〒 231-8611
株式会社アール・エフ・ラジオ日本 横浜市中区長者町5-85

株式会社アイネット

アプレット株式会社

株式会社アミー

株式会社アルテレーゴ

株式会社イージェーワークス

045-682-0800

https://www.inet.co.jp

〒 150-0011

03-6427-3377

東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル3階

http://www.applet-jp.com/

〒 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

〒 231-0011

090-4913-4591

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

http://alterego.asia

〒 222-0033

045-472-2879

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

https://www.ejworks.com

株式会社ADCOMMUNICATIONS 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビ
ル4階

ENGAWA株式会社

株式会社オーエイチ

株式会社大塚商会 横浜支店

株式会社オールスタッフ

株式会社オレンジ社

民間AMラジオ放送
http://www.jorf.co.jp

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

〒 231-0004

株式会社MLINE

/ 045-231-1457

〒 220-8401

〒 150-0002
インフィニティ・コミュニケーションズ
東京都渋谷区渋谷3-10-5 TOHTAMビル
株式会社
2F

株式会社Fjイデアス

045-231-1531

/ 045-682-0811
情報サービス業

/ 03-6427-3378
Web制作、システム構築、イベント企画、装飾

/ 045-223-2293

/

なし

外国人観光客集客支援（施設・作品多言語
音声解説、入場券オンライン販売を無料に
て）

/ 045-472-2869
Web開発事業、インターネット接続サービス業

03-6712-6157

/ 03-6712-6158

http://www.dccom.co.jp/
045-222-8312

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

/ 045-222-8283
アプリ、Web、SNSを活用したPR

http://www.adcom.info

〒 231-0003

080-4060-8313

横浜市中区北仲通3丁目33番地 関内
フューチャーセンター162

http://www.fjideas.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

〒 151-0051

03-6432-9948

/ 045-330-6260

/ 0467-86-0341

/ 03-6438-9426

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12-8 SSUビル１F http://engawa.global/

〒 150-0012

03-6276-5080

東京都渋谷区広尾1-11-4 共立ビル 4F

http://www.ooh.co.jp

〒 221-0056

045-453-1331

横浜市神奈川区金港町3-3

http://www.otsuka-shokai.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

/ 03-6276-5081

/ 045-453-1337

あとろこ横浜の運営、デジタルメディアの企
画・開発・運営、ソフトウェア開発

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

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

交通・宿泊施設の外国人向けウェブサイト制
作、および訪日外国人向けプロモーション

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

/ 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

〒 220-6216
株式会社KADOKAWA 横浜オフィ
横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
ス
タワーC 16F

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

045-641-8788

/ 045-641-8787

http://www.kadokawa.co.jp/

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）

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

株式会社神奈川機関紙印刷所

〒 236-0004

045-785-1700

横浜市金沢区福浦2-1-12

http://www.kki.co.jp

〒 231-0801

045-623-5283

キャプテン翼スタジアム 横浜元町 横浜市中区新山下3-2-5

cubic株式会社

クラブツーリズム株式会社

株式会社グランマップ

株式会社ぐるなび 横浜営業所

KDDI株式会社 南関東総支社

株式会社コーエーテクモゲームス

株式会社コネル

笹徳印刷株式会社 横浜支社

株式会社サンケイリビング新聞社

山陽印刷株式会社

なし

http://www.tsubasa-stadium.com
045-226-3550

横浜市中区元浜町4-39 三橋ビル8F

http://www.mirea-web.jp

〒 160-8308

03-5323-6965

/ 045-212-3549

/ 03-5323-6678

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド
http://www.club-t.com
ウイング7階

