
建設・設備

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社安藤建設

235-0036

横浜市磯子区中原2-1-15

045-772-2121
建築一式工事並びに附帯する一切の工事請

負https://www.ando-const.co.jp

045-771-6834/〒

飯田電機工業株式会社

150-0001

東京都渋谷区神宮前5-8-7

03-3409-3331

電気工事業、イベントの展示装飾
http://www.iidae.co.jp

03-3409-3827/〒

株式会社金沢臨海サービス

236-0012

横浜市金沢区柴町391-7

045-785-3525 公園管理・造園・ビルメンテナンス・廃棄物運

搬、BBQ場、かき小屋等、市内を中心に事業

を展開

http://www.kanazawarinkaisv.co.

jp

045-783-3151/〒

川本工業株式会社

231-0026

横浜市中区寿町2-5-1

045-662-2021

総合環境設備工事、設計・施工
https://www.kawamoto-ind.co.jp

045-662-2087/〒

株式会社サカクラ

235-0021

横浜市磯子区岡村7-35-16

045-753-5000

改修仕上げ工事業
http://www.sakakura-kk.co.jp/

045-753-5836/〒

福動興業株式会社

136-0071

東京都江東区亀戸5-32-18

03-3638-0730
水道設備工事業、展示会給排水及び床暖房

工事http://www.fukudo.co.jp/

03-3638-4937/〒

フジタビルメンテナンス株式会社

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10

03-5361-3861

建物総合管理業、リニューアル工事業
http://www.fujitabm.com

03-5361-3871/〒

矢口電気株式会社

240-0013

横浜市保土ヶ谷区帷子町1-30

045-333-1061
電気設備の設計、施工、監理、保守 空調設

備の設計、施工、保守、点検http://www.ac-dc.co.jp/

045-333-8505/〒

株式会社WONDERWOOD

157-0072

東京都世田谷区祖師谷6-33-14

03-6876-7530
一枚板テーブル・カウンターなどの木製品の

販売http://www.wonderwood.jp

03-6368-3196/〒



製造

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

アサヒビール株式会社　横浜統括

支社

221-0056

横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストス

クエアビル9F

045-444-2895
ビール・洋酒・焼酎・ワインなど総合酒類製造

及び販売https://www.asahibeer.co.jp

045-461-1835/〒

株式会社ウイッシュボン

236-0004

横浜市金沢区福浦1-2-6

045-353-7415
洋菓子の製造　横浜土産の企画・製造・配

送・販売http://www.wishbon.co.jp/

045-353-7418/〒

株式会社大倉陶園

245-0052

横浜市戸塚区秋葉町20番地

045-811-2185
高級洋食器、製造販売

http://www.okuratouen.co.jp/

045-812-2893/〒

大塚製薬株式会社 横浜支店

220-0004

横浜市西区北幸2-15-1 東武横浜第2ビル

2階

045-314-5261 「世界の人々の健康に貢献するなくてはなら

ない企業」へ神奈川県と包括協定を結び、皆

様の健康維持増進に取り組んでおります
https://www.otsuka.co.jp

045-314-5326/〒

株式会社ケイス/濱文様

233-0004

横浜市港南区港南中央通8-22

045-847-2431

「濱文様」ブランドの企画・製造・販売
https://www.hamamonyo.jp/

045-848-1330/〒

株式会社ジェムインターナショナル

153-0043

東京都目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル7F

03-5722-7751
宝飾品の製造卸販売(製品及び半製品、真

珠素材等）www.gems-inter.co.jp

03-5722-7750/〒

株式会社ボストン商会

236-0002

横浜市金沢区鳥浜町12-53

045-769-0141

サービスユニフォーム企画・卸造・卸
https://bonuni.com/

045-769-0151/〒

百崎製菓株式会社

236-0003

横浜市金沢区幸浦2-15-2

045-785-3898

菓子製造業
http://www.momosakiseika.jp/

045-785-2698/〒

U.Nコーポレーション株式会社

420-0871

静岡県静岡市葵区昭府2丁目17-10

054-271-2501
包装資材・販売。各種アッセンブリー・セット

アップ加工。食品企画・製造・販売サイトなし

054-271-7132/〒

横浜エレベータ株式会社

231-0025

横浜市中区松影町2-8-6

045-662-1591

エレベータの製造・販売http://www.yokohama-elevator.

jp/

045-662-1650/〒

横浜 濱族

211-0036

川崎市中原区井田杉山町2-3

044-755-1107
シルクセンターM1階にある店内にてカナダ輸

入雑貨や和骨董等、珍しい商品を販売http://uni-project.co.jp

044-755-6711/〒

横浜ベイブルーイング株式会社

231-0044

横浜市中区福富町東通2-15-1F

045-341-0450
ビール製造業および飲食事業・クラフトビー

ルのイベント事業
http://www.yokohamabaybrewing.

jp/

045-341-0453/〒

横浜元町 香炉庵

231-0861

横浜市中区元町1-40

045-663-8866
横浜中華街近くに本店を構える和菓子舗。全

国の厳選した素材で作る創作和菓子が自慢http://kouro-an.jp

045-663-8866/〒

理想科学工業株式会社

231-0023

横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル11F

045-330-9938
高速・低コストでプリントが可能な「オルフィス」

「リソグラフ」の開発・製造・販売https://www.riso.co.jp

045-522-5151/〒



印刷

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

朝日オフセット印刷株式会社

230-0048

横浜市鶴見区本町通1-22

045-511-0141

総合印刷業
http://www.asahi-offset.com/

045-502-2170/〒

吾妻印刷株式会社

232-0006

横浜市南区南太田4-8-12

045-730-5161

印刷及びディスプレイ、サイン等
http://www.azma.co.jp

045-730-5171/〒

株式会社アミー

231-0005

横浜市中区本町5丁目48番地 あいおい

ニッセイ同和損保ビル1F

045-223-2360
印刷物企画デザイン、印刷製本、データ入

力、システム開発、コンピューター業務全般http://www.amie-j.co.jp

045-223-2293/〒

株式会社あんざい

233-0016

横浜市港南区下永谷3-24-29

045-822-8497

印刷業・葬祭業
サイトなし

045-824-1303/〒

株式会社エイコープリント

232-0023

横浜市南区白妙町5-69

045-252-2711 総合印刷、メール便発送業務、動画制作及

びＱＲコードを使ったスマホへの動画配信事

業
https://www.eikoh-print.com

045-251-8501/〒

株式会社江森印刷所

221-0014

横浜市神奈川区入江1-34-25

045-421-2297
印刷業（一般印刷物、カラー印刷、CD-

ROM）等サイトなし

045-401-2556/〒

株式会社大川印刷

245-0053

横浜市戸塚区上矢部町2053

045-812-1131 ＳＤＧＳに対応した環境印刷、活版印刷体験

などイベントの企画運営、横浜土産絵葉書・

コースターの販売
https://www.ohkawa-inc.co.jp

045-812-1135/〒

株式会社神奈川機関紙印刷所

236-0004

横浜市金沢区福浦2-1-12

045-785-1700
機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、

Web企画作成などhttp://www.kki.co.jp

045-784-6902/〒

株式会社ガリバー

221-0031

横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノ

ウェイブ100 17階

045-440-6341
ダイレクトメールマーケティングに関する企画・

立案・デザイン制作・ 印刷・発送代行http://www.gulliver.co.jp

045-440-6345/〒

有限会社関内印刷

231-0023

横浜市中区山下町92-2 第10 Z 西村ビル1

階

045-201-2266

印刷業
サイトなし

045-211-1116/〒

笹徳印刷株式会社　横浜支社

220-0011

横浜市西区高島2-3-22 横浜OTビル8階

045-461-3511
印刷物の企画・デザイン・編集・製版・印刷。

Web企画・制作、イベント企画・運営等https://www.sasatoku.co.jp

045-461-3515/〒

株式会社佐藤印刷所

220-0042

横浜市西区戸部町1-13

045-231-2434
デザイン・制作から印刷、封入発送まで社内

一貫作業で取扱っていますhttp://www.satoprinting.co.jp

045-242-6280/〒

山陽印刷株式会社

236-0004

横浜市金沢区福浦2-1-13

045-785-3434
ポスター、チラシ、会社案内等の商業印刷と

Webを連携させた総合印刷業https://www.sanyoprint.co.jp/

045-786-1105/〒

株式会社野毛印刷社

231-0012

横浜市中区相生町5-79

045-252-2511
環境対応印刷、オンデマンド・プリント、情報

処理、動画サービスhttp://www.noge.co.jp

045-252-8826/〒

株式会社武揚堂

152-0003

東京都目黒区碑文谷1丁目3番25号

03-5704-7561 地図製作 パンフレット等企画印刷 コンテンツ

作成(AR/電子カタログ)   外国語翻訳サイン

事業
http://www.buyodo.co.jp/

03-5704-6685/〒



YAMAGATA株式会社

220-8515

横浜市西区高島2-6-34

045-461-4000
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https://www.yamagata-corp.com

045-453-2856/〒



情報通信・出版

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アール・エフ・ラジオ日本

231-8611

横浜市中区長者町5-85

045-231-1531

民間AMラジオ放送
http://www.jorf.co.jp

045-231-1457/〒

株式会社アイネット

220-8401

横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号 三

菱重工横浜ビル23階

045-682-0800

情報サービス業
https://www.inet.co.jp

045-682-0811/〒

アプレット株式会社

150-0011

東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル3階

03-6427-3377

Web制作、システム構築、イベント企画、装飾
https://www.applet-jp.com/

03-6427-3378/〒

株式会社イージェーワークス

222-0033

横浜市港北区新横浜3丁目1番9号 アリー

ナタワー13階

045-472-2879

Web開発事業、インターネット接続サービス業
https://www.ejworks.com

045-472-2869/〒

ENGAWA株式会社

160-0022

東京都新宿区新宿1-12-12 オスカ カテ

リーナ 2F

03-6432-9948
ライセンス管理・運営、多言語メディア運営・

管理、コンテンツ制作https://engawa.global/

03-6438-9426/〒

株式会社大塚商会 横浜支店

221-0056

横浜市神奈川区金港町3-3

045-453-1331
システム構築・コンサルティング及び事務機

器販売・メンテナンスhttps://www.otsuka-shokai.co.jp/

045-453-1337/〒

株式会社オレンジ社

102-0074

東京都千代田区九段南3-9-12 九段ニッカ

ナビル6階

03-3239-0700
多言語広報支援（Webサイト・印刷物の企画、

翻訳、デザイン、ライティング、印刷）https://www.orange-sha.co.jp

03-3239-0711/〒

株式会社KADOKAWA 横浜オフィ

ス

220-0012

横浜市西区みなとみらい3-7-1 We Work

OCEAN GATE MINATOMIRAI 9F

050-1749-6201
都市情報誌「横浜ウォーカー」等の出版事業

のほか、Web、広告、通販等https://www.kadokawa.co.jp/

045-345-0875/〒

株式会社角川アスキー総合研究所

113-0024

東京都文京区西片1-17-8

03-5840-7800
KADOKAWAグループに属する法人向けの

シンクタンク、リサーチ、メディア企業https://www.lab-kadokawa.com/

03-5840-7812/〒

cubic株式会社

231-0004

横浜市中区元浜町4-39 三橋ビル8F

045-226-3550 コミュニケーションデザインをコンセプトに、Ｏ2

Ｏメディア・アプリ制作、システム開発運営、ミ

レアや各種情報誌の発行等を展開
http://www.mirea-web.jp

045-212-3549/〒

株式会社グランマップ

235-0005

横浜市磯子区東町17-29 ソフトタウン根岸

壱番館804号

045-751-6240
カーナビソフト会社、新事業の１６か国語観光

案内ポータル「歩き眼デスＡＲ」を企画http://www.asahimap.co.jp

なし/〒

株式会社ぐるなび 横浜営業所

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSブラザビ

ル15階

045-412-1168
パソコン・携帯電話などによる飲食店のイン

ターネット検索サービスその他関連する事業https://www.gnavi.co.jp

045-312-5131/〒

株式会社KGカンパニー

231-0002

横浜市中区海岸通4－23 マリンビル609

045-305-6921
インバウンド及びクールジャパン関連ビジネ

ス。飲料・食料品の輸出入及び国内販売http://www.kgcompany.co.jp/

-/〒

KDDI株式会社 南関東総支社

220-0011

横浜市西区高島 1丁目1-2 横浜三井ビル

ディング 25階

045-211-1671

電気通信事業
https://www.kddi.com

045-211-1674/〒

株式会社コーエーテクモゲームス

223-8503

横浜市港北区箕輪町1-18-12

045-564-3100
イベントの企画・運営、CD・グッズの企画・制

作・販売https://www.koeitecmo.co.jp/

045-561-8020/〒



株式会社コギト 東京支社

101-0061

東京都千代田区神田三崎町3-6-5  原島本

店ビル１F

03-6261-2528
モバイル販促・サイネージ他システム構築、

観光アプリ制作、スポーツ啓発・健康事業https:www.cogito.co.jp

03-5212-6007/〒

株式会社サンケイリビング新聞社

231-0013

横浜市中区住吉町2-22 松栄関内ビル7F

045-661-1711
サンケイリビング新聞及びシティリビングの発

行とそれに付帯関連する事業https://www.sankeiliving.co.jp

045-640-1080/〒

株式会社ジープラスメディア

106-0044

東京都港区東麻布1-8-1 東麻布ISビル４F

03-5561-7755 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
www.gplusmedia.com

03-5561-7756/〒

株式会社ジーリーメディアグループ

250-0055

神奈川県小田原市久野525-1

0465-46-7293
台湾・香港人向け日本の観光情報サイト

「ラーチーゴー！日本」の運営https://www.geelee.co.jp

なし/〒

JFEテクノリサーチ株式会社

100-0004

東京都千代田区大手町2-7-1

03-3510-3400
デザイン・DTP・翻訳・Web制作・映像制作・展

示会ブースデザイン・施工https://www.jfe-tec.co.jp/

03-3510-3469/〒

株式会社ジェイコム湘南・神奈川

251-0041

神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-41

0466-60-7200
ケーブルテレビ局の統括運営を通じた有線テ

レビジョン放送事業https://www.jcom.co.jp/

0466-37-4251/〒

株式会社ジェイコム湘南・神奈川横浜

テレビ局

231-0005

横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道

045-393-3015
放送法に基づく一般放送事業及び電気通信

事業法に基づく電気通信事業https://www.jcom.co.jp

045-393-3025/〒

株式会社湘南よみうり新聞社

231-0023

横浜市中区山下町51-1 読売横浜ビル1F

045-651-5010
情報誌「ヨコハマよみうり」、編集・デザイン・印

刷、アプリ、企画等マーケティング事業http://www.shonan-yomiuri.co.jp

045-201-9749/〒

株式会社テレビ神奈川

231-8001

横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジ

ネスセンター

045-651-1710

放送業
http://www.tvk-yokohama.com/

045-661-0022/〒

トーヨー企画株式会社

102-0072

東京都千代田区飯田橋1-5-8 アクサンビル

2F

03-3262-6605
コンベンションに関連するWebアプリケーショ

ン、データ処理、編集・印刷業務http://www.toyoag.co.jp

03-3262-6705/〒

株式会社ドコモCS 神奈川支店

220-8536

横浜市西区みなとみらい4-7-3 横浜メディ

アタワー20F

045-226-8041 ネットワーク構築、販売、アフター、エリア品

質、設備保守等のサービスをお客様に提供し

ています。

http://www.docomo-cs.co.

