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Scene of NEW GRAND History

写真で綴るニューグランド物語 1927—2017

ホテルニューグランド開業当日
玄関前でのお出迎え風景
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座談会はプレジデンシャルスイートで行われた

横浜の歴史を刻み、今、新たな時代へ
1859
（安政6）
年、横浜開港。以来、世界への表玄関・文明開化の拠点として横浜は大きく発展しましたが、
1923（大正12）年9月1日、突然襲った関東大震災で大きな打撃を受けました。しかし、横浜復興への人々の
思いは強く、やがてまちが一つとなった大きなうねりが生まれました。その、まさに復興のシンボルとし
て誕生したのがホテルニューグランドです。1927
（昭和2）
年12月1日開業、それは、横浜にとって華やかな
昭和の幕開けでもあったのです。そして、2017
（平成29）
年12月1日、ホテルニューグランドは開業90周年
を迎えました。これまでの足跡をたどりながら、国際都市横浜のシンボルとしてのホテルニューグランド
のこれからを、西川武臣横浜開港資料館副館長、青木祐介横浜都市発展記念館主任調査研究員、そして
濱田賢治ホテルニューグランド社長という、横浜とその歴史をこよなく愛する3人の方に語り合っていただ
きました。
出席者：西川 武臣 横浜開港資料館副館長
青木 祐介 横浜都市発展記念館主任調査研究員
濱田 賢治 ホテルニューグランド代表取締役社長
司 会：有吉

記念座談会
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敏 神奈川新聞社経営企画局長

（文中敬称略）
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歴史の中で果たしてきたもの

ンボルであると同時に、新しい横浜のまちづくりの象徴だったのです。
例えば、作家・大佛次郎がこのホテルを活動の場としたことは良く知
られていますが、新たに成長しようとする横浜の息吹と、開港以来変わ
らない気風が同居する雰囲気を好んだからではないでしょうか。

横浜開港資料館
副館長

横浜都市発展記念館
主任調査研究員

株式会社ホテル、ニューグランド
代表取締役社長

西川 武臣

青木 祐介

濱田 賢治

にしかわ たけおみ：1981（昭和56）年の横浜開港資
料館の設立時から同館に勤務。史学博士。横浜が貿
易港としてもっとも繁栄していた幕末から明治時代
の横浜の歴史を明らかにする仕事に携わっている。
『ペリー来航』
（中公新書）
、
『浦賀奉行所』
（有隣新書）
、
『横浜開港と交通の近代化』
（日本経済評論社）
、
『亞墨
理駕船渡来日記』
（神奈川新聞社）などの著書がある。

あおき ゆうすけ：建築史家／博士（工学）
。専門は日
本近代建築史。煉瓦やフランス瓦の研究を中心に、建
築史学と考古学の橋渡し役として、横浜市域の近代遺
跡調査に携わる。担当した展覧会に、
『横浜建築家列
伝』
『
、西洋館とフランス瓦』
『
、関東大震災と横浜』
など。
『文化遺産と現代』
（土生田純之編、同成社）などの共
著がある。

はまだ けんじ：ＪＲ東日本 横 浜 支 社 長、横 浜ステー
シヨンビル 社 長などを経て、2013年2月から現 職。
横浜検定1級を所持。自他ともに認める横浜好きで、
2018年 には「横 浜セントラルタウンフェスティバル
Y159」実行委員長を務める。日本クラシックホテルの
会会長、日本ホテル協会 神静山梨支部支部長、山
下公園通り会会長。
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—最初に、ホテルニューグランドが果たしてきたものというテーマで、

