株式会社アート宝飾

〒 231-0014

045-662-3111

横浜市中区常盤町4-45

http://www.artjewelry.co.jp

/ 045-681-6363

宝石・貴金属・アクセサリーの輸入、製造、販
売

〒 231-0048
045-900-2777 / 045-242-3251
ブランド品リユース業。腕時計、皮革製品、宝
株式会社アールケイエンタープライ
横浜市中区蓬莱町3-104 RKセントラルビル http://www.rk-enterprise.jp
飾品などの小売。
ズ
〒 220-0004
アド富士株式会社

株式会社アミナコレクション チャイ
ハネ

イオンリテール株式会社

イセザキ・モール１･２St.

株式会社江戸清

株式会社大貫カメラ

神奈川トヨタ自動車株式会社

株式会社キタムラ

株式会社キタムラ・ケイツウ

キリンビール株式会社 横浜支社

株式会社グローバル

コスミック流通産業株式会社

株式会社サンオータス

045-326-3557

/ 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

〒 231-0023

045-681-0711

総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製
作・施工

/ 045-681-0340

横浜市中区山下町123-1 横浜クリードビル
http://www2.amina-co.jp/
7Ｆ

衣料・雑貨・民芸品、輸入、卸、小売

〒 221-0821

045-438-3520

横浜市神奈川区富家町1-1

http://www.aeonretail.jp/

〒 231-0046

045-261-7535

横浜市中区末広町2-6-10

http://www.isezaki.jp

〒 236-0003

045-791-1611

横浜市金沢区幸浦2-1-9

http://www.edosei.com

〒 231-0065

045-231-0306

横浜市中区宮川町2-47

http://www.camera-ohnuki.com/

〒 221-0052

045-459-2050

横浜市神奈川区栄町7-1

http://www.kanagawatoyota.com/

〒 231-0861

045-664-1189

/ 045-641-2951

横浜市中区元町4-178

オリジナルハンドバッグ、グッズ、靴などの販
http://www.motomachi-kitamura. 売
com

〒 231-0861

045-662-1236

/ 045-307-7370

横浜市中区元町2-95

http://www.kitamurak2-shop.
com/

〒 231-0015

045-641-9561

横浜市中区尾上町5-78 キリン横浜ビル

http://www.kirin.co.jp

〒 231-0023

045-212-5800

横浜市中区山下町194

http://globalco.jp

〒 220-0011

045-450-6801

横浜市西区高島2丁目1番18-1101

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

〒 222-0033

045-473-1211

横浜市港北区新横浜2-4-15

http://www.sunautas.co.jp/

〒 220-0004

045-311-1450

/ 045-438-3523
衣食住を取り揃える総合小売業

/ 045-261-7647
商店街事業振興組合

/ 045-791-1635
食品の製造・販売

/ 045-231-8531
カメラ販売、DPE受付

/ 045-459-2231
自動車の販売及び修理、リース業

ハンドバッグ等服装飾雑貨・装身具の販売

/ 045-662-0858
酒類・飲料の営業および販売促進

/ 045-212-5900
食品の輸出入、卸売

/ 045-450-6805

/ 045-474-3310

/ 045-311-5262

サントリー酒類株式会社 横浜支店 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル11
http://www.suntory.co.jp/
階

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

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

酒類（ビール・ウイスキー・RTD・焼酎等）の販
売

株式会社ジーマ

株式会社シマソービ

株式会社島忠

株式会社ジャパンインバウンドソ
リューションズ

〒 220-0005

045-412-4531

横浜市西区南幸2-19-2 第2土屋ビル4階

http://cheersbridal.com

〒 231-0005

045-319-4075

横浜市中区本町4-36 朝日生命横浜本町
ビル2F

http://www.simasobi.co.jp

〒 331-8511

048-623-7711

埼玉県さいたま市西区三橋5-1555

http://www.shimachu.co.jp/

〒 136-0071

03-5858-2881

招福門

シルク専門店 シルクマルベリー

株式会社新藤

新横浜プリンスペペ

株式会社スタージュエリーブティッ
クス

株式会社相鉄ビルマネジメント

株式会社そごう・西武 そごう横浜
店

ソフトバンク株式会社

株式会社ダイイチ

株式会社髙島屋 横浜店

株式会社近澤レース店

/ 045-319-4085

/ 048-623-4500

/ 03-3681-2580

東京都江東区亀戸1-40-2 ドン・キホーテ亀
http://www.j-i-s.co.jp/
戸社屋4階

〒 103-0027
首都高速道路サービス株式会社

/ 045-412-4501

03-6262-3910

/ 03-3273-7231

東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBC
http://www.shutoko-sv.jp
ビルディング2階