jp/index.html

045-222-7075/〒

株式会社トリクスタ

231-0023

横浜市中区山下町1 シルクセンター8F

045-342-5353

映像制作、デジタルマーケティング
https://www.trixta.jp/

045-342-5349/〒

日興テクノス株式会社

235-0023

横浜市磯子区森3-3-5 日興ビル

045-761-2441
電子通信機器設備の販売・設計・工事・保

守・ソフトウェアサービスhttp://www.nikko-technos.com/

045-761-2600/〒

日本放送協会 横浜放送局

231-8324

横浜市中区山下町281

045-212-2831

放送業
http://www.nhk.or.jp/yokohama/

045-212-5540/〒

株式会社ぱど

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビ

ル4F

045-287-2810
情報誌ばど／別冊の発行及び、チラシ冊子

印刷・制作業務全般http://www.pado.co.jp

045-287-2811/〒

株式会社パパカンパニー

231-0003

横浜市中区北仲通3-33 関内フューチャー

センター

045-479-6012
横浜の子育て世代向け地域情報サイト「あそ

びい横浜」の運営およびマーケティングhttp://www.papacompany.co.jp

/〒



株式会社パンテル・インターナショ

ナル

160-0022

東京都新宿区新宿1-2-8 国久ビル8階B号

03-3353-8581

多言語翻訳、人材派遣、コンサルティング等
http://www.pantel.jp

03-3353-8599/〒

株式会社ピー・アール・オー

231-0023

横浜市中区山下町123-1 横浜クリードビル

6階

045-227-5611
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http://www.pro-japan.co.jp/

045-227-5613/〒

東日本電信電話株式会社 神奈川

事業部

231-0023

横浜市中区山下町198

非公開

電気通信事業
www.ntt-east.co.jp/kanagawa/

非公開/〒

株式会社VM ビタミンママ

225-0002

横浜市青葉区美しが丘1-5-2 エクセル910

ビル4-A

045-904-4320
書店やコンビニ販売の雑誌「ビタミンママ」の

発行、WEBサイト運営、パンフ制作などhttp://www.vitaminmama.com

045-904-4394/〒

株式会社ファイネックス

101-0036

東京都千代田区神田北乗物町1-1 イトーピ

ア神田共同ビル４Ｆ

03-5289-0161 訪・在日外国人向け誘客事業（多言語情報

誌発行・ポータルサイト運営、マーケティン

グ）、翻訳事業

http://www.finex.co.jp/、http:

//att-japan.net/

03-5289-0162/〒

フードダイバーシティ株式会社

111-0034

東京都台東区雷門1丁目16-8 小海ビル3F

03-5811-1947 フードダイバーシティ（食の多様性）に関する

情報発信、メディア運営およびコンサルティン

グ
https://fooddiversity.today/

なし/〒

株式会社ブーン

162-0815

東京都新宿区筑土八幡町2-5 梅野ビル4

階

03-3269-9981
フリーマガジンの発行、企業広報誌の企画・

編集・制作、著名人キャスティング等http://www.boon.co.jp

03-3269-9982/〒

株式会社フォルマーデザイン

245-0061

横浜市戸塚区汲沢1-21-11

080-3090-0369

インバウンドを軸としたデザイン・企画・制作
http://www.vollmer-design.com

なし/〒

富士ゼロックス神奈川株式会社

220-8668

横浜市西区みなとみらい6-1 富士ゼロック

ス横浜みなとみらい事業所7F

045-681-1101
複合機・プリンター等のOA機器販売と保守、

及びドキュメントソリューションの提供http://www.fujixerox.co.jp/knx/

045-681-6442/〒

株式会社 Bright Wave Media

231-0063

横浜市中区花咲町一丁目42番地1 2Ｆ

045-341-4122 バイリンガル（日英）のカルチャーマガジン「横

浜シーサイダー」発行・翻訳・広告制作・イベ

ント企画

http://www.yokohamaseasider.

com/

045-341-4122/〒

株式会社フラッグスタッフ

231-0023

横浜市中区山下町195 薩摩町ビル4階

050-5539-9999
外貨両替、SIMカードおよび携帯電話端末の

販売http://www.flagstaff.co.jp/

045-330-4858/〒

株式会社マザーズシステム・ジャパ

ン

105-0013

東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア

1604

03-5776-0921
映像によるコンテンツ制作とシステム開発力を

合わせたウェブとの連動を事業としているhttp://www.motherssystem.com

03-5776-0916/〒

株式会社まちづくりプラットフォーム

226-0027

横浜市緑区長津田7-18-5-2

045-983-5172 ITを活用した、地域の観光プロモーション支

援。アプリ・Web・クラウド等 自社サービスの展

開。
http://www.machi-pla.com/

なし/〒

株式会社メディア・ガーデン

224-0037

横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56

045-945-3800
CM撮影スタジオ運営、照明機材レンタル販

売、撮影関連機材販売、映像コンテンツ制作http://www.media-garden.co.jp

045-945-3807/〒

一般社団法人夜景観光コンベン

ション・ビューロー

104-0054

東京都中央区勝どき1-13-6 プラザタワー

勝どき4008

03-6204-0115
観光集客のプロデュース、調査、施工（イルミ

ネーション）、出版・広告・デザイン等http://www.yakei-cvb.or.jp/

03-6204-0112/〒

ユーファクトリー株式会社

225-0015

横浜市青葉区荏田北1-2-1 platform214

045-530-4111
コンピューター用商用ソフト開発、Web企画･

運営、雑誌･広告･パッケージデザインhttp://www.u-factory.co.jp

045-530-4112/〒



横浜エフエム放送株式会社

220-8110

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10階

045-224-1003

放送業
https://www.fmyokohama.co.jp/

045-224-1013/〒

有限会社ライフウェア・サービス

162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町107-5

03-3209-9410 クロスメディア快適空間サービス

【MediaWalk】をコンセプトに各種サービスを

提供します
http://www.lifeware.co.jp

03-6800-5355/〒

リコージャパン株式会社 神奈川支

社

220-0012

横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみ

らいグランドセントラルタワー5F

045-227-3100
事務機器・OA機器・情報処理・インターネット

サービス等http://www.ricoh.co.jp

045-227-2230/〒

レインボウパブリシング株式会社

150-0022

東京都渋谷区恵比寿南2-9-5 恵比寿南ハ

ウス303

03-6451-2715
訪日外国人向けフリーペーパー「GOOD

LUCK TRIP」シリーズの企画・発行http://rainbow-p.jp/

03-6451-2716/〒

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

104-0061

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル

4F

03-6758-2129

無線ブロードバンド事業の展開
http://wi2.co.jp

03-6758-2110/〒



運輸

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

アサヒタクシー株式会社

231-0851

横浜市中区山元町4-188

045-641-9875
一般乗用旅客自動車運送業、自家用自動車

運行管理請負業http://www.asahitaxi-hama.co.jp

045-651-0833/〒

飛鳥交通神奈川株式会社

232-0053

横浜市南区井土ヶ谷下町18番地1

045-711-0008
タクシー事業（インバウンドおもてなしタクシー

及び観光タクシー、出産送迎タクシー等）https://www.aska-web.co.jp/

045-713-0365/〒

上野トランステック株式会社

231-0023

横浜市中区山下町46 第1上野ビル

045-671-7535

石油製品、石油化学製品の海上運送業
https://www.uyeno-group.co.jp/

045-671-7537/〒

株式会社エヌケイキャブ

235-0036

横浜市磯子区中原1-1-45

045-752-1321
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）、

自動車賃貸業（レンタカー）http://www.nk-km.co.jp

045-752-1354/〒

神奈川中央交通株式会社

254-0811

神奈川県平塚市八重咲町6-18

0463-22-8800

旅客運輸・不動産・ホテル・飲食店経営等
http://www.kanachu.co.jp/

0463-22-8840/〒

神奈川都市交通株式会社

220-0021

横浜市西区桜木町7-41

045-324-0100
一般乗用旅客自動車運送事業、自家用自動

車運行管理業務http://www.toshikoutsu.co.jp

045-324-0108/〒

神奈中観光株式会社

194-0004

東京都町田市鶴間1534番地1

042-788-2635
貸切バス事業、旅行業、不動産賃貸業、労働

者派遣事業http://www.kanachu-kanko.co.jp

042-788-2694/〒

金港交通株式会社

235-0001

横浜市磯子区上町11-3

045-758-0404

一般乗用旅客自動車運送業
http://www.kinkou-taxi.co.jp

045-758-2221/〒

京浜急行電鉄株式会社

220-8625

横浜市西区高島1-2-8

045-225-9301

鉄道業
www.keikyu.co.jp

045-225-9312/〒

京浜フェリーボート株式会社

231-0002

横浜市中区海岸通1-1

045-201-0821

横浜港内遊覧事業・通船事業
https://www.keihinferry.co.jp

045-201-9534/〒

株式会社ケーエムシーコーポレー

ション

220-0004

横浜市西区北幸2-15-1 東武横浜第2ビル

7階

045-290-8377

クルーズ船の運航　マリーナ
http://www.reservedcruise.com/

045-290-7838/〒

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/〒

国際自動車株式会社

107-0052

東京都港区赤坂2-8-6 km赤坂ビル

03-6277-7272
タクシー・ハイヤー・バスにおける観光、空港

送迎、VIP送迎、イベント・国際会議用車等https://www.km-group.co.jp

03-3586-1020/〒

佐川急便株式会社 横浜営業所

236-0002

横浜市金沢区鳥浜町7-3

045-775-1311

宅配便など各種輸送にかかわる事業
https://www.sagawa-exp.co.jp

045-775-1370/〒

サンタクシー株式会社

231-0813

横浜市中区かもめ町20

045-622-9923

一般乗用旅客運送事業
https://www.suntaxi.com

045-622-9924/〒



三和交通株式会社

222-0035

横浜市港北区鳥山町480

045-471-8361
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー・ハ

イヤー）https://www.sanwakoutsu.co.jp/

045-473-1099/〒

シティアクセス株式会社

231-0801

横浜市中区新山下3-8-45

045-621-1315
一般貨物旅客自動車運送業（チャーターバ

ス）、ヘリコプター及びヘリポートの管理運営https://www.cityaccess.co.jp

045-621-1332/〒

首都高速道路株式会社 神奈川管

理局

221-0044

横浜市神奈川区東神奈川1-3-4

045-451-7906

首都高速道路(神奈川線）の管理･維持･補修
https://www.shutoko.jp

045-451-7957/〒

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/〒

湘南モノレール株式会社

248-0022

神奈川県鎌倉市常盤18

0467-45-3181

鉄道運営、不動産賃貸http://www.shonan-monorail.co.

jp/

0467-44-5799/〒

全日本空輸株式会社 東京本店

103-0027

東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイ

ス日本橋

050-3815-5258

定期航空運送事業
https://www.ana.co.jp/cp/

03-6733-4601/〒

大栄交通株式会社

231-0023

横浜市中区山下町210

045-651-4051

一般乗用旅客自動車運送業
http://www.daieitaxi.com

045-681-2185/〒

東京汽船株式会社

231-0023

横浜市中区山下町2 産貿ビル7階

045-671-7711

曳船業務
http://www.tokyokisen.co.jp/

045-664-3653/〒

東京急行電鉄株式会社

150-8511

東京都渋谷区南平台町5-6

03-3477-6225
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http://www.tokyu.co.jp

03-3770-9389/〒

東京ヤサカ観光バス株式会社

230-0034

横浜市鶴見区寛政町22-18

045-508-5225

貸切観光バス事業、旅行業、不動産業
http://www.tokyo-yasakabus.jp/

045-507-0511/〒

株式会社ドコモ・バイクシェア

105－0001

東京都港区虎ノ門3丁目8-8 NTT虎ノ門ビ

ル6階

03-3434-8192
横浜コミュニティサイクルbaybikeなどのサイク

ルシェアリング事業の運営
https://docomo-cycle.

jp/yokohama/

03-3434-8199/〒

株式会社日新

231-8477

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル8階

045-671-6111

運輸倉庫業
http://www.nissin-tw.com/

045-671-6118/〒

日本サントスキャブ株式会社

234-0054

横浜市港南区港南台7-53-14

045-833-1261 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
http://www.japan-santos.co.jp/

045-832-7881/〒

株式会社はとバス

143-8512

東京都大田区平和島5丁目4番1号

03-3761-1221

定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業
http://www.hatobus.co.jp

03-3761-4035/〒

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支

社

220-0023

横浜市西区平沼1-40-26

045-320-2451

旅客鉄道事業・旅行業・広告業・飲食店業
http://www.jreast.co.jp

045-320-2449/〒

日の丸自動車興業株式会社

112-0004

東京都文京区後楽一丁目1番8号

03-5689-0912
定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期

航路事業http://www.hinomaru.co.jp/

03-3814-1052/〒



藤木企業株式会社

231-0003

横浜市中区北仲通二丁目14番地

045-211-1531 港湾荷役事業(船内荷役 沿岸荷役)、倉庫荷

役事業、倉庫業、土地・建物・船舶・車両及び

容器の賃貸業、観光業

http://www.fujikigroup.

com/japan/fkigyo/index.htm

045-212-3112

※
/〒

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/〒

株式会社マリンツーリスト

220-0012

横浜市西区みなとみらい2-1

045-263-9360

旅客遊覧船運行
http://www.hamapara.com

045-263-9350/〒

屋形船 濱進

236-0015

横浜市金沢区金沢町103-6

045-781-7377

飲食業、屋形船
http://www.hamashin.co.jp

045-784-1887/〒

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/〒

ヤマト運輸株式会社 神奈川主管

支店

230-0035

横浜市鶴見区安善町1-1-1

045-508-4081

宅急便を中心とした総合物流
http://www.kuronekoyamato.co.jp

045-502-4132/〒

横浜高速鉄道株式会社

231-0861

横浜市中区元町1-11

045-664-1621

鉄道業　みなとみらい線
http://www.mm21railway.co.jp

045-664-1620/〒

株式会社横浜シーサイドライン

236-0003

横浜市金沢区幸浦2-1-1

045-787-7000
旅客運送業(金沢シーサイドラインの管理運

営)http://www.seasideline.co.jp

045-787-7019/〒

横浜シティ・エア・ターミナル株式会

社

220-0011

横浜市西区高島2-19-12 スカイビル15階

045-459-4812

一般自動車ターミナル業
http://www.ycat.co.jp

045-459-4866/〒

横浜新港倉庫株式会社

231-0005

横浜市中区本町3-30-7 横浜平和ビル4階

045-201-1551

倉庫業
http://www.sinko-soko.co.jp/

045-211-2591/〒

Limousine Taxi Jun/Jun Creative

Tours

241-0833

横浜市旭区南本宿町121

045-353-1562
高級リムジンハイヤー、タクシー、旅行業務全

般、ツアー企画、宿泊手配http://www.tour-jun.com/

045-352-1137/〒



商業

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アート宝飾

231-0014

横浜市中区常盤町4-45

045-662-3111
宝石・貴金属・アクセサリーの輸入、製造、販

売https://www.artjewelry.co.jp/

045-681-6363/〒

株式会社アールケイエンタープライ

ズ

231-0048

横浜市中区蓬莱町3-104 RKセントラルビル

045-900-2777
ブランド品リユース業。腕時計、皮革製品、宝

飾品などの小売http://www.rk-enterprise.jp

045-242-3251/〒

株式会社アミナコレクション チャイ

ハネ

231-0023

横浜市中区山下町123-1 横浜クリードビル

7Ｆ

045-681-0711

衣料・雑貨・民芸品、輸入、卸、小売
https://www.amina-co.jp/

045-681-0340/〒

株式会社新井清太郎商店（関内新

井ホール）

231-0015

横浜市中区尾上町1丁目8番地

045-681-6762 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
http://www.seitaroarai.co.jp/

045-662-3175/〒

株式会社江戸清

236-0003

横浜市金沢区幸浦2-1-9

045-791-1611

食品の製造・販売
https://www.edosei.com/

045-791-1635/〒

株式会社大貫カメラ

231-0065

横浜市中区宮川町2-47

045-231-0306

カメラ販売、DPE受付
https://www.camera-ohnuki.com/

045-231-8531/〒

神奈川トヨタ自動車株式会社

221-0052

横浜市神奈川区栄町7-1

045-459-2050

自動車の販売及び修理、リース業https://www.kanagawatoyota.