青木 関東大震災後、横浜のまちの風景は大きく変わります。明治から

誕生の経緯や歴史を紐解きたいと思います。

大正にかけて、横浜のまちには赤煉瓦の建物が多く建てられていまし

濱田 1860（万延元）年、日本で最初のホテル「横浜ホテル」が横浜に誕生

た。今も、横浜正金銀行や開港記念会館などに名残りを止めています

しました。以来、外国人や日本人が経営するホテルが次々に開業するの

ね。それが関東大震災で街並みから消え、代わって登場したのが鉄筋コ

ですが、これらのホテルは1923（大正12）年に発生した関東大震災で壊滅

ンクリートの建物です。ホテルニューグランドも鉄筋コンクリートです

してしまいます。それにともない、たくさん居た外国人も帰国したり、

が、様式としてはとてもシンプルです。設計者は、渡辺仁という建築家。

他の地域に移ったりしてしまい、横浜のまちはすっかりさびれてしま

現存する建物では、服部時計店（現在の銀座和光）や上野の東京国立博物

いました。

館の原案を手掛けた人物です。本館ロビーの天井から吊るされた東洋風

そんな状況の中、国際都市横浜の復興に尽くしたのが当時の横浜市長

の灯籠、フェニックスルームでは日本の古社寺にあるような装飾が使わ

で、本日司会を務めている有吉さんの曽祖父でもある有吉忠一氏です。

れるなど、外国人の宿泊客を意識したデザインがなされています。この

有吉市長は議会にホテル建設計画を提案し、横浜商工会議所会頭の井坂

時代は、和風から洋風までさまざまな建築様式が試みられ、また、成熟

孝氏、横浜復興会会長の原富太郎氏などに呼びかけ、また、広く市民に

を迎えた時代です。そういう当時の建築界の大きな流れの中に、ホテル

協力を求めたのです。その結果、1927年にホテルニューグランドは完成

ニューグランドも位置づけられると思います。

します。まさに、横浜市民の熱意が集まった、復興のシンボルとしての

濱田 お二人の話を聞くにつけ、ホテルニューグランドは、横浜市民の

誕生でした。

心の拠り所であると強く感じます。日頃、お客さまからさまざまな声を

西川 関東大震災当時、横浜の市域は今と比べとても狭く、
人口も45万人

かけていただきますが、その多くが「どうか頑張ってください」というも

ほどでした。大震災により市内の建物も倒壊や火災で多くが失われ、市街

のです。ホテル人冥利に尽きるといいますか、考えられないほどの温か

地で亡くなられた方は約2万3千人、
行方不明者も数千人にのぼりました。

い声援をいただきます。身の引き締まる思いがしますし、地域とともに

ホテルニューグランドの誕生に、多くの市民が励まされました。また、

成長してきたホテルであることを実感します。100年、200年…、さらに、

大きな誇りでもあったと思います。ホテルニューグランドは、復興のシ

この伝統を引き継いでいきたいと思っています。
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スパゲッティナポリタン

シーフードドリア

「横浜らしさ」を発信し続ける

—ホテルニューグランドの魅力
は、
横浜の魅力とも言えますが、

観光の拠点として

このホテルが体現してきた横浜
らしさとは何でしょう。
—ニューグランドは、これまで多くの人に愛され、食をはじめさまざま

西川 やはり、国際性だと思い

—観光は、
横浜市にとって重要な政策課題になっています。
その意味でも、

な文化を発信してきました。

ます。少し前、Ｙ150の祭典が行

ホテルニューグランドの果たす役割は大きいと考えます。期待や提言が

濱田 文明開化のまち、横浜にはさまざまな“横浜発祥”がありますが、

われましたが、横浜の開港を決

あればお聞かせください。

ホテルニューグランド90年の歴史の中でも、多くの新しい文化が生まれ

めたのが、
アメリカ、
イギリスを

青木 「観光」が難しいのは、誰にどう魅力を伝えるかということ。大さ

ています。特に、料理については、数々のエピソードがあります。

はじめとした5カ国との通商条

ん橋に入ってくる外国人観光客の多くは、横浜に滞在せずに東京に行っ

約です。日本の国際化は、その

てしまうという話も聞きます。私たちが当たり前と思っている横浜オン

後もさらに広がります。多くの

リーの魅力を、どれだけコンパクトに発信できるかが重要になってくる

外国人が横浜を訪れ、滞在し、

のではないでしょうか。

日本の文化を知り、帰っていき

西川 外国の諸機関も東京に移り、海外の玄関口も羽田・成田になって

ます。横浜の
“国際化の多様性”