〒 231-0023

045-664-4141

横浜市中区山下町81-3

http://www.shofukumon.com

〒 231-0023

045-680-5599

/ 045-664-4181

/ 045-680-5599

横浜市中区山下町1番地 シルクセンター内
http://www.silkmulberry.jp
英一番街

〒 231-0056

045-262-4102

横浜市中区若葉町2-29 シンフジコヲト 4F

http://www.tenimuhou.jp/

〒 222-0033

045-474-7777

横浜市港北区新横浜3-4

http://www.prince-pepe.com

〒 231-0861

045-212-6880

横浜市中区元町1-24

http://www.star-jewelry.com

〒 220-0005

045-326-3032

横浜市西区南幸2-1-22

http://s-bm.info/

〒 220-8510

045-465-2111

横浜市西区高島2-18-1

http://www.sogo-gogo.com

〒 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

〒 231-8631

045-241-8916

横浜市中区宮川町3-89 ダイイチビル

http://www.un-daiichi.co.jp/

〒 220-8601

045-311-5111

横浜市西区南幸1-6-31

http://www.takashimaya.co.
jp/yokohama/

〒 231-0868

045-661-0851

横浜市中区石川町1-40-1

http://www.chikazawa-lace.co.jp

/ 045-261-6829

/ 045-474-3333

ウェディングプロデュース「チアーズブライダ
ル」

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）

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。

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。

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

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

シルク製品（主に自社開発／紳士・婦人の肌
着、寝具、衣類、雑貨、スカーフ、靴下）販売

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。

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。

/ 045-641-6487
宝飾品の販売

/ 045-326-3033
SC・商業施設、オフィスビルの運営

/ 045-465-5863
百貨店

/ 03-6889-9367

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。

/ 045-253-7289
ユニフォームの製造・販売

/ 045-313-7153
百貨店

/ 045-661-0853
レース製品の卸・販売

チャイナスクエア

Denimio

東京急行電鉄株式会社

日本キッチンカー協会

株式会社ねずらむ

株式会社バーニーズジャパン

HANA21株式会社

バニラビーンズ

株式会社ビーアティック

株式会社ファンケル

5th boat（フィフス ボート）

株式会社星

〒 231-0023

045-641-4039

横浜市中区山下町144番地

http://chinasquare.jp

〒 240-0002

045-465-6737

横浜市保土ヶ谷区宮田町2-181-7 第一丸
秋ビル１F

https://www.denimio.com/

〒 150-8511

03-3477-6034

東京都渋谷区南平台町5-6

http://www.tokyu.co.jp

〒 231-0861

045-227-4377

横浜市中区元町5-199-2

http://www.jkca.or.jp/

〒 221-0865

045-481-0511

横浜市神奈川区片倉4-4-1

www.nezuram.co.jp

〒 151-0051

03-6880-1310

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 SOUTH
GATE新宿 6F

http://www.barneys.co.jp/

〒 231-0842

045-330-8776

横浜市中区上野町1-27 アルス山手201号

http://www.hana21.net/

〒 235-0021

045-750-2630

横浜市磯子区岡村4-26-4

http://chocolatedesign.co.jp

〒 231-0062

045-550-4100

株式会社丸加

なし

/ 045-330-5758

/ 03-3770-9389

複合商業施設「チャイナスクエア」の運営・管
理

衣料品(紳士・婦人)の企画、仕入、販売。EC
サイト運営。

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

/ 045-226-5377
キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営

/ 045-481-0536
文具、オフィス家具、OA機器の販売

/ 03-6880-1351

紳士・婦人服洋品雑貨等の輸入・販売、PB商
品、国内外のブランド各商品の販売。

/ 045-330-8776
ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

/ 045-750-2631

/ 045-330-6773

横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート7F https://founded-today.com/