com/

045-451-0760/〒

株式会社キタムラ

231-0861

横浜市中区元町4-178

045-664-1189
オリジナルハンドバッグ、グッズ、靴などの販

売
http://www.motomachi-kitamura.

com

045-641-2951/〒

株式会社キタムラ・ケイツウ

231-0861

横浜市中区元町2-95

045-662-1236

ハンドバッグ等服装飾雑貨・装身具の販売https://www.kitamurak2-shop.

com/

045-307-7370/〒

キリンビール株式会社 横浜支社

231-0015

横浜市中区尾上町5-78 キリン横浜ビル

045-641-9561

酒類・飲料の営業および販売促進
https://www.kirin.co.jp

045-662-0858/〒

株式会社グローバル

231-0023

横浜市中区山下町194

045-212-5800
食品（ハラール認証、ベジタリアン、ヴィーガ

ン対応）の輸出入、卸売http://globalco.jp

045-212-5900/〒

コスミック流通産業株式会社

220-0011

横浜市西区高島2丁目1番18-1101

045-450-6801
チケット・金券売買・外貨両替・海外送金「J・

マーケット」「C・マーケット」の運営https://www.j-market.co.jp

045-450-6805/〒

株式会社サンオータス

222-0033

横浜市港北区新横浜2-4-15

045-473-1211
ＢＭＷ・ジープ・プジョー販売、オリックスレン

タカー、エネオス、ほけんの窓口などhttp://www.sunautas.co.jp/

045-474-3310/〒

サントリー酒類株式会社 横浜支店

220-0004

横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル11

階

045-311-1450
酒類（ビール・ウイスキー・RTD・焼酎等）の販

売https://www.suntory.co.jp/

045-311-5262/〒

株式会社シマソービ

231-0005

横浜市中区本町4-36 朝日生命横浜本町

ビル2F

045-319-4075
オフィス家具の販売、オフィス・医療施設の内

装工事全般（設計・デザイン・施工）http://www.simasobi.co.jp

045-319-4085/〒



株式会社島忠

338-8511

埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

048-851-7711 家具・インテリア雑貨(カーテン・カーペットほ

か)の小売業。ホームセンター商品(日用品・

園芸・ペット・木材)の小売業
http://www.shimachu.co.jp/

048-851-7701/〒

株式会社ジャパン インバウンド ソ

リューションズ

136-0071

東京都江東区亀戸1-40-2 ドン・キホーテ亀

戸社屋4階

03-5858-2881
年中無休、深夜でも必要な物が安心して購

入できるショッピングセンターですhttp://www.j-i-s.co.jp/

03-3681-2580/〒

株式会社新藤

231-0056

横浜市中区若葉町2-29 シンフジコヲト 4F

045-262-4102
タオル製品の製造卸。オーガニックコットン製

品の製造卸小売http://www.tenimuhou.jp/

045-261-6829/〒

株式会社スタージュエリーブティッ

クス

231-0861

横浜市中区元町1-24

045-212-6880

宝飾品の販売
https://www.star-jewelry.com

045-641-6487/〒

株式会社相鉄ビルマネジメント

220-0005

横浜市西区南幸2-1-22

045-326-3032

SC・商業施設、オフィスビルの運営
https://s-bm.info/

045-326-3033/〒

株式会社そごう・西武 そごう横浜店

220-8510

横浜市西区高島2-18-1

045-465-2111

百貨店
https://www.sogo-gogo.com

045-465-5863/〒

株式会社ダイイチ

231-8631

横浜市中区宮川町3-89 ダイイチビル

045-241-8916

ユニフォームの製造・販売
https://www.un-daiichi.co.jp/

045-253-7289/〒

株式会社髙島屋 横浜店

220-8601

横浜市西区南幸1-6-31

045-311-5111

百貨店http://www.takashimaya.co.

jp/yokohama/

045-313-7153/〒

株式会社近澤レース店

231-0868

横浜市中区石川町1-40-1

045-661-0851

レース製品の卸・販売
http://www.chikazawa-lace.co.jp

045-661-0853/〒

チャイナスクエア

231-0023

横浜市中区山下町144番地

045-641-4039
複合商業施設「チャイナスクエア」の運営・管

理http://chinasquare.jp

045-641-4039/〒

株式会社ねずらむ

221-0865

横浜市神奈川区片倉4-4-1

045-481-0511

文具、オフィス家具、OA機器の販売
www.nezuram.co.jp

045-481-0536/〒

HANA21株式会社

231-0842

横浜市中区上野町1-27 アルス山手201号
ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

http://www.hana21.net/

/〒

株式会社ビーアティック

231-0062

横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F

045-550-4100
ECサイトの運営、キャンドルイベントの企画・

運営、各種コンサルティングhttps://founded-today.com/

045-330-6773/〒

株式会社ファンケル

231-8528

横浜市中区山下町89-1

045-226-1230

「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売
http://www.fancl.jp

045-226-1202/〒

5th boat（フィフス ボート）

221-0802

横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102

090-2152-8507
障がい者支援事業を軸に、メディアの運営、

グッズの制作販売等の事業も行っています。http://5thboat.com

なし/〒

株式会社星

236-0003

横浜市金沢区幸浦1-15-2

045-775-1331

木材・建材の販売
http://hoshi-topstar.com

045-775-1337/〒



MARK IS みなとみらい（三菱地所リ

テールマネジメント株式会社）

220-0012

横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS

みなとみらい4F

045-651-0234
「MARK IS みなとみらい」の管理運営。商業

単独施設のプロパティマネジメント(PM)会社。http://www.mjretail.co.jp/

045-651-0539/〒

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/〒

株式会社丸加

231-0017

横浜市南区宿町2-33-2

045-716-2591

スカーフ・ハンカチーフなどの製造・販売
http://www.marca-scarf.jp/

045-711-2294/〒

株式会社ヤマダ　横濱山田の花火

232-0031

横浜市南区永楽町1-10

045-251-2366

花火の打ち上げ・販売
http://www.yamada-hanabi.jp

045-251-2368/〒

株式会社有隣堂

244-8585

横浜市戸塚区品濃町881-16

045-825-5551
書籍・文具・オフィス家具・OA機器・楽器の店

頭及び外商販売・通信販売http://www.yurindo.co.jp/

045-825-5520/〒

株式会社ユニクロ

107-6290

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー

03-6865-0120

製造小売業
http://www.uniqlo.co.jp

03-6865-0119/〒

よこしんサプライ株式会社

231-0015

横浜市中区尾上町2丁目17番地

045-651-1122
物品販売、不動産施設の保守・清掃管理及

び広告・宣伝、企画サイトなし

045-651-6502/〒

株式会社横浜岡田屋

220-6211

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

045-414-5000
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http://www.okadaya.com

045-228-3400/〒

横浜市場活性化協議会

221-0054

横浜市神奈川区山内町1 本場　経営支援

課

045-459-3337 横浜市場活性化策の検討及び事業の実施。

市内小学校での食育事業等横浜市場のPR

活動
http://ysijouci.web.fc2.com/

045-459-3307/〒

横浜ベイクォーター

221-0056

横浜市神奈川区金港町1-10

045-577-8123

ショッピングセンター・駐車場の管理運営他http://www.yokohama-

bayquarter.com

045-441-3121/〒



金融・保険

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

あいおいニッセイ同和損害保険株

式会社 横浜支店

231-0005

横浜市中区本町5-48

045-211-1661

損害保険業
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

045-212-5487/〒

かながわ信用金庫 横浜営業部

231-0032

横浜市中区不老町1-3

045-651-2727

銀行業http://www.shinkin.co.

jp/kanagawa/

045-651-7788/〒

株式会社ジャックス

150-8932

東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオ

ナート11階

03-5448-1366
クレジットカード・プリペイドカード・トラベルマ

ネー・クレジット・リースに関する業務http://www.jaccs.co.jp/

03-5448-9503/〒

株式会社東京クレジットサービス

101-0003

東京都千代田区一ツ橋2-6-3

03-5275-7600
外貨両替業務、カード業務、住宅ローン関連

業務https://www.tokyo-card.co.jp

03-5275-7624/〒

日本郵便株式会社 南関東支社

210-8797

川崎市川崎区榎町1-2

044-280-9184
郵便業務、国内・国際物流業、銀行窓口業

務、保険窓口業務などhttp://www.post.japanpost.jp/

044-280-9171/〒

三井住友カード株式会社 横浜営

業部

220-0004

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル15F

045-319-3298
クレジットカードに関する業務、ローン業務、

ギフトカード業務http://www.smbc-card.com

045-319-3262/〒

三井住友海上火災保険株式会社

横浜支店

221-0052

横浜市神奈川区栄町7-1 MYXビル4階

045-461-3791

損害保険業
http://www.ms-ins.com

045-461-3793/〒

株式会社横浜銀行

220-8611

横浜市西区みなとみらい3-1-1

045-225-1111

銀行業
http://www.boy.co.jp

045-225-2010/〒

横浜信用金庫

231-8466

横浜市中区尾上町2-16-1

045-651-1451

銀行業
https://www.yokoshin.co.jp

045-651-2303/〒

株式会社横浜弁天コンサルティン

グスクエア

231-0013

横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA馬車

道203

045-264-8057
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http://yb-s.co.jp/

045-264-8067/〒



不動産等

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

木下商事株式会社

231-0016

横浜市中区真砂町4-43

045-681-0241

不動産賃貸業
http://www.kinoshita-shoji.com

045-664-5377/〒

三洋装備株式会社

231-0013

横浜市中区住吉町2-22 松栄関内ビル

045-681-8821

総合ビルメンテナンス業
http://www.sanyosoubi.co.jp/

045-681-8816/〒

首都高速道路サービス株式会社

103-0027

東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBC

ビルディング2階

03-6262-3910
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http://www.shutoko-sv.jp

03-3273-7231/〒

新横浜プリンスペペ

222-0033

横浜市港北区新横浜3-4

045-474-7777
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http://www.prince-pepe.com

045-474-3333/〒

株式会社セイビ 横浜支店

231-0021

横浜市中区日本大通18 KRCビルディング

2Ｆ

045-228-7912
ビル総合管理業、清掃、建物設備管理、警

備、受付、電話交換http://www.seibinet.com/

045-228-7913/〒

相鉄企業株式会社

220-0004

横浜市西区北幸二丁目9番14号

045-319-2361
総合建物サービス業、不動産賃貸業、設備

工事業、ホームセキュリティ、特定人材派遣等https://www.sotetsu-kigyo.co.jp/

045-319-2390/〒

株式会社ティーケーピー

162-0844

東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ

谷ビル

03-5227-7321
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http://www.kashikaigishitsu.net/

03-5227-7322/〒

三菱地所株式会社 横浜支店

220-8115

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ラン

ドマークタワー15階

045-224-2211

総合不動産業
http://www.mec.co.jp/

045-221-2215/〒

横濱コーポレーション株式会社

220-8138

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

045-211-6101

収益用不動産の売買・仲介・賃貸管理
https://www.yokohamacorp.jp/

045-211-9122/〒

横浜新都市センター株式会社

220-0011

横浜市西区高島2-12-6 横浜ジャスト１号館

3階

045-453-2611

不動産賃貸業http://www.yokohama-shintoshi.

co.jp/

045-453-2681/〒

株式会社横浜ステーシヨンビル

231-0005

横浜市中区本町二丁目22番地 京阪横浜

ビル8F

045-680-5900

不動産賃貸業
http://www.cial.co.jp

045-680-5916/〒

株式会社横浜都市みらい

224-0006

横浜市都筑区荏田東4-10-4

045-943-2461

不動産賃貸業
http://www.ytmirai.co.jp/

045-941-3911/〒

横浜ワールドポーターズ

231-0001

横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポー

ターズ3階

045-222-2099

不動産賃貸業
http://www.yim.co.jp

045-222-2095/〒



飲食・食品販売

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アイ・ティー・シー・エー

221-0056

横浜市神奈川区金港町6-10 MMC第二ビ

ル1F

045-461-2210
清涼飲料水の開発・販売、レギュラーコーヒー

の製造販売、 飲食事業部門の展開http://www.itca-1975.co.jp/

045-461-6477/〒

株式会社ありあけ

231-0023

横浜市中区山下町26-1

045-662-0880

菓子製造及び販売
http://www.ariakeharbour.com

045-662-0851/〒

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/〒

イオンリテール株式会社

221-0821

横浜市神奈川区富家町1-1

045-438-3520

衣食住を取り揃える総合小売業
https://www.aeonretail.jp/

045-438-3523/〒

株式会社イズミ産業

240-0044

横浜市保土ヶ谷区仏向町946番地

045-333-0163
ケータリング、団体向け宴会場 弁当製造販

売http://www.isg.co.jp/

045-333-1133/〒

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/〒

株式会社一品香

231-0033

横浜市中区長者町9-172

045-251-4488
中華レストランの経営。主力のタンメンをはじ

め家庭的な中華定番料理を取扱うhttps://www.ippinko.jp/

045-252-1608/〒

上島珈琲貿易株式会社

135-0004

東京都江東区森下5-14-2 平野ビル1階

03-6811-1500
珈琲、食品等製造、卸及びドリンクケータリン

グサービス業http://www.muc-coffee.co.jp/

03-4243-3741/〒

EVER BREW 株式会社

107-0052

東京都港区赤坂7-10-7 赤坂FSビル3F

03-6206-6550
ベルギービールの輸入・卸・販売、国内での

レストラン運営、ビールの醸造http://www.everbrew.co.jp/

03-6206-6573/〒

エバラ食品工業株式会社

220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ

マークプレイス14F

045-226-0240

調味料食品の製造販売
https://www.ebarafoods.com/

045-650-9025/〒

OIL&VINEGAR

105-0013

東京都港区浜松町2-10-1 浜松町ビル2階

03-6450-1800

高級オリーブオイル・ビネガーの専門店
https://oilvinegar.jp

03-5777-1651/〒

廣東飯店

231-0023

横浜市中区山下町144

045-681-7676
横浜中華街に昭和36年創業の老舗。定番の

北京ダック、フカヒレなど国内外から評判にhttp://www.cantonhanten.com

045-681-2354/〒

有限会社吉兆

231-0023

横浜市中区山下町164番

045-651-9157

飲食業　中国広東料理
www.kitcho164.com

045-663-0292/〒

牛鍋　じゃのめや

231-0045

横浜市中区伊勢佐木町5-126

045-251-0832

牛鍋・しゃぶしゃぶ料理店
https://www.janomeya.com/

045-251-0833/〒

株式会社崎陽軒

220-0011

横浜市西区高島2-12-6

045-441-8851

食料品の製造加工及び販売、飲食業
http://www.kiyoken.com

045-453-2452/〒



株式会社グディーズプラニング

160-0023

東京都新宿区西新宿8-14-3

03-5337-8988

小売業
https://www.goodies.co.jp

03-5337-8977/〒

クルーズ・クルーズYOKOHAMA

横浜 星のなる木

220-0011

横浜市西区高島2-19-12 スカイビル27階

/28階(横浜 星のなる木)

045-450-2111

レストランhttp://www.ginza-cruise.co.

