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第４章 都心部活動主体に対するヒアリング調査 

 

１．ヒアリング調査の実施概要 

（１）調査目的 

横浜都心部を主な活動エリアとする都市開発業者、大型商業施設、主要商店街、宿泊施設など

の都市観光関連事業者等に対するヒアリング調査を通じて、当該地区における業務集積や商業集

積、都市観光のポテンシャル・特徴、外部環境の変化、本地区の活性化に向けた問題点・課題等

を把握した。 

（２）調査対象（27 件：下表参照） 

・鉄道事業者        １件 

・不動産          ４件 

・不動産情報        ２件 

・商業部門        １２件 

・観光・レジャー部門     ７件 

・ベンチャー・ＳＯＨＯ    １件   計２７件 

  

（３）実施時期 

・平成 20年 11 月～平成 21 年１月 

  

（４）主な質問項目 

・最近の売上動向や空室状況、稼働率等の経営状況 

・特徴的な外部環境変化 

・マーケットとしての横浜の特徴 

・自社及び横浜活性化への問題点・課題  

 

表 4.1 ヒアリング対象企業・団体一覧 

鉄道事業者 観光・レジャー部門
ＪＲ東日本　横浜支社 観光・レジャー誌出版社

不動産 ㈱昭文社（まっぷる）
三井不動産㈱横浜支店 旅行会社
三菱地所㈱横浜支店 ㈱はとバス
(独)都市再生機構神奈川地域支社（ＵＲ） レジャー施設
㈱相鉄アーバンクリエイツ 万葉倶楽部㈱

不動産情報 ホテル
三鬼商事㈱ ホテルニューグランド
シービー・リチャードエリス横浜 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

商業部門 ホテルJALシティ関内 横浜
百貨店 ルートイン横浜馬車道

㈱高島屋横浜店 ベンチャー、ＳＯＨＯ
㈱そごう横浜店 ㈱アイ・エス・オー

横浜駅地下街
横浜駅西口振興協議会
横浜駅東口振興協議会

大型商業施設
三菱地所ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱横浜事業本部SC事業部ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾁｰﾑ
横浜ベイクォーター（横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱）

商店街
馬車道商店街(協)
伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合
横浜中華街発展会(協)
(協)元町ＳＳ会
野毛地区街づくり会

飲食店
㈱アメリカンハウス  
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２．各活動主体へのヒアリング結果の概要 

 

