アサヒタクシー株式会社

飛鳥交通神奈川株式会社

上野トランステック株式会社

株式会社エヌケイキャブ

株式会社カーニバル・ジャパン

神奈川中央交通株式会社

神奈川都市交通株式会社

神奈川旅客自動車協同組合

神奈中観光株式会社

金港交通株式会社

京浜急行電鉄株式会社

京浜フェリーボート株式会社

〒 231-0851

045-641-9875

横浜市中区山元町4-188

http://www.asahitaxi-hama.co.jp

〒 232-0053

045-711-0008

横浜市南区井土ヶ谷下町18番地1

http://www.aska-web.co.jp/

〒 231-0023

045-671-7535

横浜市中区山下町46 第1上野ビル

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

〒 235-0036

045-752-1321

横浜市磯子区中原1-1-45

http://www.nk-km.co.jp

〒 104-0061

03-3573-3610

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル6
階

http://www.princesscruises.jp

〒 254-0811

0463-22-8800

神奈川県平塚市八重咲町6-18

http://www.kanachu.co.jp/

〒 220-0021

045-324-0100

横浜市西区桜木町7-41

http://www.toshikoutsu.co.jp

〒 231-0027

045-226-3170

横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル3階

http://www.radio-taxi.org

〒 194-0004

042-788-2635

東京都町田市鶴間1534番地1

http://www.kanachu-kanko.co.jp

〒 235-0001

045-758-0404

横浜市磯子区上町11-3

http://www.kinkou-taxi.co.jp

〒 108-8625

03-3280-9188

東京都港区高輪2丁目20番20号

www.keikyu.co.jp

〒 231-0002

045-201-0821

横浜市中区海岸通1-1

http://www.keihinferry.co.jp

/ 045-651-0833

/ 045-713-0365

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

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）

/ 045-671-7537
石油製品、石油化学製品の海上運送業

/ 045-752-1354

/ 03-3573-3607

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）

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

/ 0463-22-8840
旅客運輸・不動産・ホテル・飲食店経営等

/ 045-324-0108

/ 045-226-3171

/ 042-788-2694

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

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

貸切バス事業、旅行業、不動産賃貸業、労働
者派遣事業

/ 045-758-2221
一般乗用旅客自動車運送業

/ 03-3280-9193
鉄道業

/ 045-201-9534
横浜港内遊覧事業・通船事業

〒 220-0004
045-290-8377 / 045-290-7838
株式会社ケーエムシーコーポレー
横浜市西区北幸2-15-1 東武横浜第2ビル
クルーズ船の運航 マリーナ
ション
http://www.reservedcruise.com/
7階

康平運送株式会社

国際自動車株式会社

Cycle Travelation

〒 221-0862

045-383-1321

横浜市神奈川区三枚町601

http://www.korhei.com

〒 107-0052

03-6277-7272

東京都港区赤坂2-8-6 km赤坂ビル

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

〒 220-0073

045-550-4993

横浜市西区岡野1-11-8 2F

http://cycletravelation.com

/ 045-382-0920

/ 03-3586-1020

/

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。

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

なし
レンタルサイクルを用いた横浜の観光案内

佐川急便株式会社 横浜営業所

ザ・クイーンハイヤー横浜

サンタクシー株式会社

三和交通株式会社

シクロポリタン ヨコハマ

シティアクセス株式会社

〒 236-0002

045-775-1311

横浜市金沢区鳥浜町7-3

http://www.sagawa-exp.co.jp

〒 230-0054

045-508-5050

全日本空輸株式会社 東京本店

大栄交通株式会社

東京汽船株式会社

東京急行電鉄株式会社

東京ヤサカ観光バス株式会社

株式会社ドコモ・バイクシェア

株式会社日新

日本郵便株式会社 南関東支社

宅配便など各種輸送にかかわる事業

/ 045-520-1230

横浜市鶴見区大黒ふ頭22 YCC-横浜国際
www.queenhire.com
流通センター7F

〒 231-0813

045-622-9923

横浜市中区かもめ町20

http://www.suntaxi.com

〒 222-0035

045-471-8361

横浜市港北区鳥山町480

http://www.sanwakoutsu.co.jp/

〒 231-0026

045-228-3380

横浜市中区寿町1-1-11 興和ビル1F

http://cyclopolitain.jp

〒 231-0801

045-621-1315

横浜市中区新山下3-8-45

http://www.cityaccess.co.jp

〒 221-0044
首都高速道路株式会社 神奈川管
横浜市神奈川区東神奈川1-3-4
理局

旬菜 屋形船 つき丸

/ 045-775-1370

一般乗用旅客自動車運送事業（ハイヤー）及
び自動車販売事業

/ 045-622-9924
一般乗用旅客運送事業

045-451-7906

/ 045-473-1099

/ 045-228-3381

/ 045-621-1332

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー・ハ
イヤー）

電動３輪自転車タクシーの運営（イベント企
画、車体広告）、農業、通販

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

/ 045-451-7957
首都高速道路(神奈川線）の管理･維持･補修

http://www.shutoko.jp

〒 231-0801

045-263-6361

横浜市中区新山下1-7-19-101

http://tsukimaru.jp

〒 103-0027

050-3815-5258

/ 045-625-0173

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。

/ 03-6733-4601

東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイ
http://www.ana.co.jp/cp/
ス日本橋