jp/yokohama/

045-461-2555/〒

Catering Service Sushi & Beyond

224-0023

横浜市都筑区東山田4-39-21

045-489-3334
ケータリングサービス及び婚礼、パーティー、

会議催事の企画運営https://sushi-and-beyond.com/

045-534-8893/〒

有限会社源豊行

231-0023

横浜市中区山下町191番地

045-661-0801

中華食材・中国酒 小売 卸売業
http://www.genhoko.com/

045-661-0802/〒

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株

式会社

221-0022

横浜市神奈川区守屋町3-13-6

0800-919-0509

清涼飲料の製造・販売
www.ccbji.co.jp

045-270-8977/〒

菜香新館

231-0023

横浜市中区山下町192

045-664-3155

飲食業（中国料理レストラン）
http://www.saikoh-shinkan.com/

045-664-3154/〒

サントリービバレッジサービス株式

会社

245-0051

横浜市戸塚区名瀬町2231-1

045-813-3500

清涼飲料水の販売
http://www.sbv.suntory.co.jp

045-813-3514/〒

株式会社三陽物産

231-0033

横浜市中区長者町9-155

045-251-8642 昭和37年創業以来、お菓子を通じて横浜の

歴史・文化を継承。「宮川香山」眞葛ミュージ

アムの運営
http://www.3yo.co.jp

045-232-1107/〒

三和楼

231-0023

横浜市中区山下町190

045-681-2321

中国料理
http://www.sanwarou.com/

045-681-2321/〒

四五六菜館

231-0023

横浜市中区山下町190

0120-787-456

中華料理店
http://www.456saikan.com

045-641-4560/〒

株式会社シティコミュニケーション

ズ

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アサヒビル

3F

045-290-1790
総合エンタテイメント企業としてレジャー施

設、飲食店等様々な事業を展開していますhttps://www.city-s.co.jp

045-290-1744/〒

株式会社ジャパンビバレッジセント

ラル 横浜支店

221-0864

横浜市神奈川区菅田町2774-1

045-473-9540
清涼飲料自動販売機、オフィス飲料機器の

運営、新規設置http://www.jbinc.co.jp

045-473-9448/〒

上海料理 状元樓

231-0023

横浜市中区山下町191番地

045-641-8888

中国上海料理　レストラン経営
http://www.jogen.co.jp

045-641-8887/〒

株式会社重慶飯店

231-0023

横浜市中区山下町185

045-661-0755
中華料理店(四川料理)、ケイタリング、物販

（中華菓子・点心等の販売）https://www.jukeihanten.com/

045-641-2677/〒

蒸氣屋 野毛本店

231-0064

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ

ビュレット野毛204号

045-334-7569

和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」
https://jyokiya-nogeten.owst.jp/

045-334-7570/〒

招福門

231-0023

横浜市中区山下町81-3

045-664-4141 中華街南門シルクロードの広東料理店。「香

港飲茶食べ放題」や「フカヒレ三昧コース」「美

食同源」１００種類など
http://www.shofukumon.com

045-664-4181/〒



株式会社鈴音 仏蘭西料亭霧笛楼

231-0861

横浜市中区元町2-96

045-774-1669
フランス料理・フランス菓子、鶏肉・鶏卵及び

関連加工食品https://www.mutekiro.com

045-774-1675/〒

中華街 桂宮

231-0023

横浜市中区山下町151番地

045-226-5088

中華料理店（広東料理）
http://chukagai-keikyu.jp/wp/

045-226-5181/〒

中華街大飯店

231-0023

横浜市中区山下町202-8 ラオビル

045-227-9888

オーダー式食べ放題
http://www.chukagaidaihanten.jp/

045-227-9887/〒

中国料理世界チャンピオン皇朝

231-0023

横浜市中区山下町218番地4

045-663-9856

食料品の製造加工及び販売、飲食業
http://www.ko-cho.com/

045-663-8489/〒

有限会社同發

231-0023

横浜市中区山下町148

045-681-1082

中華料理店(広東料理）
http://www.douhatsu.co.jp

045-681-1056/〒

トラットリア バジル

231-0063

横浜市中区花咲町1-40 3F

045-241-3708

イタリアンレストラン
http://basil-group.jp/trattoria/

045-241-3708/〒

一般社団法人日本キッチンカー協

会

231-0861

横浜市中区元町5-199-2

045-227-4377

キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営
http://www.jkca.or.jp/

045-226-5377/〒

日本KFCホールディングス株式会

社

220-8586

横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ

マークプレイス

045-307-0620
チキン、サンド等の食材ならびにパッケージ

等の包装資材の生産、販売http://japan.kfc.co.jp

045-307-0687/〒

野毛たべもの横丁

231-0064

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ

ビュレット野毛204号

045-334-7569 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
http://www.noge-yokocho.jp

045-334-7570/〒

ハードロックカフェ横浜店

220-6090

横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズ

タワーＡ棟１階

045-682-5626

アメリカンレストラン・オリジナルグッズ
http://www.hardrockjapan.com/

045-682-5627/〒

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/〒

バニラビーンズ

235-0021

横浜市磯子区岡村4-26-4

045-750-2630
チョコレートを中心としたお菓子の製造・販

売、カフェの運営http://chocolatedesign.co.jp

045-750-2631/〒

株式会社ハンケイ

231-0023

横浜市中区山下町200-12 永光ビル4階

045-651-7474 イベント企画・作成・運営、食品・日用品の輸

入及び販売、食料品卸売業、レストラン指導

展開
http://hankei.jp/

045-651-7122/〒

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/〒

ビストロノミー“ラトリエ 1959”ヨコハ

マ

231-0044

横浜市中区福富町東通2-15-2F

045-777-8819
レストラン、並びにカルチャースクールの企

画、運営。食品製造販売http://latelier1959.com/

-/〒

株式会社ビックバン レストランサン

アロハ

231-0038

横浜市中区山吹町1-3 3F

045-242-1111

ハワイアン ブランドレストラン
http://www.sunaloha.com/

045-253-1111/〒



HITSUJI

231-0064

横浜市中区野毛町1-24-5

045-308-9208
飲食店 クラフトビールとロティサリーチキンが

メインのビストロサイトなし

045-308-9209/〒

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/

/〒

株式会社Funfair

154-0003

東京都世田谷区野沢4丁目16-8 6F

03-6450-7736

Samurai Ramen の販売、レストランの運営
http://funfair.co.jp

03-4333-7564/〒

BULLS

235-0005

横浜市磯子区東町10-24 エーワンビル2Ｆ

045-349-9195

飲食業　通信工事業
サイトなし

045-349-9196/〒

株式会社聘珍樓

222-0033

横浜市港北区新横浜2-2-8 新横浜ナラビ

ル

045-474-6711

中国料理店（広東料理）、菓子食料品販売他
http://www.heichin.com

045-474-9961/〒

MALAY ASIAN CUISINE　横浜元

町店

231-0023

横浜市中区山下町82-3 ベルハウス元町1Ｆ

045-307-9839
本格マレーシア料理レストラン展開中。都内2

軒、横浜1軒http://www.malayasiancuisine.com

045-307-9839/〒

株式会社水信

220-0004

横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル

045-311-2235

果実・野菜の販売、レストラン経営
http://www.mizunobu.co.jp

045-323-2740/〒

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/〒

もつしげ (株式会社ニュールック)

232-0015

横浜市南区共進町3-63

045-713-4332
飲食店経営(焼肉、ホルモン焼、大衆酒場、

串焼、韓国料理）www.new-look.co.jp

045-713-4333/〒

元町梅林

231-0861

横浜市中区元町1-55

045-662-2215

懐石料理店
http://motomachibairin.jp/

045-662-0612/〒

屋形船 すずよし

220-0046

横浜市西区西戸部町3丁目297-10

045-231-1600
横浜港から見える名所を周遊しながら食事を

提供する屋形船（遊覧船）http://www.suzuyoshi.jp

045-242-2049/〒

屋形船 はまかぜ

231-0004

横浜市中区元浜町2-13

045-212-5773
和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋

形船yakatabune-hamakaze.com

045-201-9200/〒

揚州飯店

231-0023

横浜市中区山下町224番地

045-651-1488 中華大通りに面した上海料理の老舗 肉まん

餃子作り体験は中華街唯一の体験プログラ

ム。
http://www.yoshuhanten.com/

045-651-1494/〒

株式会社横浜瀬里奈

231-0011

横浜市中区太田町5-68 明和ビル3F

045-662-9864
神戸牛・本黒毛和牛しゃぶしゃぶ・牛なべ・す

てーき・鉄板焼専門店http://www.seryna.com/

045-664-7444/〒

横浜のれん会

231-0055

横浜市中区末吉町1-15 太田なわのれん内

事務局

045-261-0636

飲食店、食品販売店等22店舗http://yokohama-norenkai.

jp/index0.html

045-261-0659/〒



横浜博覧館

231-0023

横浜市中区山下町145

045-640-0081
ご当地土産（食品雑貨）、中国関連商品の販

売及び飲食店の経営http://hakurankan.jp/

045-640-0082/〒

株式会社横浜ビール

231-0013

横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所

ビル3階

045-212-9633
レストラン 驛の食卓　　ビール・発泡酒の製

造・販売http://www.yokohamabeer.com/

045-212-9635/〒

横浜・美島国際貿易株式会社

236-0004

横浜市金沢区福浦1-14-2 (有)三和工業内

045-784-7122
飲料・食品・健康食品の販売及び輸出入、旅

行業サイトなし

045-780-2906/〒

横浜フランス菓子 プチ・フルール

233-0007

横浜市港南区大久保1-10-5 ヨコオビル1F

045-842-0310

洋菓子製造・販売及び飲食
https://www.petitefleur.co.jp

045-842-0353/〒

株式会社横浜ポンパドウル

231-0861

横浜市中区元町4-158-1

045-662-4180

インストアーベーカリー
https://www.pompadour.co.jp/

045-664-5104/〒

横浜マリンロケット

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-11-4 ハマ横丁3

階

045-548-5442
最高のダンスパフォーマンスとものまねを融合

した極上エンターテイメントを楽しめますhttp://marin-rocket.com/

045-548-5442/〒

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/〒

株式会社レインズインターナショナ

ルCWカンパニー

220-8112

横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマー

クタワー13F

045-274-5982
首都圏・神奈川エリアを中心に、居酒屋・レス

トランを展開https://www.cw-company.jp/

045-274-5977/〒

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/〒

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/〒



ホテル・旅館

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

R&Bホテル新横浜駅前

222-0033

横浜市港北区新横浜2-15-20

045-478-1717

ホテル
https://randb.jp/

045-478-3434/〒

アイホテル横浜

231-0058

横浜市中区弥生町1-14-8

045-253-3711
伊勢佐木長者町駅から徒歩2分。「くつろぎ」

「やすらぎ」をお約束するビジネスホテル
https://www.aihotel.

jp/yokohama/

045-253-3712/〒

アパホテル＆リゾート<横浜ベイタ

ワー>

231-0002

横浜市中区海岸通5-25-3

045-226-5811
都心開発事業、ホテル・レストランチェーン事

業、総合建設事業、レジャー産業運営事業
https://www.apahotel.

com/yokohama_baytower/

045-226-5810/〒

公共の宿 エスカル横浜（横浜海員

会館）

231-0023

横浜市中区山下町84

045-681-2141

宿泊施設、レストラン、貸会議室https://www.escale-yokohama.

com

045-681-2032/〒

グローバルキャビン横浜中華街

231-0023

横浜市中区山下町166

045-226-5489
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
www.hotespa.net/hotels/gc-

yokohama/

045-226-5492/〒

KKR Hotels&Resorts ポートヒル横

浜

231-0862

横浜市中区山手町115番地 港の見える丘

公園

045-621-9684

宿泊、会議、宴会、婚礼、レストラン
http://www.porthill-yokohama.jp

045-621-6667/〒

コートホテル新横浜

222-0033

横浜市港北区新横浜2-13-1

045-471-0505

ホテル業
https://www.courthotels.jp/

045-471-3516/〒

コンフォートホテル横浜関内

231-0013

横浜市中区住吉町3-33

045-650-4711

ホテル業
https://www.choice-hotels.jp

045-650-4712/〒

湘南国際村センター

240-0198

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39

046-855-1800
神奈川県の湘南国際村計画の基幹施設であ

る「湘南国際村センター」の管理・運営http://www.shonan-village.co.jp

046-855-1816/〒

新横浜グレイスホテル

222-0033

横浜市港北区新横浜3-6-15

045-474-5111

ホテル業
http://www.gracehotel.jp/

045-474-9510/〒

新横浜フジビューホテル スパ＆レ

ジデンス

222-0033

横浜市港北区新横浜2丁目3番地1

045-473-0021

ホテル、飲食業
http://www.fujiview-hotel.jp

045-473-0260/〒

新横浜プリンスホテル

222-8533

横浜市港北区新横浜3-4

045-471-1111

ホテル業https://www.princehotels.co.

jp/shinyokohama/

045-471-1180/〒

スーパーホテル新横浜

222-0033

横浜市港北区新横浜2-6-20

045-473-9000

ビジネスホテル
https://www.superhotel.co.jp/

045-473-9036/〒

スーパーホテル横浜・関内

231-0023

横浜市中区山下町195-1

045-650-9000

ビジネスホテル
https://www.superhotel.co.jp/

045-650-9004/〒

スターホテル横浜

231-0023

横浜市中区山下町11

045-651-3111

ホテル業
https://www.star-yokohama.com/

045-651-3119/〒



相鉄フレッサイン 横浜桜木町

231-0005

横浜市中区本町5丁目49

045-640-0203

宿泊特化型ホテルの運営
https://fresa-inn.jp/

045-640-0202/〒

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/〒

ダイワロイネットホテル新横浜

222-0033

横浜市港北区新横浜3-17-1

045-473-4155

ホテル
http://www.daiwaroynet.jp

045-473-4154/〒

ダイワロイネットホテル横浜関内

231-0047

横浜市中区羽衣町2-7-4

045-252-1475

ビジネスホテルhttp://www.daiwaroynet.

jp/yokohama-kannai/

045-252-1476/〒

ダイワロイネットホテル横浜公園

231-0023

横浜市中区山下町204番地1

045-664-3745

ビジネスホテルhttp://www.daiwaroynet.

jp/yokohama-koen

045-664-3746/〒

WBFホテル＆リゾーツ株式会社

531-0072

大阪府大阪市北区豊崎3-14-9

06-6376-0845
ホテル・リゾートの運営受託、ホテル・リゾート・

フィットネスの運営事業http://www.wbfresort.com/

/〒

東横イン 新横浜駅前新館

222-0033

横浜市港北区新横浜2-2-14

045-470-1045

ビジネスホテルhttp://toyoko-inn.

com/hotel/00061

045-470-1046/〒

東横イン 横浜関内

231-0011

横浜市中区太田町1-5-1

045-662-1045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-662-1049/〒

東横イン 横浜桜木町

231-0005

横浜市中区本町6-55

045-671-1045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-671-1046/〒

東横イン 横浜新子安駅前

221-0021

横浜市神奈川区子安通2-240-32

045-451-2045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-451-2046/〒

東横イン 横浜スタジアム前Ⅱ

231-0023

横浜市中区山下町205-3

045-664-1045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-664-1046/〒

東横イン 横浜鶴見駅東口

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央1-23-20

045-504-1045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-504-1046/〒

東横イン 横浜西口

220-0072

横浜市西区浅間町1-6-15

045-313-1045

ビジネスホテル
http://www.toyoko-inn.com

045-323-2045/〒

ナビオス横浜

231-0001

横浜市中区新港2-1-1

045-633-6000

船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業
http://www.navios-yokohama.com

045-633-6001/〒

ニューオータニイン横浜プレミアム

231-0062

横浜市中区桜木町1-1-7

045-210-0707

ホテルhttp://www.newotani.co.

jp/innyokohama/

045-210-0778/〒

ビジネス イン ニューシティー

231-0042

横浜市中区福富町西通53-3

045-231-3726

サウナ・カプセルホテル
http://www.city-s.co.jp/newcity/

045-242-5275/〒



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/〒

PROSTYLE旅館横濱馬車道

231-0014

横浜市中区常盤町5-64

045-662-2222

ホテル旅館の運営・関連業務https://www.prostyleryokan.