（１）不動産関係 

【現 状】 

� 横浜の不動産市場の概況は以下のとおりである。 

 ＜横浜都心部＞ 

2003 年～2007 年 → オフィス需要は堅調に推移し、空室率も低下しつつあった。 

2008 年秋～   → 世界的な金融不安から世界同時不況に発展し、不動産市場は大き

く縮小して、空室率も上昇に転じている。 

＜横浜駅西口＞集客系の立地企業が多い。面積的に奥行きがなく、開発余力が少ない。 

＜横浜駅東口＞最近、マンションとともにオフィスビルの開発が進む。 

＜ＭＭ21地区＞横浜都心部で、最もオフィスビル開発が盛んなエリアであり、外資系企業

や不動産関係、ベンチャー系企業の進出が特徴的である。 

2008 年秋以降の不動産市場の縮小で、ビル開発の進捗にブレーキがかかっ

ている。 

＜ 関内地区 ＞20～30 坪程度の小口のオフィス需要の受け皿となっている。業種的には官

公庁関連や専門サービス業系のテナントが多い。中小ビルの老朽化が問題

となっている。 

【問題点・課題】 

� 急激な景気後退により、不動産市場は大きく縮小している。先行きの不透明感も強い。

このため、横浜都心部における都市開発事業、ビル建設の進捗にブレーキがかかってお

り、今後、テナント確保の厳しさは高まり、ビル建設計画の見直しや延期、規模縮小な

どが考えられる。 

� 短期的には、日産本社機能やゼロックスの研究開発拠点の移転に伴う新規需要の創出が

期待されている。 

� 横浜経済の活性化に対して、羽田空港の再国際化による効果が期待されている。横浜駅

周辺／ＭＭ21地区などは効果の受け皿として整備・機能すべきであり、本来の国際都市

に相応しいあり方や都市の魅力向上につながる具体的な方策を展開すべきである。 

 ＜地区別の課題＞ 

� 横浜駅西口では新陳代謝や活性化の動きが鈍いのが大きな問題である。横浜駅周辺の再

開発の推進や老朽化の進むビルの耐震性・機能性の強化が課題である。 

� ＭＭ21 地区では、2009 年～2011 年にかけて竣工が予定されている大型ビルの複数ある

が、今回の深刻な景気後退により、建設計画の見直しや延期・縮小の可能性がある。先

行きの景気動向を注視していく必要がある。 

� 関内地区については、中小ビルの老朽化と競争力の欠如が問題である。ビルオーナーに

とっては需要の力強さも乏しく、更新のインセンティブが見出しづらいのが現状ではな

いか。今後、住宅や商業・サービス系の活用も考慮する必要がある。 

� 現市庁舎が移転した場合には、関内駅周辺のビルの空室率が一気に上昇することが予想

され、新たなテナント確保や市庁舎及び駅周辺の再開発が大きな課題となる。 
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（２）商業部門 

 

