〒 231-0015
株式会社新井清太郎商店（関内新
横浜市中区尾上町1丁目8番地
井ホール）

木下商事株式会社

グローバルキャビン横浜中華街

三洋装備株式会社

株式会社ジープラスメディア

湘南モノレール株式会社

新横浜プリンスペペ

株式会社セイビ 横浜支店

相鉄企業株式会社

株式会社相鉄ビルマネジメント

チャイナスクエア

株式会社ティーケーピー

東京急行電鉄株式会社

日本サントスキャブ株式会社

http://www.seitaroarai.co.jp/
045-681-0241

横浜市中区真砂町4-43

http://www.kinoshita-shoji.com

〒 231-0023

045-226-5489

横浜市中区山下町166

www.hotespa.net/hotels/gcyokohama/

〒 231-0013

045-681-8821

横浜市中区住吉町2-22 松栄関内ビル

http://www.sanyosoubi.co.jp/

〒 106-0044

03-5561-7755

園芸関連・海藻・繊維製品等の輸出入、不動
産賃貸、本社ビル11階「関内新井ホール」運
営

/ 045-664-5377
不動産賃貸業

/ 045-226-5492

カプセルホテルの合理性とドーミーインの快
適性を両立した、キャビンタイプホテル

/ 045-681-8816
総合ビルメンテナンス業

/ 03-5561-7756

東京都港区東麻布1-8-1 東麻布ISビル４F www.gplusmedia.com
03-6262-3910

/ 03-3273-7231

東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBC
http://www.shutoko-sv.jp
ビルディング2階

〒 231-0064
蒸氣屋 野毛本店

/ 045-662-3175

〒 231-0016

〒 103-0027
首都高速道路サービス株式会社

045-681-6762

045-334-7569

フジサンケイグループ国内最大級の英字メ
ディア、メディア広告、求人広告、不動産サー
ビスを提供

首都高速道路高架下駐車場事業、首都高速
道路休憩所事業、トランクルーム事業他

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
https://jyokiya-nogeten.owst.jp/
ビュレット野毛204号

和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

〒 248-0022

0467-45-3181

神奈川県鎌倉市常盤18

http://www.shonan-monorail.co.
jp/

〒 222-0033

045-474-7777

横浜市港北区新横浜3-4

http://www.prince-pepe.com

〒 231-0021

045-228-7912

横浜市中区日本大通18 KRCビルディング
2Ｆ

http://www.seibinet.com/

〒 220-0004

045-319-2361

/ 045-319-2390

横浜市西区北幸二丁目9番14号

総合建物サービス業、不動産賃貸業、設備
https://www.sotetsu-kigyo.co.jp/ 工事業、ホームセキュリティ、特定人材派遣等

〒 220-0005

045-326-3032

/ 045-326-3033

横浜市西区南幸2-1-22

https://s-bm.info/

〒 231-0023

045-641-4039

横浜市中区山下町144番地

http://chinasquare.jp

〒 162-0844

03-5227-7321

東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ
谷ビル

http://www.kashikaigishitsu.net/

〒 150-8511

03-3477-6225

東京都渋谷区南平台町5-6

http://www.tokyu.co.jp

〒 234-0054

045-833-1261

横浜市港南区港南台7-53-14

http://www.japan-santos.co.jp/

/ 0467-44-5799

/ 045-474-3333

/ 045-228-7913

鉄道運営、不動産賃貸

食品・ファッション・雑貨など新横浜プリンスホ
テル隣接のショッピングセンター

ビル総合管理業、清掃、建物設備管理、警
備、受付、電話交換

SC・商業施設、オフィスビルの運営

/ 045-641-4039

/ 03-5227-7322

/ 03-3770-9389

/ 045-832-7881

複合商業施設「チャイナスクエア」の運営・管
理

全国各地、横浜市内では6会場の貸会議室・
貸ホールを運営しております

鉄道事業、不動産事業、生活サービス事業、
ホテル・リゾート事業

一般乗用旅客自動車運送業、不動産の売
買・仲介・賃貸管理、・介護保険法による住宅
改修事業他

〒 231-0064
野毛たべもの横丁

原鉄道模型博物館

文化財の宿 旅館 喜多屋

株式会社水信

三菱地所株式会社 横浜支店

株式会社横浜岡田屋

横浜交通開発株式会社

横濱コーポレーション株式会社

横浜新都市センター株式会社

株式会社横浜ステーシヨンビル

株式会社横浜都市みらい

株式会社横浜弁天コンサルティン
グスクエア

横浜ワールドポーターズ

株式会社 ラグジュアリージャパン

045-334-7569

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
http://www.noge-yokocho.jp
ビュレット野毛204号

〒 220-0011

045-640-6699

横浜市西区高島一丁目1番2号 横浜三井
ビルディング2階

http://www.hara-mrm.com/

〒 236-0012

045-789-0071

横浜市金沢区柴町46

http://kitayaryokan.jp/

〒 220-0004

045-311-2235

横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル

http://www.mizunobu.co.jp

〒 220-8115

045-224-2211

イベント企画・プロデュース、教育サービス、
商業施設 飲食店プロデュース、運営、店舗
仲介、内装

/ 045-640-6695
総合不動産業、原鉄道模型博物館の運営

/ 045-370-8899

横浜市金沢区にて国登録有形文化財を利用
した旅館業ならびに飲食業

/ 045-323-2740
果実・野菜の販売、レストラン経営

/ 045-221-2215

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ラン
http://www.mec.co.jp/
ドマークタワー15階

〒 220-6211

045-414-5000

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
タワーC棟11F

http://www.okadaya.com

〒 222-0033

045-620-6606

横浜市港北区新横浜三丁目18番地16 新
横浜交通ビル7階

http://www.yokohama-td.co.jp

〒 220-8138

045-211-6101

横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランド
マークタワー38階

https://www.yokohamacorp.jp/

〒 220-0011

045-453-2611

/ 045-228-3400

/ 045-620-7106

総合不動産業

横浜岡田屋は「横浜」「川崎」「横須賀」「相模
大野」でモアーズを運営しております

広告代理店、貸店舗・賃貸住宅・駐車場・駐
輪場等の不動産事業、路線バスの運行等

/ 045-211-9122
収益用不動産の売買・仲介・賃貸管理

/ 045-453-2681

横浜市西区高島2-12-6 横浜ジャスト１号館 http://www.yokohama-shintoshi.
3階
co.jp/

〒 231-0005

045-680-5900

横浜市中区本町二丁目22番地 京阪横浜
ビル8F

http://www.cial.co.jp

〒 224-0006

045-943-2461

横浜市都筑区荏田東4-10-4

http://www.ytmirai.co.jp/

〒 231-0013

045-264-8057

不動産賃貸業

/ 045-680-5916
不動産賃貸業

/ 045-941-3911
不動産賃貸業

/ 045-264-8067

横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA馬車
http://yb-s.co.jp/
道203

〒 231-0001

045-222-2099

横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポー
ターズ3階

http://www.yim.co.jp

〒 150-0002

03-3499-9101

東京都渋谷区渋谷1-1-16 青山江崎ビル
2F

https://luxuryjapan.tv/

会計コンサルタント業・不動産管理業・レンタ
ルオフィス・保護猫VELCATの運営

/ 045-222-2095
不動産賃貸業

/ 03-3499-9105

海外富裕層に「ニッポンの贅と美」を。旅
行、不動産、先端医療健診等のサービ
ス提供