com/yokohamabashamichi/

045-662-2224/〒

文化財の宿 旅館 喜多屋

236-0012

横浜市金沢区柴町46

045-789-0071
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http://kitayaryokan.jp/

045-370-8899/〒

ベストウェスタン横浜

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4丁目29番1号

045-504-8900

ホテル業
http://www.bwhotels.jp/yokohama

045-504-8919/〒

Hostel Zen（ホステル ゼン）

231-0025

横浜市中区松影町3-10-5

045-342-9553

宿泊業
http://zen.ilee.jp/

045-342-9853/〒

ホテルアソシア新横浜

222-0033

横浜市港北区新横浜2-100-45

045-475-0011

ホテル業
http://www.associa.com/syh/

045-475-0610/〒

ホテルアトラス

224-0032

横浜市都筑区茅ヶ崎中央36-6

045-949-0123

ビジネスホテルの運営
http://hotelatlas.jp

045-949-0333/〒

ホテルウィングインターナショナル

横浜関内

231-0032

横浜市中区不老町1-2

045-681-4800

ホテル業
http://www.hotelwing.co.jp

045-671-9354/〒

ホテルおいまつ

220-0032

横浜市西区老松町22

045-231-2926 旅館業　横浜港を見おろす閑静な野毛山公

園に隣接するビジネス、ご家族での宿泊に格

安の宿
サイトなし

045-242-5125/〒

ホテルグランドサン横浜

231-0033

横浜市中区長者町8-122

045-241-7551

ホテル業
http://www.grandsun.co.jp/

045-241-1936/〒

ホテルJALシティ関内 横浜

231-0023

横浜市中区山下町72

045-661-2580

ホテルhttp://www.kannai-yokohama.

jalcity.co.jp

045-212-0899/〒

ホテルニューグランド

231-8520

横浜市中区山下町10

045-681-1841
宿泊及び料飲（宴会・婚礼・レストラン）施設の

運営と外販https://www.hotel-newgrand.co.jp

045-681-1895/〒

ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみ

らい]

220-0012

横浜市西区みなとみらい6丁目3-4

045-650-3222

ホテル業https://www.hotel-vista.

jp/yokohama-minato-mirai/

045-650-3223/〒

ホテルプラム

220-0004

横浜市西区北幸2-9-1

045-314-3111

ホテル業
http://www.hotel-plumm.jp/

045-316-1600/〒

ホテルマイステイズ横浜

231-0055

横浜市中区末吉町4-81

045-252-1311

ホテル
http://www.mystays.jp

045-252-4884/〒

ホテルマイステイズ横浜関内

231-0015

横浜市中区尾上町5-67-1

045-227-6701

ホテル・旅館の管理運営
http://corporate.mystays.com/

045-212-3933/〒



ホテル メルパルク横浜

231-0023

横浜市中区山下町16

045-661-8162

結婚式場の管理運営・ホテル業
https://www.mielparque.jp/

045-661-1349/〒

ホテルモントレ横浜

231-8526

横浜市中区山下町6-1

045-330-7111

ホテル運営https://www.hotelmonterey.co.

jp/yokohama/

045-662-3536/〒

ホテル横浜キャメロットジャパン

220-0004

横浜市西区北幸1-11-3

045-312-2111

ホテル業
http://www.camelotjapan.com

045-312-2143/〒

ホテルリソル横浜桜木町

231-0011

横浜市中区太田町6-78

045-662-9269

ホテル業 あなたのオフを、もっとスマイルにhttps://www.resol-yokohama-s.

com

045-662-9279/〒

ホテルルートイン横浜馬車道

231-0007

横浜市中区弁天通 4丁目53-1

045-227-8911
ルートインホテルズの運営・管理・企画及び旅

行企画全般http://www.route-inn.co.jp

045-227-8912/〒

町のお宿 静浜

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12-4

045-311-0855
畳敷きの部屋を中心とした素泊まり専門ビジ

ネス旅館です。http://www.yk-shizuhama.co.jp

045-311-0842/〒

マルタニホテル

231-0012

横浜市中区相生町6-99

045-681-2748

ホテル業(ビジネスホテル)
http://www.marutani-hotel.co.jp/

045-681-6015/〒

株式会社ミドルウッド

105-0004

東京都港区新橋 3-1-9 301 SHIMBASHI

BUILDING 5階

03-6632-3000
ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンター

テイメント）事業を行っております。http://www.middlewood.jp/

03-3502-2610/〒

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル

231-0033

横浜市中区長者町5-53

045-243-7111

ホテル業http://washington-hotels.

jp/yokohama/

045-253-7731/〒

ヨコハマ グランド インターコンチネンタ

ル ホテル

220-8522

横浜市西区みなとみらい1-1-1

045-223-2222

ホテル業http://www.interconti.co.

jp/yokohama/

045-221-0650/〒

横浜桜木町ワシントンホテル

231-0062

横浜市中区桜木町1-101-1

045-683-3111

ホテル業http://washington-hotels.

jp/yokohama/

045-683-3112/〒

横浜市旅館組合連合会

232-0043

横浜市南区蒔田町863（旅館松島）

045-731-2720

旅館https://yokohama-ryokan.jimdo.

com/

045-731-0204/〒

横浜セントラルホステル(ゲストハウ

ス）

231-0023

横浜市中区山下町222 友井会館3Ｆ

045-663-1890
ゲストハウス（簡易宿泊施設）経営　外国人宿

泊客の積極的受入　軽食カフェ・バーの併設http://ychostel.com

045-345-5520/〒

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/〒

横浜ベイコート倶楽部/ザ・カハラホ

テル＆リゾート横浜

460-0008

愛知県名古屋市中区栄2-6-1

052-307-3716
徹底した本物指向の施設、設備、料理、サー

ビスをコアとしたホテル、レストラン運営https://www.resorttrust.co.jp

052-307-3717/〒

横浜ベイホテル東急

220-8543

横浜市西区みなとみらい2-3-7

045-682-2222

ホテル業
https://ybht.co.jp

045-682-2223/〒



横浜平和プラザホテル

231-0011

横浜市中区太田町5-65

045-212-2333

ホテル事業部　不動産事業部
http://www.heiwaplaza-hotel.com

045-212-2350/〒

ヨコハマ・ホステル・ヴィレッジ コトラボ

合同会社

231-0025

横浜市中区松影町3-11-2

045-663-3696
まちづくりコンサルティング、ヨコハマホステル

ヴィレッジの運営
http://yokohama.hostelvillage.

com/

045-663-3696/〒

横浜マンダリンホテル

231-0064

横浜市中区野毛4-170

045-243-3131

ホテル業
http://yokohamamandarin.com/

045-243-3139/〒

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/〒

横浜ロイヤルホテル

231-0806

横浜市中区本牧町2-319

045-622-8917

ホテル業
http://www.royalhotel.co.jp/

045-305-4465/〒

リッチモンドホテル横浜馬車道

231-0013

横浜市中区住吉町5-59

045-228-6655

ビジネスホテルhttps://richmondhotel.

jp/yokohama/

045-228-6355/〒

旅館松島

232-0043

横浜市南区蒔田町863

045-731-2720

旅館業・料理店
http://r-matsushima.jp/

045-731-0204/〒

ローズホテル横浜

231-0023

横浜市中区山下町77

045-681-3311

ホテル業http://www.rosehotelyokohama.

com

045-681-5082/〒



広告

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

有限会社アクロス

232-0056

横浜市南区通町2-32 リブゼ横浜南 参番館

701

045-226-2320
撮影コーディネイト、広告制作、ポートレイト等

写真撮影、スタジオ運営・管理http://www.across-group.co.jp

045-226-2321/〒

株式会社旭広告社

231-0014

横浜市中区常盤町2-19

045-681-2831

総合広告代理業
https://asahi-ad.co.jp/

045-681-2695/〒

アド富士株式会社

220-0004

横浜市西区北幸2丁目10番33号 マニュライ

フプレイス横浜4階

045-326-3557
総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製

作・施工http://www.adfuji.co.jp

045-326-3558/〒

株式会社アドベル

254-0025

平塚市榎木町1-11

0463-21-5224
広告、ビル総合管理、環境サービス・リサイク

ル事業、家事代行サービス、建物賃貸www.advel.co.jp

0463-24-0058/〒

合同会社アニマート・ミュージック

アーツ

226-0015

横浜市緑区三保町2710-172

045-482-4750
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http://animato-musicarts.net

045-482-4645/〒

インフィニティ・コミュニケーションズ

株式会社

150-0002

東京都渋谷区渋谷3-10-5 TOHTAMビル

2F

03-6712-6157 中文ＭＡＰ「導遊図」発行、アジア圏現地広

告・イベント、旅行社コーディネイト、多言語制

作・翻訳等
http://www.dccom.co.jp/

03-6712-6158/〒

株式会社エイエイピー

231-0062

横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみら

い10階

045-228-5269
各種広告企画・制作・代理業、セールスプロ

モーション、イベント、装飾www.aap.co.jp

045-228-5272/〒

株式会社ADCOMMUNICATIONS

231-0004

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビ

ル4階

045-222-8312

アプリ、Web、SNSを活用したPR
http://www.adcom.info

045-222-8283/〒

株式会社NKB Y’s

220-6219

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ

タワーC 19F

045-201-4021

広告代理業、印刷デザイン、イベント企画
https://www.nkb-ys.co.jp/

045-201-3860/〒

株式会社NDCグラフィックス

231-0002

横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO

045-224-4776
総合デザイン・グッズ開発、企業ブランドや広

告の企画・制作http://www.ndc-graphics.jp/

045-224-4848/〒

株式会社MLINE

253-0045

神奈川県茅ヶ崎市十間坂 1-1-23-3F

0467-33-4545
Webサイトの構築運用、アプリ開発、Web動画

撮影編集、各種広告物の制作http://www.idobata.co.jp

0467-86-0341/〒

株式会社エリアドライブ

220-0011

横浜市西区高島2-12-6 ヨコハマ・ジャスト1

号館6-G

045-309-8891
神奈川新聞出資の横浜を中心にWeb制作、リ

スティング広告請負をメインにした会社https://www.areadrive.jp

045-309-8892/〒

株式会社オールスタッフ

231-0021

横浜市中区日本大通18 KRCビル7F

045-651-7719

広告企画制作プロダクション
http://www.allstaff.jp

045-651-7885/〒

株式会社京王エージェンシー

163-0867

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NS

ビル23階

03-3348-8610
総合広告代理業・サイン＆スペースデザイン・

媒体管理業務https://www.keio-ag.co.jp/

03-5326-8060/〒

株式会社京急アドエンタープライズ

233-0002

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

045-848-2711

総合広告代理業
https://www.keikyu-ad.co.jp

045-848-2722/〒



有限会社ケイフォトサービス

232-0031

横浜市南区永楽町1-5 Roots101

045-231-8312
広告、販促企画運営、撮影、撮影コーディネ

イトサイトなし

045-231-8312/〒

株式会社三扇堂

351-0114

埼玉県和光市本町2-1 ユニゾ和光ビル5F

048-462-7902
プロモーション全般。マーケティングから企

画・実施まで。インバウンド関連実績豊富https://www.sansendo.co.jp/

048-466-3378/〒

株式会社セルディビジョン

220-0011

横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜

2F CDC

045-548-6861
ブランディングデザイン事業を主軸とし、シェ

アオフィス事業や地域貢献事業も展開https://www.celldivision.jp

045-548-6862/〒

株式会社 タウンニュース・ロコ

225-0014

横浜市青葉区荏田西2-1-3

045-913-4141
飲食店専門の広告代理店として食べログ、

LINE、PayPay を扱っておりますhttps://townnews-loco.com/

045-913-4400/〒

株式会社tvkコミュニケーションズ

220-0024

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park(ヨ

コハマくらし館内)

045-548-4512

番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等
http://www.tvk-coms.co.jp

045-548-4537/〒

株式会社電通東日本 横浜支社

220-6007

横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズ

タワーA7階

045-681-8761

総合広告代理業
http://www.dentsu-east.co.jp/

045-662-1311/〒

株式会社東映エージエンシー

104-0031

東京都中央区京橋2-4-12

03-3271-2821

総合広告代理店
http://www.toeiad.co.jp

03-3281-4180/〒

凸版印刷株式会社 横浜営業所

220-0023

横浜市西区平沼1-39-3 三石ヨコハマビル5

階

045-320-0517
”印刷テクノロジー” を核に、幅広い分野で新

たな価値やサービスを創出していますhttps://www.toppan.co.jp/

045-320-6559/〒

ノガン株式会社

231-0002

横浜市中区海岸通1-1 ジャパンエキスプレ

スビル3F

045-681-7808
プロモーション全般(Webサイト・広告物・空間

デザイン、イベント企画等)http://nogan.jp

045-330-7628/〒

株式会社プラチナム

107-0052

東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシ

ティ14階

03-5572-6070
PR企画立案と実施・PR業務代行及びコンサ

ルティングhttp://platinuminc.jp/

03-5572-6075/〒

株式会社フロッグカンパニー

231-0014

横浜市中区常盤町4-42 石井ビル３階

045-663-7413
TV・ラジオCM 新聞広告 Webサイト等企画制

作 ムービー撮影編集　イベント企画実施http://www.frogcompany.jp

045-663-7414/〒

株式会社ベクトル

107-0052

東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシ

ティ17F

03-5572-6080
アジア各国のPR企画立案および実施。PR業

務代行・コンサルティングhttps://vectorinc.co.jp

03-6673-4282/〒

株式会社メディア総合研究所

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 SKビル千

駄ヶ谷4F

03-5414-6210
産業翻訳（行政/観光/各種製造/医薬/IT）、

ローカライズ、機械翻訳、DTP等http://www.mediasoken.jp

03-5414-6510/〒

株式会社メディアライン

220-0073

横浜市西区岡野2-15-32 日鴻ビル3F

045-410-1131
広告代理店(Web制作・ソリューションシステ

ム・広告媒体・販促グッズ・印刷物)http://www.media-line.jp/

045-410-1132/〒

株式会社横浜アーチスト

231-0023

横浜市中区山下町1 シルクセンター

045-681-3731
広告代理店、イベントの企画・運営、警備業、

タレントブッキング、広報PRhttp://www.y-artist.co.jp

045-681-3735/〒

株式会社横浜エージェンシー＆コ

ミュニケーションズ

220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ

マークプレイス14F

045-640-3434

総合広告代理店
http://www.yokohama-agc.com

045-650-9032/〒



横浜交通開発株式会社

222-0033

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

045-620-6606
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http://www.yokohama-td.co.jp

045-620-7106/〒

株式会社横浜メディアアド

221-0052

横浜市神奈川区栄町5-1 YCS5階

045-450-1815

総合広告代理業
http://soag.co.jp/

045-450-1819/〒

旅奇広告有限公司

110

台北市信義区基隆路一段159号4階

886-2-2747

-9077

台湾の旅の業界紙「旅奇 Travel Rich」の発

刊と、台湾向けプロモーション、インバウンド

支援
http://www.richmarcom.tw/

886-2-2747

-9075
/〒

株式会社Relation

220-0023

横浜市西区平沼1-3-13 大勝ビル4階

045-328-3095
東南アジアに特化した訪日プロモーション事

業。広告制作・旅行博出展・招聘・出版等http://www.relation-inc.jp/

045-328-3096/〒

株式会社ルーツ

158-0096

東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F

03-5755-3918
観光用ガイドMAP「旅うらら」の発行、観光

ポータルサイトの運営、交通広告、他http://www.adroots.jp

03-5755-3908/〒

ワークスプレス株式会社

158-0081

東京都世田谷区深沢4-34-13

03-5706-7690
地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の

作成
https://www.workspress-map.

