朝日オフセット印刷株式会社

株式会社旭クリエイト

吾妻印刷株式会社

アド富士株式会社

株式会社アミー

株式会社あんざい

株式会社エイエイピー

株式会社エイコープリント

株式会社NKB Y’s

株式会社NDCグラフィックス

株式会社MLINE

株式会社江森印刷所

株式会社大川印刷

株式会社オールスタッフ

株式会社オレンジ社

株式会社神奈川機関紙印刷所

〒 230-0048

045-511-0141

横浜市鶴見区本町通1-22

http://www.asahi-offset.com/

〒 231-0023

045-319-4980

/ 045-502-2170
総合印刷業

/ 045-319-4986

横浜市中区山下町51-1 読売横浜ビル2階
http://asahicreate.jpn.org/
旭ロジスティックス(株)気付

〒 232-0006

045-730-5161

横浜市南区南太田4-8-12

http://www.azma.co.jp

〒 220-0004

045-326-3557

媒体作成支援業（チラシやポスター パンフ
レットの広告やパネルなどもやっております）

/ 045-730-5171
印刷及びディスプレイ、サイン等

/ 045-326-3558

横浜市西区北幸2丁目10番33号 マニュライ
http://www.adfuji.co.jp
フプレイス横浜4階

〒 231-0005

045-223-2360

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

http://www.amie-j.co.jp

〒 233-0016

045-822-8497

横浜市港南区下永谷3-24-29

サイトなし

〒 231-0062

045-228-5269

横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみら
い10階

www.aap.co.jp

〒 232-0023

045-252-2711

横浜市南区白妙町5-69

http://www.eikoh-print.com

〒 220-6219

045-201-4021

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
タワーC 19F

http://www.nkb-ys.co.jp/

〒 231-0002

045-224-4776

横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO

http://www.ndc-graphics.jp/

〒 253-0045

0467-33-4545

神奈川県茅ヶ崎市十間坂 1-1-23-3F

http://www.idobata.co.jp

〒 221-0014

045-421-2297

横浜市神奈川区入江1-34-25

サイトなし

〒 245-0053

045-812-1131

横浜市戸塚区上矢部町2053

http://www.ohkawa-inc.co.jp

〒 231-0021

045-651-7719

横浜市中区日本大通18 KRCビル7F

http://www.allstaff.jp

〒 102-0074

03-3239-0700

/ 045-223-2293

総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製
作・施工

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

/ 045-824-1303
印刷業・葬祭業

/ 045-228-5272

/ 045-251-8501

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

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

/ 045-201-3860
広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

/ 045-224-4848

/ 0467-86-0341

/ 045-401-2556

/ 045-812-1135

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

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

印刷業（一般印刷物、カラー印刷、CDROM）等

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

/ 045-651-7885
広告企画制作プロダクション

/ 03-3239-0711

東京都千代田区九段南3-9-12 九段ニッカ
http://www.orange-sha.co.jp
ナビル6階

〒 236-0004

045-785-1700

横浜市金沢区福浦2-1-12

http://www.kki.co.jp

/ 045-784-6902

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）

機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、
Web企画作成など

株式会社ガリバー

有限会社関内印刷

cubic株式会社

株式会社京王エージェンシー

有限会社ケイケイスタジオ

笹徳印刷株式会社 横浜支社

株式会社佐藤印刷所

山陽印刷株式会社

株式会社湘南よみうり新聞社

株式会社セルディビジョン

ノガン株式会社

株式会社野毛印刷社

株式会社ぱど

株式会社ブーン

株式会社フォルマーデザイン

株式会社武揚堂

〒 221-0031

045-440-6341

横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノ
ウェイブ100 17階

http://www.gulliver.co.jp

〒 231-0023

045-201-2266

/ 045-440-6345

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

/ 045-211-1116

横浜市中区山下町92-2 第10 Z 西村ビル1
サイトなし
階

印刷業

〒 231-0004

045-226-3550

横浜市中区元浜町4-39 三橋ビル8F

http://www.mirea-web.jp

〒 163-0867

03-3348-8610

/ 045-212-3549

/ 03-5326-8060

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NS
http://www.keio-ag.co.jp/
ビル23階

〒 232-0012

045-231-4774

横浜市南区南吉田町5-47

サイトなし

〒 220-0011

045-461-3511

横浜市西区高島2-3-22 横浜OTビル8階

http://www.sasatoku.co.jp

〒 220-0042

045-231-2434

横浜市西区戸部町1-13

http://www.spms-net.ne.jp

〒 236-0004

045-785-3434

横浜市金沢区福浦2-1-13

http://www.sanyoprint.co.jp/

〒 231-0023

045-651-5010

横浜市中区山下町51-1 読売横浜ビル1F

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

〒 220-0011

045-548-6861

横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜
2F CDC

http://www.celldivision.jp

〒 231-0002

045-681-7808

/ 045-231-4799

/ 045-461-3515

/ 045-242-6280

/ 045-786-1105

/ 045-201-9749

/ 045-548-6862

/ 045-330-7628

横浜市中区海岸通1-1 ジャパンエキスプレ
http://nogan.jp
スビル3F

〒 231-0012

045-252-2511

横浜市中区相生町5-79

http://www.noge.co.jp

〒 221-0835

045-287-2810

/ 045-252-8826

/ 045-287-2811

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビ
http://www.pado.co.jp
ル4F

〒 162-0815

03-3269-9981

東京都新宿区筑土八幡町2-5 梅野ビル4
階

http://www.boon.co.jp

〒 245-0061

080-3090-0369

横浜市戸塚区汲沢1-21-11

http://www.vollmer-design.com

〒 152-0003

03-5704-7561

東京都目黒区碑文谷1丁目3番25号

http://www.buyodo.co.jp/

/ 03-3269-9982

/

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

総合広告代理業・サイン＆スペースデザイン・
媒体管理業務

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

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

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

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

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

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。

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)

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

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

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

なし
インバウンドを軸としたデザイン・企画・制作

/ 03-5704-6685

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

〒 105-0012
株式会社プランドゥ・ジャパン

株式会社フロッグカンパニー

株式会社メッド

株式会社メディア総合研究所

一般社団法人夜景観光コンベン
ション・ビューロー

YAMAGATA株式会社

株式会社ルーツ

ワークスプレス株式会社

03-5470-4401

/ 03-5470-4410

東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト
http://www.plando.co.jp
4階401

〒 231-0014

045-663-7413

横浜市中区常盤町4-42 石井ビル３階

http://www.frogcompany.jp

〒 701-0114

086-463-5344

岡山県倉敷市松島1075-3

http://www.med-group.co.jp

〒 151-0051

03-5414-6210

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 SKビル4F

http://www.media-int.net/

〒 104-0054

03-6204-0115

東京都中央区勝どき1-13-6 プラザタワー
勝どき4008

http://www.yakei-cvb.or.jp/

〒 220-8515

045-461-4000

横浜市西区高島2-6-34

https://www.yamagata-corp.com

〒 158-0096

03-5755-3918

東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F

http://www.adroots.jp

〒 158-0081

03-5706-7690

東京都世田谷区深沢4-34-13

https://www.workspress-map.
com/

/ 045-663-7414

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

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

/ 086-463-5345
医学学会の企画・運営

/ 03-5414-6510
翻訳、多言語翻訳、ツール翻訳、機械翻訳。

/ 03-6204-0112

/ 045-453-2856

/ 03-5755-3908

/ 03-5706-7065

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

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。

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

地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の
作成

