
アニヴェルセル みなとみらい横浜

231-0001

横浜市中区新港二丁目1番4号

045-226-2088

結婚式場・披露宴会場及びカフェの運営http://minatomirai.anniversaire.

co.jp/

045-226-2089/〒

アルテリーベ　横浜本店

231-0021

横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル

2F

045-210-9407

レストラン経営、ウェディング
http://www.alteliebe.co.jp/

045-210-9408/〒

伊勢山ヒルズ

220-0031

横浜市西区宮崎町58-3

045-260-0082
結婚式場、宴会、パーティー、イベントの企

画・立案・運営
https://www.bestbridal.co.

jp/guestparty/

045-260-0083/〒

イタリアンダイニング・カリーナ

231-0005

横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビルB1

045-650-3372
イタリアンレストラン及び少人数から大人数の

貸切り婚礼・パーティー施設、着席最大100名http://www.e-carina.jp

045-650-3372/〒

株式会社ガーランドフェア

231-0003

横浜市中区北仲通1-6 ヒタチビル6F

045-651-3320 生花販売、フラワーデザイン空間装飾、フラ

ワースクール、ウェディングイベントプロデュー

ス

https://flower.garlandfair.

jp/

045-651-3350/〒

空間装飾　クラフツ

241-0833

横浜市旭区南本宿町144-23 パームヒル１

階

045-342-5106 装飾用の白い木や竹灯篭 竹花器の制作、会

場の飾り付け、苔など装飾小物の販売 レンタ

ル
http://krafts.webcluster.jp/

045-342-5107/〒

Classical Princess Japon

220-0022

横浜市西区花咲町6-143-1602

050-3562-0777
アンティーク着物地を用いたクラシックドレス

の制作、および歴史的建造物での撮影事業
https://www.classical-princess.

com/

なし/〒

康平運送株式会社

221-0862

横浜市神奈川区三枚町601

045-383-1321
ピアノ・精密機械・医療機器の配送。ピアノ・

エレクトーン・オルガンレンタルhttps://www.korhei.com

045-382-0920/〒

ザ クラシカ ベイリゾート

221-0056

横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイ

クォーター7F

045-450-7211

婚礼、各種パーティー、貸会議等の会場
https://www.theclassica.jp

なし/〒

THE BEACH

231-0801

横浜市中区新山下3-2-5

045-264-8437
新山下地区での婚礼施設運営およびカフェ

営業https://www.the-beach.jp

045-264-8438/〒

株式会社ジーマ（チアーズブライダ

ル）

220-0005

横浜市西区南幸2-19-2 第2土屋ビル4階

045-412-4531
ウェディングプロデュース「チアーズブライダ

ル」https://cheersbridal.com

045-412-4501/〒

旬菜 屋形船 つき丸

231-0801

横浜市中区新山下1-7-19-101

045-263-6361
料理第一の屋形船です。春夏秋冬の料理を

お出ししています。http://tsukimaru.jp

045-625-0173/〒

studio BLAZE・自明流殺陣剣術

231-0854

横浜市中区根岸旭台1 インペリアルビル

050-5435-1406
一般広告・ウエディング写真 スタジオ・出張

撮影　映像制作　サムライ関係イベント演出http://www.studio-blaze.net/

045-883-8026/〒

相鉄ホテル株式会社　横浜ベイ

シェラトンホテル&タワーズ

220-8501

横浜市西区北幸1-3-23

045-411-1111

ホテル業https://www.yokohamabay-

sheraton.co.jp/

045-411-1350/〒

Socia21（ソシア21）

222-0034

横浜市港北区岸根町6-1

045-472-7777

総合結婚式場
http://www.socia21.co.jp

045-473-7028/〒

株式会社タクティブレイン(ウエディ

ングエージェンシー)

231-0861

横浜市中区元町1-50 元町PASEO 201

045-680-5559

（045-680
ウエディングエージェント業、プロデュース

業、イベント・セミナー企画運営
https://www.wedding-agency.jp/

https://tactivbrain.jp

045-680-5554/〒



株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

140-0002

東京都品川区東品川2-3-12 シーフォート

スクエアセンタービル 17Ｆ

03-3471-6835
結婚式場・レストランの運営およびパーティ・

イベントの企画、運営https://www.tgn.co.jp/p-party

03-3471-6739/〒

パセラリゾーツ横浜関内店

231-0046

横浜市中区末広町3－95

045-264-3855
総合エンターテインメント事業（カラオケ、パー

ティ、バー、ビリヤード、カフェ）
https://www.pasela.co.

jp/shop/yokohama_kannai/

045-264-3856/〒

ビストロ＆ワイン　フェイン

231-0846

横浜市中区大和町1-23-1

045-263-9684
様々なパーティシーンを創り出す　邸宅レスト

ラン、ケータリングパーティも利用可能
www.liing-heart-original-wedding.

com

045-263-6179/〒

ヒルサイドガーデン

231-0801

横浜市中区新山下1-7-21

045-623-5591

飲食店及びウェディング会場の経営
http://www.hillsidegarden.jp/

045-623-2477/〒

ビルボードライブ横浜

231-0003

横浜市中区北仲通5-57

日本国内での『ビルボード』ブランド事業展

開。クラブ＆レストラン「Billboard Live」の運

営。〈2020年春開業予定〉
http://www.billboard-live.com/

/〒

フェスタ・カリーナ

231-0005

横浜市中区元浜町4-40 関内小俣ビル2階

045-680-2128

ご宴会・団体様の昼食・夕食対応
http://www.f-carina.jp/

045-680-2129/〒

ブリーズベイホテル

231-0063

横浜市中区花咲町1-22-2

045-253-5555

ホテル業https://breezbay-group.

