイム／17：00～23：30 
　（日・祝～22：30）
∏横浜市西区北幸1-3-23
　横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ3F

StandingBar NON A-4
˜045-324-6868
¨無休
17:00～24:00
∏横浜市西区南幸2-6-2
　ルミノス横浜ビル7F

The Bar TIRTHA A-5
˜045-290-5025
¨日休
17:00～翌1:00（金・土～3:00）
∏横浜市西区南幸2-16-20
　YKビル2F

Bar マノス A-5
˜045-315-9077
¨月～土（日は不規則）
19:00～
∏横浜市西区南幸2-9-9
　アネックス横浜107

Bar Auggie Wren
˜0468-24-8582
¨日・祝休
17:00～翌1:00
∏横須賀市若松町2-8
　セントラルホテルB1F

Bar & Restaurant Soh
˜046-826-4416
¨日休
19:00～翌1:00（金・土は～翌3:00）
∏神奈川県横須賀市若松町3-12
　平成若松ビル1F

EARTH BROTHERS
˜050-5797-4159
¨火休
19:00～翌5:00
∏横須賀市緑が丘 1
　魚政ビル 3F

BAR TWIN SOUL
˜0468-28-6061
¨火休
19:30～翌3:00
∏横須賀市汐入町2-44

BAR BREEZE
˜0467-85-3279
¨日・月休
16:00～23:00
∏茅ヶ崎市元町4-10
　五島ビルⅡ-201

Dining & Bar Perche
˜046-877-5733
¨火休
18:00～翌2:00
∏神奈川県三浦郡葉山町堀内715-1B

Bar Flora M-2
˜045-935-7577　
∏横浜市緑区中山町219-3

Bar BoilerMaker G-7
˜045-251-7305
¨火休
19:00～翌4:00
∏横浜市中区長者町7-114
　AKセカンドビル102号

MSC G-6
˜045-242-7999
¨日休※日曜が祝日の場合は月休
18:00～翌5:00
∏横浜市中区末広町2-3-14
　名越ビル2F

bar lounge MADURO T-10
˜045-517-4641
¨月休
17:00～翌3:30（日～00:00）
∏横浜市磯子区杉田1-12-24
　小島店舗1F

Bar ALC O-3
˜045-622-4398
¨火休
19:00～翌3:00
∏横浜市中区新山下1-4-15
　松本BLD1F

Bar Kaze one N-4
˜045-830-0145
¨無休
18:00～翌4:00
∏横浜市港南区港南台4-17-24
　丸吉ビル2F

Bar Noble G-6
˜045-243-1673
¨無休
18:00～翌2:00
∏横浜市中区吉田町2-7
　VALS吉田町1Ｆ

Bar Fortune G-6
˜045-242-3776
¨火・祝休
17:00～翌2:00（日～23:30）
∏横浜市中区吉田町6-2
　第3共同ビル2Ｆ

シベール F-6
˜045-253-2443
¨無休
25:00～8:00（始発まで営業）
∏横浜市中区宮川町1-2-10

Bar＆Grill Seckle
˜045-252-7907
¨不定休
19:00～翌6:00
∏横浜市中区若葉町1-1
　細川ビル2Ｆ

G-7

ダイニングバー　岸本酒房
˜045-252-8166
¨月休
19:00～翌5:00（日祝～翌3:00）
∏横浜市中区曙町1-10-10
　第一小林ビル1Ｆ

H-7

Bar GLORY 大倉山店
˜045-549-3775
¨無休
18:00～翌4:00（日祝～00:00）
∏横浜市港北区大倉山2-1-11
　キャッスル美研１F

O-2

※本イベントのオリジナルカクテルにつきまして詳しくは日本バーテンダー協会横浜支部のホームページをご覧ください。
※マップ番号の記載がないバー施設につきましては、直接お電話にてお問い合わせください。