①横浜駅の百貨店及び横浜駅地下街 

【現 状】 

� 横浜駅東口の百貨店では、2001 年以降は 2007 年まで売上高は対前年比プラスで推移し

てきた。ＭＭ21地区でのマンション建設や横浜ベイクォーターのオープン効果によるも

のである。直近では、入店客数が 2007 年やや減少したが、2008 年の上期は対前年比で

10％程増加した。下期は景気後退から売上高は下落している。 

� 東口地下街では、2008 年の前期は衣料、雑貨関連で前年期とほぼ同様（100.1％）であ

ったが、下期は急速に落ちている。特に、高額商品に対する手控えが著しい。一方、飲

食関係は比較的好調であり、業種業態間で不況の影響が二極化している。現在入居テナ

ント数は約 110 店舗であるが、地元資本の店舗は現在 10～20 の間で減少傾向にあり、ナ

ショナルブランドが増えつつある。客層は 20 代後半～30 代の女性が中心である。 

� 横浜駅西口の百貨店では、景気後退の影響から 2008 年の 10月期より急速に下落してい

る。これまでに経験の無い落ち込みであり、ファッション関連、“特選”（ブランド品）

を含む、高額商品の落ち込みが顕著である。 

� 西口地下街では 2008年度の売上げは対前年度比 94～95％、駅ビルは前年度比 96～97％

で推移しているが、直近の数値では 95％を割り込んでいる。衣料品、高額品は冷え込ん

でいるが、反面、食料品は前年を上回っている。 

� 横浜の商圏というのは、全国の系列百貨店のうちで商圏人口が増加している唯一のエリ

アであり、業界でも恵まれたマーケットである。横浜駅周辺地区でのマンション建設や

日産自動車本社、富士ゼロックス等の大企業の進出も予定されており、好条件にある。 

� 横浜駅周辺の店舗間競争よりも地区間の競争を意識している。例えば、新横浜駅ビル、

ららぽーと横浜、ラゾーナ川崎等の複合商業施設が競合相手と考えている。 

【問題点・課題】 

� 横浜駅西口は拡がり感に乏しく、新しさを創出・演出しにくい街である。街自体の老朽

化も進行しており、街の更新は大きな課題である。また、西口には文化性を感じる施設・

機能が少ない。成熟都市には、文化・芸術施設・機能の充実、強化が必須である。 

� 開港 150 周年は、イベント会場になるＭＭ21 地区や山下・山手地区の商業施設にとって

は業績を伸ばす好機であり、地区間の周遊性が生まれる可能性もある。ベイエリアの各

社が連携し、イベント等を開催する組織づくりを進めたい。 

� 東口地下街では、日産・富士ゼロックス等の従業者の動線に注目している。地下街は通

勤経路のメイン動線となるため、大いに期待している。 

� 西口地下街は開業後 40年が経過しており、大規模な改装を検討している。横浜駅周辺大

改造計画の推進、横浜駅と地下街の間の“馬の背”の解消が課題である。 

� 西口商業施設間で連携し、バリアフリーの推進や西口の“わかりにくい”“雑然としてい

る”との指摘への対応（サイン等）も重要である。 

� この他、横浜駅の『ランドマーク』となるような“空間”を整備し、街全体が参加する

イベントを企画、開催したい。 
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②大型商業施設 

【現 状】 

� ランドマークプラザでは、売上高は昨年と比較すると若干落ち込んでいる。法人需要や

季節の衣料品の減少が響いている。横浜ベイクォーターがオープンして２年以上経過し

ているが、場所的にやや離れているためか、売上にあまり影響は出ていない。むしろ、

港北エリアに立ち上がった、ららぽーと横浜やトレッサ横浜による需要の浸食を懸念し

ている。ＭＭ21 地区の競合エリアとしては、①港北エリア、②横浜駅前の百貨店、③銀

座地区（イトシア）を想定している。 

� ランドマークプラザでは 2008 年がオープン 15周年にあたり、各種のプロモーション活

動の連携を展開している。横浜美術館やガーデンスクエアでのトリエンナーレ展示など、

地区内のプロパティ・マネジメントを強化し、個別にオリジナル効果を発揮させ、集客

力をアップさせる取組を実施してきている。 

� 2006 年にオープンした横浜駅東口の大型商業施設では売上高がやや低迷しているが、景

気後退の影響だけではなく、周辺地域にラゾーナ川崎、ららぽーと横浜、ノースポート

モール、港北みなもと立て続けに複合商業施設ができたことによる要因が大きい。 

� こうした複合商業施設間の競合によって、一般的なショッピングモールでは、実際の商

圏は 10km を切っているのではないか。このため、動線上のそごうと協力して、年に数回

共同の企画を行うなど、消費者に選ばれる魅力ある商業地になる取組を展開している。 

� また、これだけ商業施設が周辺に増加すると、足元（神奈川区、港北区、保土ヶ谷区民）

の顧客確保が重要になる。ポートサイドのマンションやオフィスワーカーの囲い込みも

非常に重要で、ポートサイド地区限定の携帯電話クーポンを発行している。 

 