〒 231-8528

045-226-1230

横浜市中区山下町89-1

http://www.fancl.jp

〒 221-0802

090-2152-8507

横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102

http://5thboat.com

〒 236-0003

045-775-1331

横浜市金沢区幸浦1-15-2

http://hoshi-topstar.com

〒 220-0012
MARK IS みなとみらい（三菱地所リ
横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS
テールマネジメント株式会社）
みなとみらい4F

MARINE & WALK YOKOHAMA

/

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

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

/ 045-226-1202
「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売

/

なし

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。

/ 045-775-1337
木材・建材の販売

045-651-0234

/ 045-651-0539

http://www.mjretail.co.jp/

〒 231-0001

045-680-6101

横浜市中区新港1-3-1

http://marineandwalk.jp/

〒 231-0017

045-716-2591

横浜市南区宿町2-33-2

http://www.marca-scarf.jp/

/ 045-680-6114

「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。

ファッション、雑貨、飲食、結婚式場を展開す
る商業施設

/ 045-711-2294
スカーフ・ハンカチーフなどの製造・販売

〒 104-0031
03-3275-6300 / 03-3275-6350
株式会社ミツウロコグループホール
東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スク
グループ経営事業
ディングス
https://www.mitsuuroko.com/
エアガーデン

〒 232-0031
株式会社ヤマダ 横濱山田の花火 横浜市南区永楽町1-10

U.Nコーポレーション株式会社

株式会社有隣堂

株式会社ユニクロ

よこしんサプライ株式会社

横浜赤レンガ倉庫

株式会社横浜岡田屋

横浜市場活性化協議会

株式会社横浜大世界

横濱haikara(ハイカラ)美容院

横浜 濱族

045-251-2366

/ 045-251-2368
花火の打ち上げ・販売

http://www.yamada-hanabi.jp

〒 420-0871

054-271-2501

静岡県静岡市葵区昭府2丁目17－10

サイトなし

〒 244-8585

045-825-5551

横浜市戸塚区品濃町881-16

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

〒〒 107-6290

03-6865-0120

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー

http://www.uniqlo.co.jp

〒 231-0015

045-651-1122

横浜市中区尾上町2丁目17番地

サイトなし

〒 231-0001

045-226-1911

横浜市中区新港1-1-1

http://www.yokohama-akarenga.
jp

〒 220-6211

045-414-5000

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

http://www.okadaya.com

〒 221-0054

045-459-3337

横浜市神奈川区山内町1 本場 経営支援
課

http://ysijouci.web.fc2.com/

〒 231-0023

045-681-5588

横浜市中区山下町97-4

http://www.daska.jp

〒 231-0023

045-228-9088

横浜市中区山下町157-3 シダーハウス4F

yokohama-haikara.com/

〒 211-0036

044-755-1107

川崎市中原区井田杉山町2-3

http://uni-project.co.jp

〒 233-0007

045-842-0310

/ 054-271-7132

/ 045-825-5520

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

/ 03-6865-0119
製造小売業

/ 045-651-6502

/ 045-226-1916

/ 045-228-3400

/ 045-459-3307

/ 045-681-5620

/ 045-228-9089

/ 044-755-6711

物品販売、不動産施設の保守・清掃管理及
び広告・宣伝、企画

不動産開発・賃貸・管理、飲食店の経営、イ
ベントの企画等

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

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

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

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

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

/ 045-842-0353

横浜フランス菓子 プチ・フルール 横浜市港南区大久保1-10-5 ヨコオビル1F
https://www.petitefleur.co.jp

横浜ベイクォーター

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

〒 221-0056

045-577-8123

横浜市神奈川区金港町1-10

http://www.yokohamabayquarter.com

洋菓子製造・販売及び飲食

/ 045-441-3121
ショッピングセンター・駐車場の管理運営他

045-670-7401 / 045-224-2249
ランドマークプラザテナント会 （三 〒 220-8115
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランド
菱地所プロパティマネジメント株式
http://www.yokohama-landmark. ランドマークプラザテナント会
マークタワー15階
jp
会社）