Bar sweet MARIA O-2
˜045-504-2889
¨月休
18:00～翌2:00
∏横浜市鶴見区市場大和町7-7
　倉形ビル1F

SWANK
03-3771-6003
¨日休
18:00～翌3:00
∏東京都大田区山王2-2-3

Bar NAKAZAWA
˜042-812-7838
¨不定休
18:00～翌2:00
∏東京都町田市原町田4-1-4 大関ビル

SWEET SEASON 川崎店 O-2
˜044-246-0919
¨無休
19:00～翌5:00
∏川崎市川崎区東田町3-1
　YMビル2F

Bar BLUE MIST O-2
˜044-245-0465　¨日休
18:00～翌2:00
（水・木 19:00～、金・祝前日19:00～翌5:00）
∏川崎市川崎区駅前本町14-1
　野口ビル1F

Marlin bar O-2
˜044-276-8422　¨日休
17:00～翌3:00
　（金･土～翌4:00、祝日～24:00）
∏川崎市川崎区砂子2-7-7
　DOORS HOTEL B1

BAR 漆
˜03-6416-4518
¨無休
18:00～翌3:00
∏東京都渋谷区恵比寿西1-12-9
　内田ビル2F

Bar Fake
˜0467-57-0873
¨不定休
∏神奈川県茅ヶ崎市幸町21-32
　竹之内ビルディング1F

Bar 105
˜045-865-2205
¨無休
18:00～翌2:00
∏神奈川県横浜市戸塚区戸塚町105

M-4

スプリングバンク
˜不掲載
¨月休
20:00（日は19:00）～翌2:00
∏神奈川県藤沢市本町2-13-20

M-5

Bar HIKARI
˜0467-83-1121
¨日休
19:00～翌5:00
∏神奈川茅ヶ崎市幸町3-11 
　大和第2ビル1F E号室

伊勢山ヒルズ リストランテ マンジャーレ E-6
˜045-260-8845
¨不定休
17:30～22:30（ディナータイム）
∏横浜市西区宮崎町58-3

ミュージックラウンジ「スターボ」F-3
˜045-223-2395
¨無休
17:00～24:00
∏横浜市西区みなとみらい1-1-1
　ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F

日本バーテンダー協会横浜支部
HP  http://nba-yokohama.jp/
FB  https://www.facebook.com/NBAYokohama

ヨコハマカクテルコンペティション

恋する横浜

HP  http://www.yokohama-cocktail.jp/
FB  https://www.facebook.com/Yokohamacc

Nippon
Bartenders
Association
Yokohama Branch

社団法人 日本ホテルバーメンズ協会
HOTEL BARMEN’S ASSOCIATION,JAPAN

「横濱ウェディング」公式サイト

http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/wedding/

Cube bar
˜044-200-8628
¨無休
17:00～翌2:00（日祝～00:00）
∏川崎市川崎区砂子1-9-4

O-2

関内・中華街・本牧 エリア

sur,e T G-5
˜045-641-7144
¨第1・第3日曜日休
18:00～5:00（日・祝～2:00）
∏横浜市中区住吉町6-77
　横浜福島ビル402

CASABLANC  D-Bar H-5
˜045-651-1988
¨不定休
18:00～4:00
∏横浜市中区相生町1-2-1
　パレスカンナイ3F

Bar Sheep F-6
˜045-262-1614
¨日曜休
19:00～翌02:00
∏横浜市中区野毛町1-46-1
　MS野毛ビル2F

NightCafe&Bar Laranja F-7
˜045-252-0461
¨火曜休
20:00～5:00
∏横浜市中区宮川町3-79
　m&m'sビル2F

HOLBORN G-6
˜045-315-2445
¨無休
17:00～5:00
∏横浜市中区吉田町12-2
　パークホームズ横濱関内101

Shot Bar Shower
˜046-852-4546
¨無休
20:30～3:00
∏横須賀市衣笠栄町3-14-C

伊勢佐木・野毛 エリア 川崎 エリア

ルート134 エリア

東京 エリア

横浜・みなとみらい エリア

Nippon
Bartenders
Association
Yokohama Branch