com/

03-5706-7065/〒



展示装飾・イベント

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

認定特定非営利活動法人

ARCSHIP

231-0014

横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル4F

045-323-9351

様々なジャンルの音楽イベントの企画・制作
www.arcship.jp

045-323-9352/〒

ウエキ園芸株式会社

231-0867

横浜市中区打越30-17

045-251-4795

貸植木業・総合園芸業
http://www.uekiengei.co.jp/

045-231-8019/〒

エグザ株式会社

220-0011

横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィス

ポートビル 15階

045-565-5070
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https://www.exa-group.co.jp

045-565-5080/〒

Empire Entertainment Japan 株式

会社

105-0001

東京都港区虎ノ門4-2-6-1F

03-5733-2220
企業イベント、キャスティング、セールスプロ

モーションプランニング
https://www.empireentertainment.

jp

03-3433-5821/〒

株式会社オフサイド

220-6218

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

045-661-0622
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http://www.y-offside.co.jp

045-661-0604/〒

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/〒

有限会社関東化染工業所

233-0006

横浜市港南区芹が谷1-1-21

045-823-1956
のぼり・旗・印袢天等の広告宣伝、イベント用

製品http://www.kanto-kasen.co.jp/

045-824-5269/〒

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/〒

有限会社ケイケイスタジオ

232-0012

横浜市南区南吉田町5-47

045-231-4774
広告看板デザイン・企画設計、インクジェット

印刷、シルク印刷サイトなし

045-231-4799/〒

株式会社工芸社

113-0033

東京都文京区本郷6-17-5

03-5684-7334

展示装飾業
http://www.kogeisha.co.jp

03-5684-7339/〒

有限会社さかなスタジオ

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-1-703

047-302-7355
イベント、舞台、コンサート等の企画・制作・レ

ンタルhttp://www.sakana-studio.com

047-302-7356/〒

サクラインターナショナル株式会社

135-0042

東京都江東区木場2-17-13 第2亀井ビル5

Ｆ

03-5646-1160 イベント・展示会・インセンティブ・国際会議フ

ルサポート（企画・デザイン・製作・設営・保管

一括）・警備
http://www.sakurain.co.jp

03-5646-1161/〒

株式会社CTU

231-0033

横浜市中区長者町3-8-13-806

045-228-0820

イベント企画・運営・管理
http://www.ctu.jp

045-228-0821/〒

株式会社シグマ映像

235-0016

横浜市磯子区磯子2-17-17

045-750-1251
映像・音響機材のレンタル及び販売。磁気

ループシステムの販売及びレンタルhttp://www.sigma-web.co.jp

045-750-1255/〒



studio BLAZE・自明流殺陣剣術

231-0854

横浜市中区根岸旭台1

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/〒

株式会社丹青社

108-8220

東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラ

ス 19F

03-6455-8133
博物館、資料館等文化施設及びイベント等の

企画・設計・施工・コンサルティング・運営http://www.tanseisha.co.jp/

03-6455-8226/〒

tvk ecom park

220-0024

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park

tvkマネジメントハウス

045-651-1716
住宅展示場、ガーデン、飲食施設等、住まい

や暮らしをテーマにした複合施設の主催運営http://www.tvk-yokohama.com/

045-534-6766/〒

株式会社テイクフォー

226-0011

横浜市緑区中山町75

045-934-5464
式典、お祭り、講演、パーティ等のイベント企

画/運営/設営、お手伝い致します！https://www.tkfor.co.jp/

045-934-5462/〒

デジタルワークス株式会社

231-0002

横浜市中区海岸通4-17

045-349-9501
各種イベント・催物の企画、制作、宣伝プロ

デュース、コーディネート・コンサルタントhttp://www.digi-works.jp/

045-349-9502/〒

株式会社乃村工藝社

135-8622

東京都港区台場2丁目3番4号

03-5962-1171 にぎわいを生む空間活性化事業、集客環境

づくりの企画から運営管理まで一手に担いま

す。
http://www.nomurakougei.co.jp

03-3570-2398/〒

販促ノベルティ卸売りセンター

224-0032

横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21 第2佐藤ビ

ル4Ｆ

045-949-2557

販売促進業　建設業
https://www.pqnavi.com

045-949-4626/〒

株式会社フジヤ 横浜営業所

220-0011

横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィス

ポートビル4F

045-461-5761

展示装飾業
http://www.fujiya-net.co.jp

045-461-5762/〒

有限会社フルヤ工行社

220-0042

横浜市西区戸部町3-104

045-231-3591
ディスプレイ業、看板・舞台装置制作業（イベ

ント・催事ではイス、テントなどレンタル）サイトなし

045-241-2226/〒

株式会社ペッププランニング

231-0062

横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル9F

045-680-2121 アロハヨコハマ等のイベントを手がけて30年。

年間150本以上の現場をこなす企画制作会

社です。
http://www.pep-p.co.jp

045-680-2122/〒

株式会社放送サービスセンター

160-0003

東京都新宿区四谷本塩町4番40号 光丘四

谷ビル

03-3357-3071

同時通訳システムの運用・レンタル・企画
http://www.hoso.co.jp

03-3357-3082/〒

株式会社ムラヤマ 横浜支店

231-0021

横浜市中区日本大通18 KRCビル9Ｆ

045-201-8961
空間デザイン（展示会・イベント・式典等）の企

画デザイン施工www.murayama.co.jp

045-201-9078/〒

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

/〒

株式会社横浜シミズ

231-0023

横浜市中区山下町223番1号 NU関内ビル

8F

045-663-0461

イベントの企画・設営・運営、舞台装飾・内飾http://yokohama.shimizu-group.

co.jp/

045-663-0460/〒

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/〒

株式会社よしもとエリアアクション

231-0005

横浜市中区本町1丁目4番地 プライムメゾン

横濱日本大通3階A

045-305-6631
エンターテインメントに関する企画、制作ＰＲ、

流通を国内外に総合的に展開
http://www.yoshimoto.co.

jp/yokohama/

045-305-6632/〒



ルーデンス株式会社

220-6004

横浜市西区みなとみらい2-3-1　 クイーンズ

タワーA403B

045-662-0018
街づくりプランニング・コーディネート イベント

企画･運営 プロモーション事業 Web制作http://www.ludens.be

045-662-0017/〒



会議運営企画(PCO)

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アイ・エス・エス

108-0073

東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階

03-6369-9995
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.issjp.com/

03-3453-1258/〒

株式会社インターグループ

105-0001

東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F

03-5549-6909
会議・イベントの運営　通訳者手配、翻訳、語

学学校、人材派遣https://www.intergroup.co.jp

03-5549-3201/〒

インバイトジャパン株式会社

111-0032

東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル6F

03-6231-6621
MICE誘致で鍵となるチームビルディングアク

ティビティをバイリンガルで提供します。https://invitejapan.com

03-6700-1730/〒

株式会社学会サービス

150-0032

東京都渋谷区鴬谷町7-3-101 トミーリー

ジェンシー

03-3496-6950

医学会の運営・代行
サイトなし

03-3496-2150/〒

株式会社コングレ

102-8481

東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル

03-5216-5551
会議イベント運営企画、ITシステム、施設運

営、調査・コンサル、語学・人材サービスhttps://www.congre.com/

03-5216-5552/〒

株式会社コンベンションリンケージ

102-0075

東京都千代田区三番町2

03-3263-8686
国際会議・コンベンション・イベント企画・運

営、コンサルティングhttp://www.c-linkage.co.jp

03-3263-8687/〒

株式会社JTBコミュニケーションデ

ザイン

105-8335

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井

ビルディング12-13階

03-5657-0600 国際会議・学会・イベント・コンベンション企画

運営、広告・PR、地域活性、インバウンド推進

等
https://www.jtbcom.co.jp

050-3737-1861/〒

株式会社シガール

221-0834

横浜市神奈川区台町15－8 久世ビル2階

045-565-9246

PCO事業者、イベントプランナー
http://www.e-cigale.co.jp

045-565-9646/〒

日本コンベンションサービス株式会

社

100-0013

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞

が関ビル18F

03-3508-1211
MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施

設運営、コンテンツ制作、プロモーションhttps://www.convention.co.jp

03-3508-0820/〒

株式会社バイリンガル・グループ

102-0074

東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル7

階

03-3263-1261
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http://www.bilingualgroup.co.jp/

03-3263-1264/〒

株式会社ピーシーオーワークス

101-0048

東京都千代田区神田司町2-4-2 神田アー

バンビル2階

03-3291-3636

コンベンション企画・製作
http://www.pcoworks.jp

03-3291-3635/〒

株式会社プランドゥ・ジャパン

105-0012

東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト

4階401

03-5470-4401
イベントプロモーション、訪日外国人誘客、地

域観光振興、国際会議、国内医学会http://www.plando.co.jp

03-5470-4410/〒

ホスピタリティ教育研究所

241-0011

横浜市旭区川島町2976-88

045-442-7176 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
http://arrow-urban.com/

045-442-7263/〒

株式会社レイ

106-0032

東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本

木ビル

03-5413-3855 イベント、展示会、テレビCM等の企画、映像

制作や編集を行う。

映像機器レンタルも手掛ける
https://www.ray.co.jp/

03-3475-8681/〒

YDMS株式会社

231-0014

横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル4

階B

045-662-5568

MICEに関連するエリアマーケティング事業
https://www.yokohamadmc.com

045-330-0971/〒



リース等

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

キッセイコムテック株式会社 レンタ

ル事業部

170-0005

東京都豊島区南大塚3-32-1 大塚S&Sビル

03-5843-0301
パソコンレンタル、ネットワーク構築、イベント

保守　他https://micekc.com/

03-5979-6335/〒

株式会社グロー・プランニング

231-0007

横浜市中区弁天通1-15-1 アコルデ横浜関

内4階

045-308-7471
フレグランスディフューザーのレンタル、イベ

ント、展示会での香りの演出http://fragrance.yokohama

045-308-7472/〒

株式会社トヨタレンタリース神奈川

221-0052

横浜市神奈川区栄町7-1 マイクスビル3階

045-461-0100

自動車のレンタル・リース
http://r-kanagawa.co.jp/

045-453-1919/〒

パノレン

231-0023

横浜市中区山下町82番地 徳永ビル105号

045-651-4187 レンタサイクル（電動アシスト付自転車）、レン

タカー、レンタル用品（レジャー用品からイベ

ント用品まで）
http://www.panoren.jp/

045-651-4187/〒

ヒビノメディアテクニカル株式会社

135-0062

東京都江東区東雲2-9-23　6階

03-6457-2063

AV機器のレンタル
http://www.media-t.co.jp

03-6457-2064/〒

株式会社横浜スーパー・ファクト

リー

230-0045

横浜市鶴見区末広町1-11

045-506-8181

ＣＭ等撮影スタジオ賃貸業
https://www.y-s-f.co.jp

045-506-8185/〒



人材派遣等

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

旭化成アミダス株式会社 横浜支店

220-0004

横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル10Ｆ

045-325-1611
総合人材サービス（人材派遣、人材紹介、職

員研修等）https://www.amidas.co.jp/

045-325-2232/〒

ANAビジネスソリューション株式会

社

108-0074

東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル11

階

03-6700-0700
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https://www.abc.jp

03-5791-2899/〒

株式会社サイマル・インターナショ

ナル

104-0061

東京都中央区銀座7-16-12  G-7ビルディ

ング

03-3524-3100
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）www.simul.co.jp

03-3524-3105/〒

株式会社ジョビア

220-0004

横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビ

ル8F

045-311-1116
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http://www.jobia.jp

045-311-1119/〒

株式会社TEI

105-0014

東京都港区芝1丁目5番12号 TOP浜松町ビ

ル7階

03-5765-4811
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http://www.t-e-i.co.jp/

03-5765-0041/〒

東急ファシリティサービス株式会社

158-8539

東京都世田谷区用賀4-10-2 世田谷ビジネ

ススクエア・ヒルズ1

03-6372-0109
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http://www.tokyu-fs.com/

03-6372-0143/〒

日本ベストサポート株式会社

102-0072

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

03-5211-8500
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http://www.nbsupport.com

03-5211-8501/〒

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

170-0013

東京都豊島区東池袋1丁目9番6号

03-5952-1111
営業・販売・サービスを中核とする営業支援

企業http://www.hitocom.co.jp/

03-5952-1112/〒

株式会社ミントス

231-0014

横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D

045-228-8080
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http://mintos.jp

045-228-8510/〒



旅行

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

R・Kカントリー株式会社（神奈川フ

ロンティア）

241-0825

横浜市旭区中希望ヶ丘103-7 ステップビル

201

045-365-2225
旅行会社向けに中華街・観光・飲食・宿泊施

設のPR・手配を行なう旅行サービス手配業http://www.kanafro.jp

045-365-2230/〒

株式会社エアサーブ

153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産

青葉台タワー5階

03-6745-8230 空港内の事務所の立地を生かした送迎や、

MICEで好評なトラベルイヤホンのレンタル等

のサービス
https://www.airserve.co.jp

03-6745-8234/〒

株式会社エイチ・アイ・エス

100-0004

東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル4

階

03-3519-7191

総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など
https://www.his-j.com/

03-3597-8733/〒

ANAセールス株式会社

103-0027

東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイ

ス日本橋4階

050-3815-5069

旅行業
https://www.ana.co.jp/

03-6733-4633/〒

株式会社カーニバル・ジャパン

104-0061

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6

階

03-3573-3610
プリンセス・クルーズ、キュナード・ライン、シー

ボーン・クルーズの販売とマーケティングhttps://www.princesscruises.jp

03-3573-3607/〒

株式会社CARROZZA

238-0101

神奈川県三浦市南下浦町上宮田3196

050-5532-1926
レンタカー、自動車販売、観光促進事業、イ

ンバウンド、PRhttp://carrozza-japan.com/

045-345-3100/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏 横浜支店

221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー

クス横浜イースト 4F

045-277-0771
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イ

ベント等の総合旅行業https://www.knt.co.jp

045-277-0772/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏

163-0023

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド

ウイング9F

03-6863-0350

募集型企画旅行 パンフレットの造成
https://www.knt.co.jp

03-6863-0415/〒

株式会社近畿日本ツーリスト首都

圏 横浜教育旅行支店

221-0052

横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー

クス横浜イースト 4F

045-277-0681

旅行業
https://www.knt.co.jp

045-277-0682/〒

クラブツーリズム株式会社

160-8308

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド

ウイング

03-5323-6875
国内・海外・訪日旅行・地域誘客事業、各種

イベント事業の企画運営 他https://www.club-t.com

03-3342-4445/〒

株式会社KNT-CTグローバルトラ

ベル

101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商

事神田和泉町ビル13階

03-6891-9600

旅行業、国際会議、学術会議
https://www.knt.co.jp/

03-6891-9599/〒

株式会社JTB トラベルゲート横浜

220-0004

横浜市西区北幸1-7-6 日土地横浜西口第

一ビル

045-312-5288

旅行業
https://www.jtb.co.jp/shop/tgy/

045-314-3610/〒

株式会社JTB 横浜支店

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビ

ル6階

045-316-0540
国内・海外・訪日旅行及びコンベンション等の

総合旅行業務。観光動向等の調査業務www.jtb.co.jp/shop

045-316-5521/〒

シクロポリタン ヨコハマ

231-0026

横浜市中区寿町1-1-11 興和ビル1F

045-228-3380
電動3輪自転車タクシー運営(イベント、車体

広告)、高知県支援、ハワイ、農業、通販http://cyclopolitain.jp

045-228-3381/〒

株式会社千遊（CKC GROUP)

104-0061

東京都中央区銀座1-18-2 太平ビル7F

03-6263-2190 中国富裕層をターゲットとし、オーダーメイド、

インセンティブなど様々なツアーを取扱いま

す
https://www.ckc-syt.com/

03-6263-2380/〒



東武トップツアーズ株式会社 横浜

支店

220-0004

横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル

5Ｆ

045-326-1120
インバウンド事業　旅行業　スポーツ大会 公

務大会運営 MICE事業他http://www.tobutoptours.co.jp/

045-326-1122/〒

True Japan Tour 株式会社

105-0011

東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館本

館B109

03-6432-0196
訪日旅行及びコンベンション等の総合旅行業

務
https://truejapantours.