〒 235-0005

045-751-6240

横浜市磯子区東町17-29 ソフトタウン根岸
壱番館804号

http://www.asahimap.co.jp

〒 221-0835

045-412-1168

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2

http://www.gnavi.co.jp

〒 220-0011

045-211-1671

横浜市西区高島 1丁目1-2 横浜三井ビル
ディング 25階

http://www.kddi.com

〒 223-8503

045-564-3100

横浜市港北区箕輪町1-18-12

http://www.koeitecmo.co.jp/

〒 103-0002

03-6661-6624

/

なし

/ 045-312-5131

機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、
Web企画作成など

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

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

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

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

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

/ 045-211-1674
電気通信事業

/ 045-561-8020

/ 050-3488-2540

東京都中央区日本橋馬喰町2-6-4 馬喰町
http://konel.jp/
FACTORY

イベントの企画・運営、CD・グッズの企画・制
作・販売

コミュニケーション全般のプランニング；プロ
デュース・クリエイティブ実装(取付,組立）。

046-845-5840

/ 050-3737-8614

神奈川県三浦市南下浦町菊名169

ウエディングプロデュース＆イベント、Web制
http://www.concept-wedding.com 作・運用

〒 220-0011

045-461-3511

/ 045-461-3515

横浜市西区高島2-3-22 横浜OTビル8階

http://www.sasatoku.co.jp

〒 231-0015

045-661-1711

横浜市中区尾上町5-78 キリン横浜ビル6F

http://www.sankeiliving.co.jp

〒 236-0004

045-785-3434

横浜市金沢区福浦2-1-13

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

〒 250-0055

0465-46-7293

株式会社ジーリーメディアグループ 神奈川県小田原市久野525-1

JFEテクノリサーチ株式会社

/

〒 231-0004

〒 238-0102
コンセプトウエディング

/ 045-784-6902

/ 045-640-1080

/ 045-786-1105

/

なし

http://www.geelee.co.jp

〒 100-0004

03-3510-3400

東京都千代田区大手町2-7-1

http://www.jfe-tec.co.jp/

〒 231-0005
株式会社ジェイコムイースト横浜テレビ
横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道
局(J：COM横浜)

045-393-3015

/ 03-3510-3469

/ 045-393-3025

http://www.jcom.co.jp

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

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

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

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。

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

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

〒 231-0063
JFlight

株式会社シティコミュニケーション
ズ

株式会社ジュピターテレコム 神奈
川メディアセンター

株式会社湘南よみうり新聞社

ソフトバンク株式会社

株式会社テレビ神奈川

株式会社電通東日本 横浜支社

トーヨー企画株式会社

株式会社ドコモCS 神奈川支店

凸版印刷株式会社 横浜営業所

株式会社日旅ビジネスクリエイト

日興テクノス株式会社

日本放送協会 横浜放送局

株式会社ぱど

〒 221-0835

/ 045-251-9744

045-290-1790

/ 045-290-1744

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アサヒビル
http://www.city-s.co.jp
3F

