株式会社アイ・エス・エス

旭化成アミダス株式会社 横浜支
店

合同会社アニマート・ミュージック
アーツ

株式会社インターグループ

ANAビジネスソリューション株式会
社

エグザ株式会社

株式会社オフサイド

〒 108-0073

03-6369-9995

東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階

https://www.issjp.com/

〒 220-0004

045-325-1611

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル10Ｆ

https://www.amidas.co.jp/

〒 226-0015

045-482-4750

横浜市緑区三保町2710-172

http://animato-musicarts.net

〒 105-0001

03-5549-6909

東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F

https://www.intergroup.co.jp

〒 108-0074

03-6700-0700

東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル11
階

https://www.abc.jp

〒 220-0011

045-565-5070

横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィス
ポートビル 15階

https://www.exa-group.co.jp

〒 220-6218

045-661-0622

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
タワーC棟 18階

http://www.y-offside.co.jp

〒 233-0002

045-848-2711

株式会社京急アドエンタープライズ 横浜市港南区上大岡西1丁目13番8号 三
井生命上大岡ビル2F
株式会社サイマル・インターナショ
ナル

株式会社ジョビア

株式会社TEI

株式会社東映エージエンシー

/ 045-325-2232

/ 045-482-4645

/ 03-5549-3201

/ 03-5791-2899

/ 045-565-5080

/ 045-661-0604

総合人材サービス（人材派遣、人材紹介、職
員研修等）

演奏家派遣、コンサート企画、音楽・映像制
作、情報サイト運営

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語
学学校、人材派遣

教育・研修/人材サービス/調査・コンサルティ
ング/アウトソーシング

イベント運営・装飾、販促ツールの印刷・製
作、人材派遣、販売支援・代行

各種イベントのトータルプロデュース(企画、制
作、演出、運営)。PR事業、事務局運営

/ 045-848-2722
総合広告代理業

03-3524-3100

東京都中央区銀座7-16-12 G-7ビルディ
ング

www.simul.co.jp

〒 220-0004

045-311-1116

/ 03-3524-3105

/ 045-311-1119

横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビ
http://www.jobia.jp
ル8F

通訳/翻訳/通訳者・翻訳者養成校/通訳・会
議機材/人材派遣・紹介（グループ）

職業紹介、人材派遣、教育研修請負、オー
ディオ販売、ケアシューズ販売

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

〒 105-0014

03-5765-4811

/ 03-5765-0041

東京都港区芝1丁目5番12号 TOP浜松町ビ
http://www.t-e-i.co.jp/
ル7階

〒 104-0031

03-3271-2821

東京都中央区京橋2-4-12

http://www.toeiad.co.jp

〒 158-8539

03-6372-0109

〒 105-0011

人材サービス・通訳ガイド・イベントコンベン
ションスタッフ・添乗員・空港内業務

/ 03-3281-4180
総合広告代理店

/ 03-6372-0143

東急ファシリティサービス株式会社 東京都世田谷区用賀4-10-2 世田谷ビジネ
http://www.tokyu-fs.com/
ススクエア・ヒルズ1

True Japan Tour 株式会社

国際会議・医学会・国内会議・イベント企画運
営/通訳翻訳/人材派遣/語学養成校運営

https://www.keikyu-ad.co.jp

〒 104-0061

〒 220-0004
相鉄企業株式会社

/ 03-3453-1258

03-6432-0196

/ 03-6432-0042

東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館本 https://truejapantours.
館B109
com/company/

総合ビルメンテナンス業（オフィスビル清掃・
セキュリティ）、人材派遣

訪日旅行及びコンベンション等の総合旅行業
務

〒 100-0013
03-3508-1211 / 03-3508-0820
MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施
日本コンベンションサービス株式会
東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞
設運営、コンテンツ制作、プロモーション
社
https://www.convention.co.jp
が関ビル18F

日本ベストサポート株式会社

株式会社バイリンガル・グループ

〒 102-0072

03-5211-8500

東京都千代田区飯田橋2-6-6 ヒューリック
飯田橋ビル2F

http://www.nbsupport.com

〒 102-0074

03-3263-1261

東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル7
階

http://www.bilingualgroup.co.jp/

/ 03-5211-8501

/ 03-3263-1264

人材派遣・職業紹介事業、コンサルティング
業務、運営受託業務

国際会議準備・運営、通訳、翻訳、人材派
遣、セレモニー、社交行事等の企画・運営

〒 160-0022
03-3353-8581 / 03-3353-8599
株式会社パンテル・インターナショ
多言語翻訳、人材派遣、コンサルティング等
東京都新宿区新宿1-2-8 国久ビル8階B号 http://www.pantel.jp
ナル
〒 231-0023
株式会社ピー・アール・オー

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

ホスピタリティ教育研究所

株式会社ミントス

YAMAGATA株式会社

/ 045-227-5613

〒 170-0013

03-5952-1111

東京都豊島区東池袋1丁目9番6号

http://www.hitocom.co.jp/

〒 241-0011

045-442-7176

横浜市旭区川島町2976-88

http://arrow-urban.com/

〒 231-0014

045-228-8080

横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D

http://mintos.jp

〒 220-8515

045-461-4000

横浜市西区高島2-6-34

https://www.yamagata-corp.com

〒 220-0012
株式会社横浜エージェンシー＆コ
横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ
ミュニケーションズ
マークプレイス14F
横濱和婚 ウエディングネットアカ
デミー

045-227-5611

横浜市中区山下町123-1 横浜クリードビル
http://www.pro-japan.co.jp/
6階

045-640-3434

/ 03-5952-1112

/ 045-442-7263

/ 045-228-8510

/ 045-453-2856

ソフトウェア開発、Webシステム開発、スマート
フォン関連開発

営業・販売・サービスを中核とする営業支援
企業

研修・講演事業・接遇向上・クレーム対応・
リーダー養成・職場の活性化などホスピタリ
ティ関連

ビジネスマナー、メンタルヘルス、レジリエン
ス、アンガーマネジメント等の研修

中国・東南アジア複数国に現地法人を有し、
現地旅行博等のイベント開催をオーガナイ
ズ。

/ 045-650-9032
総合広告代理店

http://www.yokohama-agc.com

〒 231-0063

045-260-1650

横浜市中区花咲町2-57 ミシナビル501

http://www.iseyamawakon.com

/ 045-260-1620

横濱和婚プランナーが伊勢山皇大神宮挙式
を結婚式当日まで皆様のお手伝いを致しま
す