com/company/

03-6432-0042/〒

日中平和観光株式会社 横浜支店

231-0015

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル6階

045-671-6377

旅行業（海外、国内全般）
http://www.nicchu.co.jp/

なし/〒

公益財団法人日本修学旅行協会

103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 にほん

ばしゼニットビル2階

03-5640-8061 教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、

月刊誌「教育旅行」、データブック「教育旅行

年報」等の発行
http://www.jstb.or.jp

03-5640-8062/〒

株式会社日本旅行 赤い風船東日

本事業部

131-8565

東京都墨田区提通1-19-9 リバーサイド隅

田セントラルタワー6階

03-3614-3209

国内旅行商品事業
https://www.nta.co.jp

03-3614-3108/〒

株式会社日本旅行 横浜支店・神

奈川教育旅行支店

231-0015

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル 4階

045-641-9604

旅行業
https://ep.nta.co.jp/yokohama/

045-651-0072/〒

株式会社HANATOUR JAPAN

105-0003

東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビ

ル2F

03-5403-9083
旅行業法に基づく旅行業、観光ガイド業、一

般貸切旅客自動車運送業http://www.hanatourjapan.jp

03-5403-9088/〒

株式会社阪急交通社

105-0004

東京都港区新橋3-3-9 KHD東京ビル4Ｆ

03-6745-7344

旅行業
http://hankyu-travel.com/

03-6745-7364/〒

株式会社ポケットカルチャー

103-0016

東京都中央区日本橋小網町16-1 タナベビ

ル2Ｆ

03-5623-9302
エンターテインメント企画運営業務、イベント・

演劇・セミナーの企画、製作、公演、運営http://www.poke.co.jp/

03-3249-3005/〒

名鉄観光サービス株式会社

231-0015

横浜市中区尾上町4-52 横浜野村證券ビ

ル5階

045-641-4166

旅行業
http://www.mwt.co.jp/

045-641-4169/〒

株式会社 ラグジュアリージャパン

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-1-16 青山江崎ビル

2F

03-3499-9101 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
https://luxuryjapan.tv/

03-3499-9105/〒

楽天株式会社 コマースカンパニー

トラベル事業

158-0094

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天

クリムゾンハウス

050-5817-0700

オンライントラベルエージェント
http://travel.rakuten.co.jp/

03-6670-5237/〒

株式会社レクシステム(レクトラベル)

220-0072

横浜市西区浅間町5-378-12 Kビル2階

045-225-8100
団体旅行の企画・横浜港発の工場夜景ク

ルーズの主催　レンタルクライミング事業などhttp://www.rec-system.co.jp

045-323-4477/〒

株式会社ローソントラベル

141-0032

東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大

崎イーストタワー17F

03-6730-2222
国内外のパッケージツアー販売、ローソンの

エンタテイメント事業と連携したツアーの販売https://travel.l-tike.com/

03-6679-6265/〒



博物館・観光及びコンベンション施設

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アカツキライブエンターテ

インメント

141-0021

東京都品川区上大崎2-13-30

oakmeguro8F

- 複合商業施設事業、サバイバルゲーム事業、

イベント・パーティ事業、

飲食店・ケータリング事業https://ale.tokyo

-/〒

安藤百福発明記念館 横浜 (カップ

ヌードルミュージアム 横浜)

231-0001

横浜市中区新港2-3-4

045-345-4335

カップヌードルミュージアム 横浜の管理運営https://www.cupnoodles-museum.

jp/

045-345-0305/〒

岩崎ミュージアム

231-0862

横浜市中区山手町254

045-623-2111

観光施設管理・運営http://www.iwasaki.ac.

jp/museum/

045-623-2257/〒

オービィ横浜

220-0012

横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARk IS み

なとみらい5F

045-319-6543
みなとみらいで動物とふれあえるパーク

「オービィ横浜」施設の運営管理http://orbiearth.jp/

045-319-6541/〒

キャプテン翼スタジアム 横浜元町

231-0801

横浜市中区新山下3-2-5

045-623-5283
多目的フットサルコートの運営、各種印刷物

の編集・制作、イベント事業の企画・運営https://www.tsubasa-stadium.com

なし/〒

劇団四季

225-8585

横浜市青葉区あざみ野1-24-7

045-903-1141
演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚

本の提供https://www.shiki.jp

045-903-8005/〒

社会福祉法人こどもの国協会

227-0036

横浜市青葉区奈良町700

045-961-2111

こどもの国の管理運営
http://www.kodomonokuni.org/

045-962-1366/〒

Cycle Travelation

220-0073

横浜市西区岡野1-11-8 2F

045-550-4993

レンタルサイクルを用いた横浜の観光案内
http://cycletravelation.com

なし/〒

三溪園

231-0824

横浜市中区本牧三之谷58-1

045-621-0635
文化財建造物及び名勝庭園の維持管理、公

開https://www.sankeien.or.jp

045-621-6343/〒

JFlight

231-0063

横浜市中区花咲町3-103-2 アマデウスビル

2F

045-250-5053
エアバスA320の操縦席を再現した本格的フ

ライトシミュレーターの運営https://jflight.jp

045-251-9744/〒

株式会社JOY

COMMUNICATIONS

236-0006

横浜市金沢区八景島 横浜八景島シーパラ

ダイス内 カーニバルハウス 地下1階

045-788-9655
サービス業・飲食業等のコミュニケーションサ

ポート、参加型イベントの企画・運営www.joycom.jp

045-788-9656/〒

一般財団法人シルクセンター国際

貿易観光会館

231-0023

横浜市中区山下町1

045-641-0845
事務室・店舗の賃貸、シルク博物館の管理運

営http://www.silkcenter-kbkk.jp/

045-641-0847/〒

株式会社新横浜ラーメン博物館

222-0033

横浜市港北区新横浜2-14-21

045-471-0503
新横浜ラーメン博物館の運営管理、新横浜ラ

ントラクトの運営管理http://www.raumen.co.jp

045-471-0502/〒

象の鼻テラス

231-0002

横浜市中区海岸通１丁目

045-661-0602
横浜市の文化観光交流拠点。カフェを併設

し、文化プログラムを定期的に開催https://www.zounohana.com/

045-661-0603/〒

神奈川県立地球市民かながわプラ

ザ(あーすぷらざ)

247-0007

横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1

045-896-2121
国際・多文化共生・平和・こどもの活動促進の

ための展示、イベント等の企画運営http://www.earthplaza.jp/

045-896-2299/〒



日産自動車横浜工場ゲストホー

ル・日産エンジンミュージアム

220-8623

横浜市神奈川区宝町2

045-461-7090

工場及び博物館の運営http://www.nissan-global.

com/JP/PLANT/YOKOHAMA/

045-461-6952/〒

日本郵船歴史博物館 日本郵船氷

川丸

231-0002

横浜市中区海岸通3-9

045-211-1923
展示(日本郵船社史及び海や船をﾃｰﾏとする

企画展等を開催)、展示（氷川丸の歴史）
歴史博物館 http://museum.nyk.

com/ 氷川丸 https://hikawamaru.

nyk.com/

045-211-1929/〒

ニュースパーク（日本新聞博物館）

231-8311

横浜市中区日本大通11 横浜情報文化セン

ター

045-661-2040

博物館運営
https://newspark.jp/newspark/

045-661-2029/〒

猫カフェ れおんグループ

231-0025

横浜市中区松影町1-3-2 関山ビル2F

045-211-4152
猫と触れ合う、猫と出逢う“猫カフェ”神奈川と

東京に5店舗！http://www.nekocafe-leon.com/

-/〒

公益財団法人馬事文化財団

231-0853

横浜市中区根岸台1-3 根岸競馬記念公苑

045-662-7581
根岸競馬記念公苑および馬の博物館の管理

運営http://www.bajibunka.jrao.ne.jp

045-662-7713/〒

原鉄道模型博物館

220-0011

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

045-640-6699

総合不動産業、原鉄道模型博物館の運営
http://www.hara-mrm.com/

045-640-6695/〒

帆船日本丸・横浜みなと博物館

220-0012

横浜市西区みなとみらい2-1-1

045-221-0280
帆船日本丸保存・公開、横浜みなと博物館と

その周辺緑地等の管理運営http://www.nippon-maru.or.jp/

045-221-0277/〒

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-2 横浜鶴屋

町ビル1F

045-411-5031 個展や芸術活動を行う作家支援。また会場の

提供を行うほか現代作家の芸術普及を目的と

する。
http://www.f-e-i.jp

045-411-5032/〒

ブリキのおもちゃ博物館

231-0862

横浜市中区山手町239-2

045-621-8710

ブリキのおもちゃ博物館管理運営
http://www.toysclub.co.jp/

045-621-8676/〒

万葉倶楽部株式会社

231-0001

横浜市中区新港2-7-1

0570-07-4126
万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部

の経営http://www.manyo.co.jp

045-671-1188/〒

三菱みなとみらい技術館

220-8401

横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工

横浜ビル

045-200-7351
三菱重工が手がけるものづくりや 最先端の科

学技術について紹介
https://www.mhi.

com/minatomirai/

045-200-9902/〒

三吉演芸場／本田商店

232-0032

横浜市南区万世町2-37

045-231-7633

演劇及び演芸一般の上演、劇場の経営http://miyoshiengeijo.web.fc2.

com/

045-231-0360/〒

横浜赤レンガ倉庫

231-0001

横浜市中区新港1-1-1

045-226-1911
不動産開発・賃貸・管理、飲食店の経営、イ

ベントの企画等
http://www.yokohama-akarenga.

jp

045-226-1916/〒

株式会社横浜アリーナ

222-0033

横浜市港北区新横浜3-10

045-474-4000

イベント施設賃貸業https://www.yokohama-arena.co.

jp

045-474-4040/〒

横浜アンパンマンこどもミュージア

ム

220-0012

横浜市西区みなとみらい6-2-9

045-227-8855

横浜アンパンマンこどもミュージアム管理運営http://www.yokohama-anpanman.

jp/

045-227-8860/〒

ヨコハマおもしろ水族館

231-0023

横浜市中区山下町144 チャイナスクエアビ

ル3階

045-222-3211

水族館・アミューズメント施設http://www.omoshirosuizokukan.

com/

045-222-3212/〒



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/〒

株式会社横浜国際平和会議場（パ

シフィコ横浜）

220-0012

横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ

横浜２階

045-221-2122
コンベンション催事の企画・誘致及び施設賃

貸業http://www.pacifico.co.jp

045-221-2137/〒

よこはまコスモワールド

231-0001

横浜市中区新港2-8-1

045-641-6591

遊園地
http://cosmoworld.jp/

045-641-6594/〒

横浜市水道局 横浜水道記念館

240-0045

横浜市保土ヶ谷区川島町522

045-371-1621
横浜水道の歴史・技術に係る展示施設の管

理・運営
http://www.city.yokohama.lg.

jp/suidou/kids/kinenkan/

045-371-3270/〒

株式会社横浜スタジアム

231-0015

横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7階

045-661-1251

横浜スタジアムの管理運営https://www.yokohama-stadium.

co.jp/

045-664-7011/〒

株式会社横浜大世界

231-0023

横浜市中区山下町97-4

045-681-5588
エンターテインメント施設(ミュージアム、カ

フェ、お土産ショップ等)運営http://www.daska.jp

045-681-5620/〒

横濱ハイカラきもの館(株式会社新

日屋)

231-0023

横浜市中区山下町1番地 シルクセンター

M1F 134号

045-663-8108
日本人および訪日外国人観光客を対象にし

た着物女袴のレンタル着付け
http://yokohama.kimonostation.

com/

045-663-8108/〒

横浜・八景島シーパラダイス

236-0006

横浜市金沢区八景島

045-788-8888
テーマパークの運営（水族館・遊園地・イベン

ト等）http://www.seaparadise.co.jp

045-788-9735/〒

横浜緑地株式会社

235-0033

横浜市磯子区杉田4-5-10

045-771-2242 造園工事・土木工事等の企画・提案・施工・

管理。公園・動植物園等の運営・企画・管理

（公園指定管理者等）

http://www.yokohamaryokuchi.co.

jp/

045-771-2150/〒

RAKU SPA 鶴見

230-0004

横浜市鶴見区元宮2-1-39

045-574-4126

温浴施設、スパの運営
http://www.rakuspa.com

045-574-4127/〒

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/〒



婚礼企画・式場等

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒

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/〒



団体

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

協同組合伊勢佐木町商店街

231-0056

横浜市中区若葉町2-34

045-261-2835

商店街事業協同組合
http://www.isezakicho.or.jp/

045-261-2879/〒

イセザキ・モール１･２St.

231-0046

横浜市中区末広町2-6-10

045-261-7535

商店街事業振興組合
http://www.isezaki.jp

045-261-7647/〒

公益財団法人神奈川芸術文化財

団

231-0023

横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル6

階

045-663-3711
神奈川県における芸術文化の創造・振興、県

立文化施設の管理運営https://www.kanagawa-arts.or.jp

045-663-3714/〒

公益社団法人神奈川県観光協会

231-8521

横浜市中区山下町1 シルクセンター3階

045-681-0007

地域観光・物産事業推進http://www.kanagawa-kankou.or.

jp

045-681-0009/〒

神奈川県タクシー協会 横浜支部

231-0066

横浜市中区日ノ出町2-130

045-241-3551

市内タクシー会社事業主団体
http://www.taxi-kanagawa.or.jp/

045-262-8754/〒

神奈川旅客自動車協同組合

231-0027

横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル3階

045-226-3170 タクシー配車業務及びタクシー燃料の共同購

入・販売、チケットの発行業務など、乗務員の

接遇研修
http://www.radio-taxi.org

045-226-3171/〒

公益社団法人関東海事広報協会

231-0002

横浜市中区海岸通4-23 相模ビル2階

045-201-6575

海事思想の普及・宣伝
http://www.kaijipr-kanto.or.jp

045-201-6578/〒

JICA横浜

231-0001

横浜市中区新港2-3-1

045-663-3251
政府開発援助の実施 及び海外移住資料館

の運営http://www.jica.go.jp/yokohama/

045-663-3265/〒

一般社団法人ジャパンショッピング

ツーリズム協会

105-0003

東京都港区西新橋3-6-2 西新橋企画ビル

ディング

03-6435-9116
PR事業、おもてなし事業者（小売・サービス事

業者）支援事業https://jsto.or.jp/

03-6435-9117/〒

公益財団法人全国修学旅行研究

協会

102-0074

東京都千代田区九段南2-6-8 九段南ビル

6階

03-5275-6651
教育旅行に関する調査研究活動、輸送集約

活動（連合体輸送に関する事務局業務）http://shugakuryoko.com

03-5275-6653/〒

創価学会 東海道事務局

231-0023

横浜市中区山下町7-1

045-640-4500

宗教団体
https://www.sokagakkai.or.jp/

045-640-4540/〒

日本赤十字社 神奈川県支部

231-8536

横浜市中区山下町70-7

045-681-2123
災害救護、国際救援、救急法等安全講習、

青少年・ボランティア育成、国際人道法普及http://www.kanagawa.jrc.or.jp/

045-211-0420/〒

一般社団法人日本自動車連盟 神

奈川支部

221-8718

横浜市神奈川区片倉2-1-8

045-482-1244
車のトラブル時のロードサービスを始めとし

て、車に関する様々な業務を行っています。http://www.jaf.or.jp/

045-482-1320/〒

野毛地区街づくり会

231-0065

横浜市中区宮川町1-14 宮川町町内会館 3

階

045-241-4500

地域活性化促進市民団体
http://noge-town.net/

045-241-5014/〒

馬車道商店街協同組合

231-0014

横浜市中区常盤町4-42 馬車道壱番館5階

045-641-4068

商店街事業協同組合
http://www.bashamichi.or.jp

045-641-9224/〒



一般社団法人ブルガリアンローズ

文化協会

224-0032

横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1

045-530-4872
ブルガリア共和国との国際交流に関する事

業、催事・イベント開催に関する事業等http://www.bulgarian-rose.or.jp

045-530-4873/〒

協同組合元町SS会

231-0861

横浜市中区元町1-14

045-641-1557

商店街事業協同組合
http://www.motomachi.or.jp

045-664-9473/〒

横浜駅西口振興協議会

220-0005

横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル6階

相鉄南幸第2ビル

045-319-2428
横浜駅西口周辺の商業振興活動および街づ

くりにかかるエリアマネジメント活動
http://www.yokohamanishiguchi-

jan.com/

045-319-2534/〒

横浜駅東口振興協議会

220-0011

横浜市西区高島2-12-6 横浜新都市セン

ター(株)気付

045-453-2611
横浜駅東口地域の発展振興のため、東口地

域の事業者が一体となった共同活動http://www.yokohama-east.net/

045-453-2681/〒

横浜金沢観光協会

236-0028

横浜市金沢区洲崎町1-18 金沢地区連合

町内会館2階 協働オフィス金沢内

045-780-3431

金沢区の観光PR・地域振興のための諸事業http://yokohama-kanazawakanko.