【問題点・課題】 

� ランドマークプラザでは、当面、平日におけるファミリー層の底上げ、夜の法人需要、

サラリーマン需要の開拓が課題である。ＭＭ21地区は「ショッピング」が似合う場所と

の印象が強いが、これに「楽しい時間を過ごせる街」、「すてきな空間を楽しめる街」と

いった時間消費、空間消費にも似合う街になるよう、新たな魅力をプラスしていきたい。 

� 横浜駅東口エリアでは、周辺地域との競争に負けないように、近接して立地している施

設との連携を強め、地区全体の規模拡大と集客効果を如何に高めていくかが課題である。

自分たちだけで規模を追いかけることをできない。規模を大きくするためには地域とし

て連携することが必須条件である。 

� 行政への要望としては、ＭＭ21 地区内の施設間を結ぶ手軽な「足」を充実して欲しい。

「ハマチャリ」（レンタル自転車）も今ひとつ利用されていないようだ。 

� 横浜駅東口エリアではマイカーで来店する人が多いので、施設の周辺に駐車場の情報を

掲示するシステムをつくってほしい。都心部にロードプライシングを導入する議論があ

るが、売上には逆効果の可能性が高い。 

� 鉄道利用者の利便性向上のためには、横浜駅からの主要な商業施設への誘導看板をつけ

て欲しい。 
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③横浜中華街発展会協同組合 

【現 状】 

� 横浜中華街内の店舗数は現在約 600 店舗あり、そのうち 350 店舗が発展会に加盟してい

る。各店の最近の売上高は、総じて減少傾向にある。 

� 各店舗の世代交代は進みつつあり、発展会でも 30～40 代の次世代を担う年齢層の理事を

加えるようにしている。店舗の入れ替わりは比較的激しい。 

� 最近の出店傾向としては、旧来から横浜中華街にいた華僑に加えて、他地区から入って

きた華僑が営業を始める店舗が目立ってきた。 

【問題点・課題】 

� 慶事の爆竹やドラなどは中華街古来の伝統文化である。中華街周辺の一部のマンション

住民にとっては、爆竹やドラの音が騒音となっている。今後、周辺住民の生活環境と伝

統文化の継承との折り合いをどうつけていくかが大きな課題となっている。 

� また、横浜中華街の新規参入店（主に中国系）に対しては、呼び込み行為など顧客満足

を低下させるような行為を控えさせる雰囲気づくりが重要と考えている。 

� 横浜中華街のライバルは、ＭＭ21地区と（今後は）横浜駅西口の再開発である。横浜観

光の旧来の“表の顔”はＹＭＣ＋山手であり、活性化に向けて具体的な連携による対抗

策をいかに展開していくかが課題である。 

� 中華街におけるゴミ問題への対応が大きな課題となっている。ゴミ収集場所の設置やゴ

ミ廃棄のルール厳守など、ゴミ対策には条例化も考えられる。また、ゴミ問題だけでは

なく、廃油の処理など「ＣＳＲ」の視点を入れた街づくりが横浜中華街にも必要な時期

にきている。 

④協同組合元町ＳＳ会 

 【現 状】 

� 現在の加入店舗数 240 店舗。加盟店舗の業種構成は、商業７割であり、飲食、サービス、

その他が１割ずつである。空き店舗はほとんどない。ナショナルブランドの店舗数の割

合はそれほど上昇していない。 

� 最近のマンション建設による売上げへのプラスの影響はあまりない。不況による消費の

低迷は感じるが、チャーミングセールや元町ＣＳ会が年１回行っているフードフェアも

好調である。 

� みなとみらい線の開通後は、来街者の動線が元町・中華街駅を主動線、ＪＲ石川町駅を

従とする構図ができあがってきている。 

� 本地区のライバルはＭＭ21 地区であり、背後の山手と連携することによって本来の「横

浜らしさ」を訴求していきたい。新たな顧客の開拓では、30～40 代女性をターゲットに

したい。また、外国人旅行者の増加が見込まれる中、免税店の設置を研究中である。 

【問題点・課題】 

� 元町の店舗は“閉店時刻が早い”という批判がある。ＳＳ会でも営業時間延長の研究・

協議を行ってはいるが、実現には各店舗の協力・連携が課題である。 

� 横浜観光の活性化には、新たな集客力アップのための受け皿が必要である。新しい受け

皿として「横浜にしかないエンターテイメントの場」の整備が必要である。 
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⑤馬車道商店街協同組合 