〒 251-0041

0466-60-7200

神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-41 株式会
社ジェイコム湘南内

http://www.jcom.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

〒 105-7317

03-6889-9311

東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビル
ディング15階

https://www.softbank.jp

〒 231-8001

045-651-1710

横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジ
ネスセンター

http://www.tvk-yokohama.com/

〒 220-6007

045-681-8761

横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズ
タワーA7階

http://www.dentsu-east.co.jp/

〒 102-0072

03-3262-6605

/ 0466-37-4251

/ 045-201-9749

/ 03-6889-9367

エアバスA320の操縦席を再現した本格的フ
ライトシュミレーターの運営

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。

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

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

携帯・固定通信サービスの提供 IOT及びロ
ボットやAIの法人への提供。

/ 045-661-0022
放送業

/ 045-662-1311
総合広告代理業

/ 03-3262-6705

東京都千代田区飯田橋1‐5‐8 アクサンビル
http://www.toyoag.co.jp
2F

〒 220-8536

045-226-8041

横浜市西区みなとみらい4-7-3 横浜メディ
アタワー20F

http://www.docomo-cs.co.
jp/index.html

〒 220-0023

045-320-0517

/ 045-222-7075

/ 045-320-6559

横浜市西区平沼1-39-3 三石ヨコハマビル5
http://www.toppan.co.jp/
階

〒 105-0022

03-6683-9086

東京都港区海岸2丁目1番24号 NAC港ビ
ル5F

http://www.nbcw.co.jp

〒 235-0023

045-761-2441

横浜市磯子区森3-3-5 日興ビル

http://www.nikko-technos.com/

〒 231-8324

045-212-2831

横浜市中区山下町281

http://www.nhk.or.jp/yokohama/

〒 221-0835

045-287-2810

/ 03-3455-3421

/ 045-761-2600

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

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。

”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。

観光アプリ制作、多言語翻訳、デジタルパン
フレット制作

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

/ 045-212-5540
放送業

/ 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

〒 231-0003
株式会社パパカンパニー

045-250-5053

横浜市中区花咲町3-103-2 アマデウスビル
http://jflight.jp
2F

045-479-6012

/ 050-3730-4128

横浜市中区北仲通3-33 関内フューチャー
http://www.papacompany.co.jp
センター

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

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

〒 160-0022
03-3353-8581 / 03-3353-8599
株式会社パンテル・インターナショ
中国語翻訳、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.co.jp
ナル

ぴあ株式会社

ピアサポート株式会社

株式会社ピー・アール・オー

〒 150-0011

03-5774-5200

東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタ
ワー

http://corporate.pia.jp

〒 224-0007

045-948-5220

横浜市都筑区荏田南5-7-6

http://www.peer-support.co.jp

〒 231-0023

045-227-5611

〒 101-0036

5th boat（フィフス ボート）

フードダイバーシティ株式会社

株式会社ブーン

株式会社フォルマーデザイン

富士ゼロックス神奈川株式会社

株式会社 Bright Wave Media

株式会社フラッグスタッフ

BULLS

株式会社ベクトル

株式会社マイナビ

/ 045-227-5613

非公開

/

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

印刷、アウトソーシング業務、障害福祉サービ
ス(就労支援)

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

非公開
電気通信事業

www.ntt-east.co.jp/kanagawa/
03-5289-0161

/ 03-5289-0162

東京都千代田区神田北乗物町1-1 イトーピ
http://www.finex.co.jp/
ア神田共同ビル４Ｆ

〒 225-0002
株式会社VM ビタミンママ

/ 045-948-5221

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

〒 231-0023
東日本電信電話株式会社 神奈川
横浜市中区山下町198
事業部

株式会社ファイネックス

/ 03-5774-5348

045-904-4320

/ 045-904-4394

横浜市青葉区美しが丘1-5-2 エクセル910
http://www.vitaminmama.com
ビル4-A

〒 221-0802

090-2152-8507

横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102

http://5thboat.com

〒 111-0034

03-5811-1947

/

/

なし

なし

東京都台東区雷門1丁目16-8 小海ビル3F www.halalmedia.jp

〒 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

〒 220-0012

045-681-1101

/ 03-3269-9982

/

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
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

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。

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

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

/ 045-681-6442

横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルー
http://www.fujixerox.co.jp/knx/
アベニュー 13階

〒 231-0063

045-341-4122

横浜市中区花咲町一丁目42番地1 2Ｆ

http://www.yokohamaseasider.
com/

〒 231-0023

050-5539-9999

横浜市中区山下町195 薩摩町ビル4階

http://www.flagstaff.co.jp/

〒 235-0005

045-349-9195

横浜市磯子区東町10-24 エーワンビル2Ｆ

サイトなし

〒 107-0052

03-5572-6080

東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシ
ティ18F

https://vectorinc.co.jp

〒 100-0003

03-6267-4388

/ 045-341-4122

/ 045-330-4858

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

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

外貨両替、SIMカードおよび携帯電話端末の
販売

/ 045-349-9196
飲食業 通信工事業

/ 03-6673-4282

/ 03-6267-4397

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイド
http://www.mynavi.jp
ビル 9F

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

自社メディア運営(暢遊日本、マイナビ、マイ
ナビニュース、マイナビウーマン他)