います。しかし、国際会議などに参加したときなど、横浜の歴史の話

を、その舞台として体現してき

をすると多くの方が関心を寄せてくれます。横浜には歴史をはじめ、

開業時に初代総料理長としてスイスからサリー・ワイルを招きました。
それが、当時最先端の洋食を日本に紹介する、大きなきっかけになりま
した。例えば、
フレンチでもコース料理だけでなく、
アラカルト
（一品料理）

90周年婚礼復刻フルコース

というスタイルを持ち込んだのがワイルです。彼は、お客さまの望むも
のをその場で考え作るという、自身のモットー“究極のおもてなし”に取
り組んだシェフでもありました。
バターライスと海老のクリーム煮にベシャメルソースをかけて焼き上げ

46

初代総料理長 サリー・ワイル

たのが、ホテルニューグランドではないでしょうか。

変わらぬ魅力があるのです。

るドリアは、お風邪を引いたお客さまのオーダーで生まれたものです。

青木 ホテルニューグランドには、横浜がたどってきた「昭和の歴史」が

そして、彼の精神を受け継いだ歴代のシェフもスパゲッティナポリタン、

深く刻まれています。少し前に、復活したホテルのネオンサインが話題

横浜への求心力を高めていくことが大切ですね。

プリンアラモードなどの名作を生み出しました。今では日本の洋食を代

になりました。このネオンは海に向かって開かれたまち横浜の、いわば

—90年というのは一つの節目です。そして、東京オリンピックなど「かつ

表する料理として、日本中に広まっています。数百に及ぶクラシック・

顔のような存在でした。この地域は、歴史的景観を保存する意味で厳し

てない2年間」に向けて、どのような取り組みを考えているのでしょう。

メニューが残されており、今、
「生きた文化遺産」として、レシピ保存や

い広告規制がありますが、東京オリンピック時に設置された歴史性が評

濱田 まず、ハード面では2014年、2016年の2回に分けて、本館の大規模

再現に取り組んでいるところです。

価されたのです。さまざまに変化してきた港まち横浜、その魅力を、時

改修を行い、歴史的建造物としての魅力を保ちながら、なおかつ、安心

代の中で映し出してきたのがニューグランドだと思います。

してお泊まりいただけるホテルを実現することができました。
また、
来年

それを行政やマスコミ、地域、あるいはホテルが一体となって発信し、
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クラシックホテルとしての魅力と誇りを伝える