〒 231-0023

045-651-4051

横浜市中区山下町210

http://www.daieitaxi.com

〒 231-0023

045-671-7711

横浜市中区山下町2 産貿ビル7階

http://www.tokyokisen.co.jp/

〒 150-8511

03-3477-6034

東京都渋谷区南平台町5-6

http://www.tokyu.co.jp

〒 230-0034

045-508-5225

横浜市鶴見区寛政町22-18

http://www.tokyo-yasakabus.jp/

〒 105－0001

03-3434-8192

東京都港区虎ノ門3丁目8-8 NTT虎ノ門ビ
ル6階

http://docomo-cycle.
jp/yokohama/

〒 231-8477

045-671-6111

定期航空運送事業

/ 045-681-2185
一般乗用旅客自動車運送業

/ 045-664-3653
曳船業務

/ 03-3770-9389

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

/ 045-507-0511
貸切観光バス事業、旅行業、不動産業

/ 03-3434-8199

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

/ 045-671-6118

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上
http://www.nissin-tw.co.jp/
町ビル8階

〒 210-8797

044-280-9184

川崎市川崎区榎町1-2

http://www.post.japanpost.jp/

/ 044-280-9171

運輸倉庫業

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

日本サントスキャブ株式会社

株式会社はとバス

〒 234-0054

045-833-1261

横浜市港南区港南台7-53-14

http://www.japan-santos.co.jp/

〒 143-8512

03-3761-1221

東京都大田区平和島5丁目4番1号

http://www.hatobus.co.jp

〒 220-0023
東日本旅客鉄道株式会社 横浜支
横浜市西区平沼1-40-26
社

日の丸自動車興業株式会社

藤木企業株式会社

株式会社ポートサービス

株式会社マリンツーリスト

屋形船 すずよし

屋形船 濱進

屋形船 正義丸

ヤマト運輸株式会社 神奈川主管
支店

横浜高速鉄道株式会社

横浜交通開発株式会社

株式会社横浜シーサイドライン

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

/ 03-3761-4035
定期観光バス・貸切観光バス・ホテルの営業

045-320-2451

/ 045-320-2449
旅客鉄道事業・旅行業・広告業・飲食店業

http://www.jreast.co.jp

〒 112-0004

03-5689-0912

東京都文京区後楽一丁目1番8号

http://www.hinomaru.co.jp/

〒 231-0003

045-211-1531

横浜市中区北仲通二丁目14番地

http://www.fujikigroup. ※
com/japan/fkigyo/index.htm

〒 231-0023

045-671-7781

/ 045-671-7729

〒 220-0012

045-263-9360

/ 045-263-9350

横浜市西区みなとみらい2-1

http://www.hamapara.com

〒 220-0046

045-231-1600

横浜市西区西戸部町3丁目297-10

http://www.suzuyoshi.jp

〒 236-0015

045-781-7377

横浜市金沢区金沢町103-6

http://www.hamashin.co.jp

〒 221-0021

045-441-4297

横浜市神奈川区子安通1-174

http://www.masayoshi-maru.jp/

〒 230-0035

045-508-4081

横浜市鶴見区安善町1-1-1

http://www.kuronekoyamato.co.jp

〒 231-0861

045-664-1621

横浜市中区元町1-11

http://www.mm21railway.co.jp

〒 222-0033

045-620-6606

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

http://www.yokohama-td.co.jp

〒 236-0003

045-787-7000

横浜市金沢区幸浦2-1-1

http://www.seasideline.co.jp

/ 03-3814-1052

/ 045-212-3112

定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期
航路事業

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

横浜港クルーズ、港湾交通船運航水上バス、
横浜市中区山下町2 産業貿易センター７階 http://www.yokohama-cruising.jp レストラン船事業、船上ウェディング事業

〒 220-0011
横浜シティ・エア・ターミナル株式会
横浜市西区高島2-19-12 スカイビル15階
社
〒 231-0005
横浜新港倉庫株式会社

/ 045-832-7881

旅客遊覧船運行

/ 045-242-2049

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）

/ 045-784-1887
飲食業、屋形船

/ 045-731-8328
屋形船、遊覧船

/ 045-502-4132
宅急便を中心とした総合物流

/ 045-664-1620
鉄道業 みなとみらい線

045-459-4812

/ 045-620-7106

/ 045-787-7019

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

旅客運送業(金沢シーサイドラインの管理運
営)

/ 045-459-4866
一般自動車ターミナル業

http://www.ycat.co.jp
045-201-1551

/ 045-211-2591

横浜市中区本町3-30-7 横浜平和ビル4階 http://www.sinko-soko.co.jp/

倉庫業

Limousine Taxi Jun/Jun Creative
Tours

〒 241-0833

045-353-1562

横浜市旭区南本宿町121

http://www.tour-jun.com/

〒 220-0072

045-225-8100

株式会社レクシステム(レクトラベル) 横浜市西区浅間町5-378-12 Kビル2階

/ 045-352-1137

/ 045-323-4477

http://www.rec-system.co.jp

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

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