com/bbh/

045-253-5511/〒

Hair Make マリンベルブライダル

230-0074

横浜市鶴見区北寺尾6-32-6

045-479-5901

婚礼企画・美容全般
http://www.marine-bell.com/

045-479-5901/〒

株式会社ポートサービス

231-0023

横浜市中区山下町2 産業貿易センター７階

045-671-7781
横浜港クルーズ、港湾交通船運航水上バス、

レストラン船事業、船上ウェディング事業http://www.yokohama-cruising.jp

045-671-7729/〒

ホテル横浜ガーデン

231-0023

横浜市中区山下町254

045-641-1311

ホテル業
http://www.yokohamagarden.jp/

045-641-1395/〒

MARINE & WALK YOKOHAMA

231-0001

横浜市中区新港1-3-1

045-680-6101
ファッション、雑貨、飲食、結婚式場を展開す

る商業施設http://marineandwalk.jp/

045-680-6114/〒

有限会社ミルキーウェイ

158-0096

東京都世田谷区玉川台1-8-14 1F

03-5717-3235

結婚式の企画・運営
http://www.milkyway-web.com

03-3708-3735/〒

モーション・ブルー・ヨコハマ

231-0001

横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2

号館3階

045-226-1933 エンタテイメント事業、飲食事業/横浜赤レン

ガ倉庫内”モーションブルーヨコハマ”等ライ

ブレストランの運営
http://www.motionblue.co.jp

045-226-1935/〒

屋形船 正義丸

221-0021

横浜市神奈川区子安通1-174

045-441-4297

屋形船、遊覧船
http://www.masayoshi-maru.jp/

045-731-8328/〒

UNION HARBOR

231-0801

横浜市中区新山下3-4-17

045-628-2271

結婚式場・パーティ・イベント会場の運営
http://union-harbor.com/

045-628-2272/〒

ハマの人力車　株式会社横濱おも

てなし家

231-0802

横浜市中区小港町1丁目5番地 小港マン

ション403号室

045-622-8146
人力車を用いての観光、ウェディング送迎、イ

ベント営業、地図制作業http://yokohama-jinrikisha.com/

045-622-8164/〒



横濱シスターズ

231-0854

横浜市中区根岸旭台11-105

080-3758-6693
女性ボーカルトリオが幅広いレパートリーで

パーティーや各種イベントを盛り上げます。
https://www.yokohamasisters.

com/

/〒

横浜出張着付けHARU

220-0023

横浜市西区平沼1-40-1 鳩森ビル8階（BC）

080-5527-0757
出張着物着付け、ヘアメイク、撮影、着付け

教室
https://www.yokohama-kimono.

com/

なし/〒

横浜テクノタワーホテル

236-0004

横浜市金沢区福浦1-1-1

045-788-7400

ホテル業（宿泊研修特化型）
http://technotower.jp/

045-788-7411/〒

横濱haikara(ハイカラ)美容院

231-0023

横浜市中区山下町157-3 シダーハウス4F

045-228-9088
着付ヘアメイク専門の美容院。各種イベント

やウェディングの着付ヘアメイク業務等yokohama-haikara.com/

045-228-9089/〒

横浜モノリス

231-0062

横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなと

みらい17F

045-663-1788
ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚

礼衣裳部門、レストラン部門）www.novarese.co.jp

045-663-1787/〒

横浜ロイヤルパークホテル

220-8173

横浜市西区みなとみらい2-2-1-3

045-221-1111

ホテル業
https://www.yrph.com

045-224-5153/〒

横濱和婚　ウエディングネットアカ

デミー

231-0063

横浜市中区花咲町2-57 ミシナビル501

045-260-1650 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
http://www.iseyamawakon.com

045-260-1620/〒

ラグナスイート新横浜

222-0033

横浜市港北区新横浜2-6-6

045-470-6677
挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル

業・ホテル業http://www.lagunasuite-sy.com/

045-470-6778/〒

ラ・バンク・ド・ロア

231-0023

横浜市中区山下町74-1

045-277-1122
ゲストハウスウェディングの運営業務、バン

ケットスペースの企画・構成・演出業務http://www.yokohama-loa.com

045-277-4122/〒

料亭 田中家

221-0834

横浜市神奈川区台町11-1

045-311-2621
創業1863年、2019年で156年。坂本竜馬の

妻、おりょうが働いていましたhttp://www.tanakaya1863.co.jp

045-311-2623/〒

レストラン DANZERO(ダンゼロ)

220-0012

横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ

横浜 展示ホール2階

045-633-3563
市内随一のベイブリッジを臨む大型レストラ

ン。創作フレンチ料理を中心に最大250名可http://danzero.net

045-633-3206/〒

ロイヤルウイング

231-0002

横浜市中区海岸通1丁目1番地 大さん橋ふ

頭ビル4Ｆ

045-664-4411

横浜港周遊旅客船運航
http://www.royalwing.co.jp

045-664-3110/〒

ロイヤルホールヨコハマ

231-8544

横浜市中区山下町90番地

045-641-1122

総合結婚式場、多目的ホール
http://www.royalhall.co.jp

045-681-7004/〒

ワークピア横浜

231-0023

横浜市中区山下町24-1

045-664-5252
会議・セミナー・試験・周年行事・懇親会・お

別れ会等、幅広い用途の多目的スペースhttp://www.workpia.or.jp

045-664-6743/〒

ワンズ ダイニング（WANGS

DINING)

231-0861

横浜市中区元町1-13-5 ラビ元町2F

045-641-7555 レストランバー、結婚式二次会等の各種宴会

(15～40人貸切)。アメリカ西海岸料理とカクテ

ル。
サイトなし

なし/〒