司会／神奈川新聞社経営企画局長 有吉

2018年にはタワーの客室リニューアルを予定しており、横浜にお越しい
ただくお客さまが安全で快適に過ごせる環境を整備し、良い思い出を

地域と共にまちづくりを

濱田 お二人から貴重な意見や提言をいただきま
した。関内から山下・山手周辺は、これまでも、そ
してこれからも横浜の歴史を体感できる貴重なエ

持ってお帰りいただけるよう準備を進めています。

リア、さらなる魅力づくりに取り組まなければなり

そして、なによりも大切なのはホスピタリティ、おもてなしの心で
す。それを考える上で最も大切なのは何か、一つはクラシックホテル

—ホテルニューグランドは、地域と密接に結びついて、横浜の歴史、文

ません。そして、それは行政や地域が一体となって

としての存在感を高めること。もう一つは、
先ほどからご指摘のとおり、

化の一翼を担ってきました。これからの横浜のまちづくりなど、どのような

行うことが大切です。横浜は興味深い歴史を秘めたまちです。その横浜

横浜の独自性や歴史性にどう立脚するか、ということではないでしょ

役割を果たすべきか、また期待などをお聞かせください。

をしっかり伝えていくことが私たちのテーマだと思います。

うか。この11月、
「日本クラシックホテルの会（※）
」を立ち上げました。

西川

地域の魅力を発信するために横浜開港資料館や横浜都市発展記

横浜は大都市でありながら、そこに住む方たちの、まちへの愛情の深

今、国内には9つのクラシックホテルが存在しています。クラシックホ

念館が所蔵する膨大な横浜の歴史資料を活用していただきたいですね。

さを実感できるまちです。ホテルニューグランドは、これからも市民の

テルとは、戦前からホテルとして営業していて、歴史的建造物を維持・

例えば、「関内の道」には、江戸時代から明治初年の道がそのまま残って

皆さまのご期待に応えなければなりません。毎年5月の横浜開港月間を

保存しながら今日でも営業しているホテルのことです。

いるものが多く、博物館の資料と重ねることで、奥の深いまち歩きが楽しめ

はじめ、さまざまなイベントに参加させていただき、開港の歴史を広く

どのホテルも明治以来の先人たちが苦心して西洋のホテル文化を導

ます。つまり、まちそのものが博物館ともいえるのです。史跡や歴史的な建

ご理解いただくことにも努めています。常に地域とともにあるホテルと

入しながら、
多くの方をおもてなししてきた歴史があります。私たちは、

物を知るための拠点としての役割をニューグランドに果たしていただきたいで

して、これからも国際都市・横浜の一翼を担う、それが私たちの使命で

これらのことを文化遺産と言えるまでに高め、連携して国内外に発信

すね。ホテルと行政、公共施設、また地域が有機的に結びつく仕組みづく

もあると思っています。

したいと思っています。

りを考えていただきたいと思います。

そして、横浜を訪れる方たちに、じっくりと腰を据えて横浜のこと

青木 これからは、現存する都市ストックとして、歴史的なものをいかにまち

を理解していただくのが大事なことと思っています。外国から観光で

の魅力として発信していくかが大切であると思います。外国の方をはじめ、

見える方などは、いわば旅のプロが多い。訪れた場所の特長あるもの

訪れる方たちにはじっくりと横浜のまちを理解していただきたいですね。その

や魅力を自分で発見し、楽しむノウハウを持っています。それだけに、

ためには、まず住んでいる方自身が自分たちのまちを知ることが大切です。

横浜の本当の良さを、真に理解いただける人にいかに届け、また広げ

積み重なった都市の歴史を、現在の横浜の魅力そのものとして、まちづくり

ていくのか…。それがこれからの大きな課題と考えています。

のなかに生かしていくことが重要です。
—お二人のお話を聞いての感想、さらに未来に向かっての思いを聞か
せてください。
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敏

※「日本クラシックホテルの会」加盟ホテル
会に加盟するにはいくつかの条件を満たすことが必要
日光金谷ホテル／ 1873年（明治6年）6月1日創業（栃木県日光市）
富士屋ホテル／ 1878年（明治11年）7月15日創業（神奈川県箱根町）
万平ホテル／ 1894年（明治27年）4月1日創業（長野県軽井沢町）
奈良ホテル／ 1909年（明治42年）10月17日創業（奈良県奈良市）
東京ステーションホテル／ 1915年（大正4年）11月2日創業（東京都千代田区）
ホテルニューグランド／ 1927年（昭和2年）12月1日開業（神奈川県横浜市）
蒲郡クラシックホテル／ 1934年（昭和9年）3月1日開業（愛知県蒲郡市）
雲仙観光ホテル／ 1935年（昭和10年）10月10日創業（長崎県雲仙市）
川奈ホテル／ 1936年（昭和11年）12月6日開業（静岡県伊東市）

HOTEL NEW GRAND 90th ANNIVERSARY

49

NEW GRAND ILLUSTRATED

イラスト・文／ YAYOI

歴史を味わう
本館に一歩入ると、迎えてくれる大階段。
この空間のためだけに、一枚一枚丁寧に形作られ、
焼き上げられたタイルや骨董装飾の数々。
自然光がたっぷり降り注ぐロビーに並ぶ、アンティーク家具の風合い。
オリジナル装飾に囲まれたフェニックスルーム…。
積み重ねて来た時間を肌で感じる、贅沢な空間が広がります。