【現 状】 

� 馬車道商店街の加盟店舗数は 97、業種構成は、飲食 40％、物販 35％、金融・サービス

が残りの 25％。店主の年齢層は 30～70 代まで幅広く、世代交代が進行中である。 

� 街のブランディングで、再開発（赤レンガとガス灯設置など）に加え、馬車道まつりの

実施（東京芸大の協力）や街づくり協定を策定など、景観保持に注力してきており、来

街者数の増加にも効果があったと認識している。 

� ソフト面での取組では、“馬車道文化と出会う街”というコンセプトのもと、昼 or夜×

平日 or休日の４パターンに分け、このコンセプトの打ち出し方を研究している。個別店

舗も努力しており、最近では日曜日でもお店を開けているところが増えてきた。 

� こうした中で、横浜市都市デザイン室が馬車道の景観形成に果たした役割は大きく、高

く評価している。 

� 2005 年４月に東京芸大大学院映像研究科（修士課程）映画専攻が馬車道にできたが、地

域との連携を目的に、ミニシアターをビルオーナーの仲立ちにより開設した。 

【問題点・課題】 

� 諸外国には街づくりや景観形成の参考となる事例が多くあり、馬車道では「桜」の木に

より、来街者の動線を形成し、回遊性を高めていこうと研究中である。 

� 馬車道としては、北仲通の再開発や新市庁舎の問題も含め、北仲通の周辺部も含めた街

のあり方を検討していくことが重要であると考えている。 

� 関内地区のエリアマネジメントは、横浜市都市デザイン室が果たしたような“よろず相

談所”のような役割を担う機関が必要である。 

� 街の防災性強化では、公的機関がビルの耐震工事に対する低利融資を検討すべきである。 

 

⑥野毛地区街づくり会 

【現 状】 

� 野毛地区内には飲食店が約 700 店あり、商店街の店主は 50～70 歳代で約７割を占め、

事業承継も 70～80％の店舗で実施されている。新規出店の希望も多く、比較的空き店舗

は少ない状況である。 

� 街の活性化には、横浜商大の佐々教授及びゼミ生に尽力いただき、高く評価している。 

� “商店街と大学のタイアップしたイベント”は話題性があり、商店街の宣伝になった。

大道芸では地元ボランティアの協力があり、経費の削減で開催数を増やすことができた。 

� にぎわい座内の弁当は、野毛の飲食店に発注され、野毛への集客の目玉という存在だけ

でなく、直接的な地元経済に対する波及もある。 

【問題点・課題】 

� 地区内の各店舗の野毛地区街づくり会への店舗加盟率（現在、約 23％）をアップさせ、

自分たちの手による街づくりや街の活性化の意識の醸成や取組を高めていきたい。 

� ＭＭ21 地区から野毛へのアクセスを向上として、動く歩道⇒富士ソフト⇒郵便局⇒ブリ

ーズベイホテル前までを歩道橋で結んでほしい。また、大岡川沿いに歩道を設置し、ク

ロスゲート脇から野毛まで信号なしで行けるようにしてほしい。 
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⑦伊勢佐木町１・２丁目地区商店街振興組合 

【現 状】 

� ここ 10 数年は、老舗店舗が減少しており、地元資本の店舗も長期的にみれば減少傾向に

ある。地元資本店の減少には、業種業態が昨今のニーズに合わないことや事業後継者の

不在等に原因がある。これらの店舗では、主に東京のデベロッパー経由・紹介で、賃貸

されていくケースが近年多くなっている。 

� 店舗構成では飲食店の割合が増加している。徐々に近隣商店街タイプに変化しつつある。 

� カレーミュージアムの撤退は、全国的ネームバリューはあったものの、商店街の入口に

立地していたので、その影響は内側まで波及せず、実態的には薄かったと認識している。 

� 松坂屋の閉店は 2008 年秋以降の不況もあり、現段階では影響の度合いは不明確である。 

� 伊勢佐木町のブランド向上については、南区清水ヶ丘の県立清陵高校とタイアップした

イメージづくりを実施しており、今後も継続的に仕掛けていきたい。この他、街のバリ

アフリーのあり方を関東学院、横浜市大（の学生）と検討中である。 

【問題点・課題】 

� 伊勢佐木町１～７丁目の全体とマリナード地下街で連携した福引き、１～３丁目の大道

芸＋４丁目以降は異なるイベントを行うなど、客を内側まで呼び込むような連携活動の

企画と展開が課題である。 

� 入込み客に影響する問題点としては自転車駐輪問題と店舗のはみ出し陳列の問題がある。 

� 起業家の受け皿として空店舗を利用し、街の活性化を図る試みもおもしろいとは思うが、

地代等の問題でビジネス的に採算が合うかどうかは難しい面がある。 

� 伊勢佐木町地元の人達には、横浜の中心地区である関内地区と関外地区（我々の伊勢佐

木町が該当）は自分達が汗を流して作り上げてきたとの自負がある。松坂屋閉店の長期

的な影響懸念や市庁舎の移転問題があり、関内・関外を一体とした街づくりのあり方の

検討を行政側に強く希望したい。 
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（３）観光・レジャー部門 