〒 105-0013
03-5776-0921 / 03-5776-0916
映像によるコンテンツ制作とシステム開発力を
株式会社マザーズシステム・ジャパ
東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア
合わせたウェブとの連動を事業としている
ン
http://www.motherssystem.com
1604
〒 226-0027
株式会社まちづくりプラットフォーム 横浜市緑区長津田7-18-5-2

株式会社メディア・ガーデン

株式会社メディア総合研究所

株式会社メディアライン

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

株式会社やまとごころ

ユーファクトリー株式会社

株式会社有隣堂

横浜エフエム放送株式会社

横濱和婚 ウエディングネットアカ
デミー

有限会社ライフウェア・サービス

045-983-5172

/

なし

http://www.machi-pla.com/

〒 224-0037

045-945-3800

横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56

http://www.media-garden.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/

〒 220-0073

045-410-1131

横浜市西区岡野2-15-32 日鴻ビル3F

http://www.media-line.jp/

〒 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

〒 160-0022

03-5312-8314

東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND
LEAGUE 501号

http://www.yamatogokoro.jp

〒 225-0015

045-530-4111

横浜市青葉区荏田北1-2-1 platform214

http://www.u-factory.co.jp

〒 244-8585

045-825-5551

横浜市戸塚区品濃町881-16

http://www.yurindo.co.jp/

〒 220-8110

045-224-1003

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

http://www.fmyokohama.co.jp/

〒 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

〒 162-0041

03-3209-9410

東京都新宿区早稲田鶴巻町107-5

http://www.lifeware.co.jp

/ 045-945-3807

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。

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

/ 03-5414-6510
翻訳、多言語翻訳、ツール翻訳、機械翻訳。

/ 045-410-1132

/ 03-6204-0112

/ 045-453-2856

/ 03-4333-7398

/ 045-530-4112

/ 045-825-5520

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)

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。

インバウンドに特化したBtoB向け情報メディア
の運営、教育・研修事業、人材事業。

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

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

/ 045-224-1013
放送業

/ 045-260-1620

/ 03-6800-5355

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。
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。

〒 220-0012
045-227-3100 / 045-227-2230
事務機器・OA機器・情報処理・インターネット
リコージャパン株式会社 神奈川支
横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみ
サービス等
社
http://www.ricoh.co.jp
らいグランドセントラルタワー5F
〒
旅奇広告有限公司

株式会社ルーツ

110

886-2-2747-9077

/

886-2-2747-9075

台北市信義区基隆路一段159号4階

http://www.richmarcom.tw/

〒 158-0096

03-5755-3918

東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F

http://www.adroots.jp

/ 03-5755-3908

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

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

〒 150-0022
レインボウパブリシング株式会社

ロングランプランニング株式会社

ワークスプレス株式会社

YDMS株式会社

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

和テンション株式会社

03-6451-2715

/ 03-6451-2716

東京都渋谷区恵比寿南2-9-5 恵比寿南ハ
http://rainbow-p.jp/
ウス303

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

/ 03-6228-1270 公演チケット販売「カンフェティ」

〒 162-0828

03-6228-1240

東京都新宿区袋町25

https://longrun.biz

〒 158-0081

03-5706-7690

東京都世田谷区深沢4-34-13

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

〒 231-0004

045-222-8337

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビ
ル4階

http://www.yokohamadmc.com

〒 104-0061

03-6758-2111

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル
4F

http://wi2.co.jp

〒 150-0002

03-6418-5701

東京都渋谷区渋谷2-3-8 倉島渋谷ビル
401

http://company.wattention.com/

/ 03-5706-7065

「Tickets Today」
媒体誌発行、旅行業
地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の
作成

/ 045-222-8283
MICEに関連するエリアマーケティング事業

/ 03-6758-2110
無線ブロードバンド事業の展開

/ 03-6862-6760

世界11ヶ国でインバウンド促進の外国語フ
リーマガジンの発行及びWebでの情報発信