本館
Main building

ボタニカル調のアンティークファブリックに包まれたソファは、
そのどれもが職人の丁寧な手仕事によって生み出され
まるで美術品のような美しさです。

Sofa

朝一番
かつての紳士たちが手にした新聞は、
こんな素敵な新聞置きに置かれていました。
当時の人々の営みをイメージできる
そんなアイテムとたくさん出会えます。

■本館：ロビーのソファ

■総合エントランスロゴマーク

Items

■本館：ロビーの新聞置き

■本館：大階段

大窓からのぞく通りのイチョウ並木
が、季節のうつり変わりを知らせて
くれます。光と影そして素敵な調度
品が演出する、居心地の良い空間が
広がります。

Lobby
■本館：ロビー
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MacArthur

■本館：マッカーサーズスイート

カードキー主流の今も、
差し込み式のルームキーを活用

当時の写真

■本館：レインボーボールルーム

笑顔がうれしい。
どのスタッフも、
明るくやさしく「こんにちは」と声を掛けてくれます。
華やかなシャンデリアと、季節折々の趣をこらした
エントランスのフラワーアートは圧巻！
さまざまに表現されたおもてなしの心に
旅の疲れが癒されます。

終戦直後、マッカーサー元帥が滞在した「マッカーサーズスイート」。
モスグリーンを基調とした、親しみあるインテリアと
よく使い込まれたアンティークの家具、
アメニティーは海外の最高級品です。
ライティングデスクは、
もちろんマッカーサー元帥が使った当時のもの。
窓に目を向けると、山下公園のイングリッシュガーデンを楽しめます。
海外から訪れた方々に、自宅のようにくつろいでもらうことを
コンセプトとした、お部屋です。

Rainbow

タワー
Tower

Lobby

当時のライティングデスク
■タワー：ロビー

Corridor
■タワーと本館、中庭を結ぶ回廊

中庭を囲むレインボーボールルームは、
開業当時より、ダンスホールとして使用されました。
ビッグバンドを招くなど、
当時から人々を魅了する華やかな宴が数多く開催され
人々に愛されてきました。
天に舞うフェニックスを包みこむように、
アーチ形の梁にそって、
レインボーカラーが映しだされます。
梁の一つひとつに施された装飾は、
本館すべてのアンティーク装飾同様に、
職人の技がつまった、芸術品です。
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Perry

バー「シーガーディアンⅡ」や
イタリアンレストラン
「イル・ジャルディーノ」が並ぶ、
タワーラウンジと本館をつなぐロマン
ティックなムードたっぷりの回廊。

■タワー：ペリー来航の間

天井のシャンデリアは、
バラのオブジェ。全面の絨毯は、
波がモチーフです。
壁一面に描かれたペリー来航当時のテキスタイル画と
一面ガラス張りの向こう側に広がる山下公園が、
空間全体に広がり、躍動感を生み出します。
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SkyChapel

TheCafe

■本館：The CAFE

外観
Exterior

■タワー：スカイチャペル「トップ・オブ・ザ・グランド」

光あふれるスカイチャペルは、空と海がつながる場所。
たくさんのやさしさに包まれながら、2人の未来を誓う
最高に幸せな祝福の時間が、ここにあります。
3方ガラス張りの回廊からは、横浜を一望できます。

YOKOHAMA を感じる佇まい。
本館と、タワーの調和。
時間と共に、街と共に、そこを訪れる人々を
温かく迎え入れる各エントランスは、
重厚な存在感で訪れる人を歓迎します。
そこにあるだけで、また横浜に来たい！
そんな魅力が
HOTEL NEW GRAND にはあります。

Courtyard
■中庭

かつて、この中庭には、
プライベートプールが備えられていた
時期もあったとか。
水の揺らめきはそのままに、
現在は噴水に姿を変え
より開かれた多くの人に
憩いの時間を
提供しています。

本館１F にある「The CAFE」は、
ニューグランド発祥の
ナポリンタンが自慢です。
もちもちのパスタを、
ケチャップは使わずに、
トマトソースで仕上げます。
新鮮なフルーツをたっぷりのせた
プリンアラモードも
おススメです。

■本館：近代産業遺産登録証
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