  

①観光バス 

【現 状】 

� 横浜を組み込んだコース設定の歴史は古く、昭和 30～40 年代には整備されている。 

� ここ 10 年間は同じボリュームで、横浜を入れたコースは概ね５～６本ほど設定している。

客層ターゲットは 60 代前後を主体に、７割が首都圏外、３割が首都圏内の顧客である。 

� 運行コースとしては、横浜中華街並びに八景島シーパラダイスを組み込んだコースの人

気が高く、定番化している。但し、大型バスの駐車場スペースの存在と団体受入可能な

インフラのあることが前提である。 

� 横浜はバス観光にとって「ハズレ」の無い地域である。全国的に広く理解・認識されて

いる観光都市で、地域（観光）資源は東京などより豊富である。横浜中華街、墓地、港

の見える丘公園、山手洋館、元町エリア等、これらの集客インパクトは大きい。 

 【問題点・課題】 

� 大型バス用の駐車場の更なる整備充実が重要である。ツアーに組み込まれた横浜中華街

等で昼食時の対応に苦慮する場合がある。 

� 横浜などの有名地では売込み活動が殆ど無い。「殿様商売」にならず、新たな魅力を積極

的に売込む活動を展開すべきではないか。 

 

②旅行専門誌 

【現 状】 

� 横浜を取り上げているものは、書店店頭に並ぶものとして常に 3～4種類は発行している。

横浜を取り上げた情報誌はコンスタントに売れ、一定の売上を見込める。読者層はＭＭ

21 地区などに行く、日帰りやリピーターが多いのではないか。 

� 横浜の競合相手は、札幌や神戸等の観光都市である。横浜は古さと新しさがちょうど良

く混在しており、観光のバリエーションも多彩である。一箇所に観光資源が集積してい

る。ファッションセンスの良さもあり、多様な年齢層に対応できる都市である。 

� 横浜の夜景に絡むものは、これまでの情報誌に必ず掲載している。夜景がきれいに見え

る店、バーなどを特集してきたが、「夜景」は横浜観光の大きなウリのひとつである。 

 【問題点・課題】 

� 現代美術の面では、ＭＭ21地区の横浜美術館の常設展示が今ひとつである。企画展はそ

れなりの集客力があるのだが、全体的に知名度が低い。今後、効果的なプロモーション

活動を行うことが望まれる。 

� 産業観光については、京浜臨海部のクルージングによる観光化がイメージされるが、受

入企業側のスタンスや安全確保の徹底、土休日の対応等が課題となる。その他、普段見

られないところ、行けないところ等のプレミアムで、教育的施設・機能なども今後の魅

力創出のひとつとなろう。 

� 横浜には大人が純粋に楽しめるところが、もっとあっても良い。日本大通りでのオープ

ンカフェの常設化やＭＭ21 地区でのフリーマーケット開催、北仲森ビルでの美術館整備

等が考えられる。 
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③集客施設 

 【現 状】 

� 当施設（温泉）は３年前にオープンし、客層は中高年が中心である。現状では、平日は

シルバー層や主婦グループ、夕方からはＯＬ、週末はファミリー層の利用が多い。 

� 地域的には横浜市内を中心に、神奈川県内在住者が圧倒的に多い。リピート率は 80％台

であり、今後は新規客の取り込みが課題となっている。 

� 本施設の特徴は海が広く見渡せる施設であり、立地・ロケーションの面で利用客から高

く評価されている。 

� 横浜にとって、“ＭＭ21 地区”の持つブランド価値は大きい。集客施設として大観覧車

「コスモクロック 21」の存在意義も大きい。当該地区の夜景はきれいで、夜景自体の集