com/

045-349-7035/〒

公益財団法人横浜企業経営支援

財団

231-0011

横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジ

ネスセンター7F

045-225-3700

市内中小・中堅企業の総合的経営支援
http://www.idec.or.jp

045-225-3737/〒

一般社団法人横浜銀行協会

231-0005

横浜市中区本町3-28

045-201-9853
銀行取引相談所および横浜手形交換所の運

営等https://www.zenginkyo.or.jp

045-201-1602/〒

一般社団法人横浜港振興協会

231-0002

横浜市中区海岸通1-1 大さん橋ふ頭ビル2

階

045-671-7241

横浜港の振興発展に向けた諸事業の推進
http://www.yokohamaport.org

045-671-7350/〒

NPO法人横浜国際ドラゴンボート

協会

232-0022

横浜市南区高根町3-17-12 KSビル3F

045-261-1163

横濱ドラゴンボートレース大会の開催・運営http://www.yokohama-dragon.

com/

045-261-6766/〒

公益財団法人横浜市芸術文化振

興財団

231-0023

横浜市中区山下町2番地 産業貿易セン

タービル1階

045-221-0212
文化事業の企画・実施及び文化施設の管

理・運営http://p.yafjp.org/jp

045-221-0216/〒

一般社団法人横浜市工業会連合

会

231-0023

横浜市中区山下町2

045-671-7051
産貿ホールの管理・運営、会員企業のネット

ワークづくり支援、ものづくり人材支援等www.yokohama-sanbohall.com

045-671-7321/〒

一般財団法人横浜市交通局協力

会

231-0033

横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル14

階

045-253-9595

運輸付帯サービス業
https://www.kyouryokukai.or.jp/

045-253-9786/〒

公益財団法人横浜市国際交流協

会

220-0012

横浜市西区みなとみらい1-1 パシフィコ横

浜 横浜国際協力センター5階

045-222-1171
国際交流・協力事業の企画・実施、在住外国

人支援https://www.yokeweb.com

045-222-1187/〒

公益財団法人横浜市体育協会

231-0015

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上

町ビル

045-640-0011
市民スポーツの普及・振興、スポーツ施設の

管理・運営http://www2.yspc.or.jp/ysa/

045-640-0021/〒

公益財団法人横浜市知的障害者

育成会

221-0823

横浜市神奈川区二ツ谷町9-5

045-322-1835
障害者の社会参加促進として雇用事業・就労

支援・余暇事業http://yokohama-ikuseikai.jp/

045-323-1498/〒

NPO法人横浜シティガイド協会

231-0861

横浜市中区元町4-179 ウィスタリア元町703

号

045-228-7678
横浜市民及び観光客に横浜の魅力を伝え集

客増をはかるためのボランティアガイド事業http://www.ycga.com

045-228-7693/〒



公益財団法人横浜市ふるさと歴史

財団

224-0003

横浜市都筑区中川中央1-18-1 横浜市歴

史博物館内

045-912-7771 横浜の歴史の理解に資する国内外の資料や

文化財の調査研究等、横浜開港資料館等の

運営

http://www.yokohama-history.

org/

045-912-7780/〒

公益財団法人横浜市緑の協会

231-0021

横浜市中区日本大通58 日本大通ビル2階

045-228-9420
都市緑化の推進、横浜市内の公園、公園施

設、植物園、動物園等の管理運営
http://www.hama-midorinokyokai.

or.jp/

045-680-2031/〒

横浜商工会議所

231-8524

横浜市中区山下町2 産業貿易センター8階

045-671-7400

地域総合経済団体
http://www.yokohama-cci.or.jp

045-671-7410/〒

一般社団法人横浜青年会議所

231-0023

横浜市中区山下町2 産業貿易センター3階

045-671-7485

地域経済団体
http://www.yokohama-jc.or.jp

045-671-7489/〒

横浜中央地下街商店会

231-0015

横浜市中区尾上町3丁目35番地 横浜第一

有楽ビル8階

045-662-6011

商店会
http://www.marinard.co.jp/

045-661-1770/〒

横浜中華街発展会協同組合

231-0023

横浜市中区山下町118-2

045-662-1252

商店街事業協同組合
http://www.chinatown.or.jp

045-211-0593/〒

よこはま都心部水上交通実行委員

会

231-0066

横浜市中区日ノ出町2丁目145

なし
横浜都心部において水上交通の運行と周辺

地区の賑わいづくりを検討、実施サイトなし

なし/〒

横浜 成田山

220-0031

横浜市西区宮崎町30

045-231-4935

寺院
http://yokohamanaritasan.com/

045-231-8739/〒

公益社団法人横浜貿易協会

231-8691

横浜市中区海岸通1-1

045-211-0282

地域貿易振興
http://www.yfta.jp/

045-211-0285/〒

一般社団法人横浜みなとみらい21

220-0012

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ

スクエア横浜クイーンモール3階

045-682-0021
ＭＭ２１地区の街づくり調整や環境対策、文

化・プロモーション等のエリアマネジメントhttps://www.minatomirai21.com/

045-682-4400/〒

ランドマークプラザテナント会 （三

菱地所プロパティマネジメント株式

会社）

220-8115

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15階

045-224-2247

ランドマークプラザテナント会http://www.yokohama-landmark.

jp

045-224-2249/〒



官公庁

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

神奈川県 国際文化観光局

231-8588

横浜市中区日本大通1

045-210-1111

地方公共団体
http://www.pref.kanagawa.jp/

045-210-8870/〒

横浜市 交通局

220-0022

横浜市西区花咲町6丁目145番地 横浜花

咲ビル

045-326-3845

地方公営企業https://www.city.yokohama.lg.

jp/kotsu/

045-322-3912/〒



その他

会　員　名 業務内容TEL/FAX/URL住　所

業 種 区 分

株式会社アイビーインターナショナ

ル

104-0051

東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエ

アノースウイング2F

03-5859-0075

通訳・翻訳サービス、会議、イベント運営
http://www.ivyintl.com/

03-5859-0073/〒

株式会社アルテサロンホールディ

ングス

231-0031

横浜市中区万代町1丁目2番12号 VORT横

浜関内Ⅲ 2F

045-663-6123

美容室チェーン等を展開する持株会社
https://arte-hd.com/

045-663-6107/〒

株式会社アルテレーゴ

231-0011

横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジ

ネスセンターｰ6階 FSUSよこはま内

090-4913-4591 日中ビジネスマッチング、コンサルティング、

日中青少年文化交流、インバウンド集客、通

訳・翻訳
http://alterego.asia

なし/〒

アンスティチュ・フランセ横浜

231-0015

横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ビ

ル7階

045-201-1514
市民を対象とした語学教育、文化イベント等

の実施、日仏文化交流の促進
http://www.institutfrancais.

jp/yokohama/

045-201-7660/〒

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式

会社

105-6355

東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒ

ルズ森タワー

03-6752-2300
アニメーションや実写の映像作品の製作・配

給、ブルーレイ・DVDなどの製造・販売http://www.disney.co.jp/

03-6752-2704/〒

お母さん業界新聞社

221-0055

横浜市神奈川区大野町1番地8 アルテ横浜

406号室

045-444-4030
子育て支援に関わるさまざまな事業。味噌

（和食）普及啓発に関わるさまざまな事業http://www.30ans.com/

045-444-4031/〒

恩詩國際行銷有限公司
台湾高雄市苓雅區仁愛三街276號3樓

＋886-985-506

-365
台湾向けPRを全面サポート。メディア・インフ

ルエンサー招聘事業他に幅広く対応https://ansming.weebly.com/

-/〒

一般社団法人観光マーケティング

協会

222-0033

横浜市港北区新横浜2-12-16 遠藤ビル5

階

090-9011-1241
観光マーケティングの普及並びに啓蒙教育

活動http://tma.yokohama

/〒

関東学院大学

236-8501

横浜市金沢区六浦東1-50-1

045-786-7049

教育
http://univ.kanto-gakuin.ac.jp

045-786-7862/〒

CommuniCARE（コミュニカーレ）
150-0011

東京都渋谷区東2-23-5 ガーラ・アヴェ

ニュー渋谷902

090-5752-0163 情報発信メディア・ユーザーコミュニケーショ

ン事業。花とみどりで感謝を伝える文化をメ

ディア「MON BIJOUX」で発信。地域の威力

を[花とみどり×食」の切り口で伝えます

https://fleur-thanksgiving.com

/〒

ジェニークリニック横浜院

220-0004

横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜ビル

7F

045-290-4112

美容皮膚科（クリニック）
https://jennyc.jp/

045-290-4113/〒

相鉄ホールディングス株式会社

220-0004

横浜市西区北幸2-9-14

045-319-2052

グループ経営事業
https://www.sotetsu.co.jp/

045-319-2264/〒

株式会社チャイナ・フォーカス

105-0001

東京都港区虎ノ門3－23-6 秀和虎ノ門三

丁目ビル7階

03-6430-9366
中国語教室の運営、中国語翻訳、通訳、中

国進出企業へのサポートwww.chinafocus.jp

-/〒

株式会社DMC Greater Yokohama

231-0011

横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジ

ネスセンター9F

045-263-9615
国際・国内会議及び文化・学術等各種催物

の企画、誘致、開催及び運営http://dmc-yokohama.co.jp

045-263-9408/〒

株式会社日本仲人連盟

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-8-1 第3西青山ビル

5F

03-3486-8241 結婚相談所開業サポート及び支援。全国850

社の結婚相談所の統括・研修・婚活イベント

主催
www.nakodo.co.jp

03-3486-8304/〒



ハクビ 京都きもの学院 神奈川校

220-0004

横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル10F

045-319-5328

きもの着付け教室
http://www.hakubi.net

045-319-5327/〒

株式会社浜銀総合研究所

220-8616

横浜市西区みなとみらい3-1-1 横浜銀行

本店ビル

045-225-2371
シンクタンク（各種調査・研究・コンサルティン

グ、セミナー等の企画・運営）https://www.yokohama-ri.co.jp

045-225-2396/〒

ぴあ株式会社

150-0011

東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタ

ワー

03-5774-5200
チケット販売、出版物の刊行、イベントの企

画・制作・運営などエンタテインメント事業http://corporate.pia.jp

03-5774-5348/〒

株式会社ヒューマンリソースみらい

231-0013

横浜市中区住吉町4-45-1 関内トーセイビ

ルⅡ6階

045-650-4166

経営コンサルティング
www.hr-mirai.com

045-650-4199/〒

株式会社ヒンジス

230-0023

横浜市中区山下町195

045-864-2246
地産地消品の企画・製造・販売　インバウンド

対応コンサルティング かながわ鶏販売http://hinges.jp

03-6730-2914/〒

株式会社フジテレビジョン

137-8088

東京都港区台場2-4-8

03-5500-8888 放送事業、動画・VR・DVD・映画制作、広告

宣伝、権利ビジネス、マーチャンダイジング、

ゲーム他
http://www.fujitv.co.jp

-/〒

合同会社mayunowa

244-0805

横浜市戸塚区川上町91-1-2108

050-3488-4361
絹を用いた化粧品、スキンケア用品、エステ

ティック技術を柱とする「絹美容」を展開
https://mayunowa.co.

jp/company/

050-3488-4361/〒

株式会社ミツウロコグループホール

ディングス

104-0031

東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スク

エアガーデン

03-3275-6300

持株会社（グループの経営戦略・経営管理）
https://www.mitsuuroko.com/

03-3275-6350/〒

株式会社モーターボートヨコハマ

ボートピア横浜

231-0027

横浜市中区扇町3-7-1

045-227-1188

舟券場外発売所
http://www.bpy.jp/

045-681-3114/〒

株式会社UNISON COMPANY

231-0012

横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2階 さくら

WORKS内

070-6462-2543
音楽家 演奏家等のアーティストのマネジメン

トおよびプロモート業務http://unison-company.com

050-5865-9736/〒

公益財団法人横浜外国人墓地

231-0862

横浜市中区山手町96

045-622-1311 江戸時代末期から続く外国人墓地を管理運

営しています。資料館と所定の日時での墓地

内募金公開があります
http://www.yfgc-japan.com

045-622-1311/〒

横浜国際教育学院

220-0031

横浜市西区宮崎町43番地

045-250-3656

外国人に対する日本語教育
https://www.yiea.com

045-250-3657/〒

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/〒

株式会社横浜DeNAベイスターズ

231-0015

横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7F

045-681-0811

野球興行
http://www.baystars.co.jp/

045-663-7117/〒

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（横浜FC）

240-0045

横浜市保土ヶ谷区川島町522-3

045-372-5212

プロサッカーチームおよび下部組織の運営
https://www.yokohamafc.com

045-372-5211/〒

横浜ベイサイドマリーナ

236-0007

横浜市金沢区白帆1

045-776-7590

マリーナ業務
https://www.ybmarina.com/

045-776-7591/〒



横浜マリノス株式会社

222-0033

横浜市港北区新横浜2-6-3 DSM新横浜ビ

ル5F

045-285-0674

日本プロサッカーリーグ所属チーム
http://www.f-marinos.com

045-285-0688/〒

リヴィールエンタテインメント株式会

社

222-0011

横浜市港北区菊名7-1-18 2F

045-717-8510 俳優、タレント、アーティスト等の育成及びマ

ネジメント。映画、TV、Webコンテンツの企画

作成。ネットの配信サービス等
http://starjyan.com/

045-717-8511/〒

株式会社リクルートライフスタイル

100-6640

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウ

キョウサウスタワー

03-6835-6255
旅行・飲食・美容領域など日常消費領域にお

けるカスタマー、クライアントの業務支援http://www.recruit-lifestyle.co.jp/

03-6834-8628/〒

リスト株式会社

231-0015

横浜市中区尾上町4-47

045-671-1111

持株会社
www.list.co.jp

045-671-1199/〒

ロングランプランニング株式会社

162-0828

東京都新宿区袋町25

03-6228-1240
公演チケット販売「カンフェティ」、「tkts」、媒

体誌発行、旅行業https://longrun.biz

03-6228-1270/〒

株式会社WOWOWコミュニケーショ

ンズ

220-0012

横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ

マークプレイス3階

045-683-3660 コールセンター運営受託、デジタルマーケ

ティング運営支援、顧客応対品質コンサル

ティング
http://www.wowcom.co.jp/

045-683-3670/〒