客能力も高いと認識している。 

 【問題点・課題】 

� ＭＭ21 地区の高さ規制を緩和すべきである。企業や施設の新規立地を躊躇させるひとつ

の要因となっているのではないか。 

� 入湯税等を横浜都心部・ＭＭ21地区の観光振興へ活用すべきである。例えば、熱海では、

平日に花火大会を行うなど集客に努力している。 

� 当施設にとって、駐車場の整備は重要な問題である。近隣での立体駐車場を含む、駐車

スペースの適正整備やパーク＆ライド方式の具体的な実行等、行政の積極的な行動を期

待したい。 

 

④宿泊施設（ホテル） 

 ⅰ）シティホテル 

【現 状】 

� 宿泊客の動向は 2008 年春先から陰りが見え始めている。３月頃から対前年割れの状況だ

が、市内のホテルはみな同様であろう。 

� 横浜の宿泊市場は、都市の知名度や経済規模、人口増加などから、全国でもホテルを営

業しやすい条件を備えた都市であると認識している。 

� 横浜を取り扱う旅行雑誌、タウン誌の表紙には、“ＭＭ21 地区”の写真が掲載されてお

り、若者にはこうしたメディアの影響が大きい。こうした影響もあり、客室稼働率では、

山下地区のホテルはＭＭ21 地区よりも数％程度低い。 

【問題点・課題】 

� 山下地区は横浜の老舗、横浜文化の発祥の地であり、歴史性やストーリー性に溢れたエ

リアである。固定客に対する強みはもっているが、新たな顧客となる若者に対するアピ

ールと誘客が大きな課題である。 

� 開港 150 周年記念事業のＰＲを含め全国ネット（テレビ）での展開を強化すべきである。 

� 羽田空港の再国際化は、京浜地域への企業進出を促し、ビジネス客や観光客、特に外国

人の宿泊客の増加につながる、明日の横浜にとって重要な問題である。 

� 横浜に本拠を置くホテルという立場から、横浜駅周辺の再開発が必要。現状のままでは、

西口は中長期的に集客力が低下する懸念がある。今後、地主の合意形成等、様々な調整

が必要だが、行政機関に調整役を務めてもらい、円滑な事業推進を望んでいる。 
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ⅱ）ビジネスホテル 

 【現 状】 

� 当初、ビジネス客をメインターゲットと考えていたが、観光客にも対応し、ツインやダ

ブルを比較的多めに準備した。ビジネス客と観光客の比率は４：６である。 

� “横浜都心部の宿泊の需給バランスは取れている、むしろ供給過剰”という感想を持っ

ていたが、現状では“堅調”に推移している。 

� “横浜”及び“馬車道”、“中華街”のイメージとしては全般的に良い。特に、地方から

の予約客に対しては印象が良く、認知度も高い。 

� ホテル間の競争は非常に厳しい。近隣ホテルの全てがライバルと言っても良い。 

 【問題点・課題】 

� 羽田空港の再国際化には期待が大きい。羽田空港へのアクセスを考えた場合、ホテル近

くから（リムジン）バスが運行していたらもっと便利になる。（参考：2009 年 4月 24 日

より羽田空港リムジンバス（MM21 地区・山下地区）が運行開始した。1日：上下 25 便。） 

� パシフィコ横浜での大型の会議の開催は、ビジネスホテルにとっても大きな波及効果が

ある。アフリカ開発会議ではアフリカからの参加者が多数利用された。また、ポケモン

フェスタ 2008 では、出展事業者のスタッフが多数利用した経緯があり、ＭＭ21 地区で

の大型イベントの開催は、近隣のビジネスホテルにも多くの宿泊需要を生み出す効果が

期待される。 


