株式会社アイ・ティー・シー・エー

株式会社アディック

アニヴェルセル みなとみらい横浜

株式会社ありあけ

アルテリーベ 横浜本店

イオンリテール株式会社

株式会社イズミ産業

イタリアンダイニング・カリーナ

株式会社一品香

岩崎ミュージアム

株式会社ウイッシュボン

上島珈琲貿易株式会社

ウエディングガーデン

エバラ食品工業株式会社

神奈川フロンティア

廣東飯店

〒 221-0056

045-461-2210

横浜市神奈川区金港町6-10 MMC第二ビ
ル1F

http://www.itca-1975.co.jp/

〒 222-0033

045-476-2684

横浜市港北区新横浜3-1-4 プラスタリア
BLDG 4F

http://www.adic.co.jp/

〒 231-0001

045-226-2088

横浜市中区新港二丁目1番4号

http://minatomirai.anniversaire.
co.jp/

〒 231-0015

045-662-0880

横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビル
ディング

http://www.ariakeharbour.com

〒 231-0021

045-210-9407

/ 045-461-6477

/ 045-476-2685

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。

ウエディングプロデュース、スナップ・ビデオ
撮影編集、レストラン事業、イベント企画

/ 045-226-2089
結婚式場・披露宴会場及びカフェの運営

/ 045-662-0851
菓子製造及び販売

/ 045-210-9408

横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル
http://www.alteliebe.co.jp/
2F

〒 221-0821

045-438-3520

横浜市神奈川区富家町1-1

http://www.aeonretail.jp/

〒 240-0044

045-333-0163

横浜市保土ヶ谷区仏向町946番地

http://www.isg.co.jp/

〒 231-0005

045-650-3372

横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビルB1

http://www.e-carina.jp

〒 231-0033

045-251-4488

横浜市中区長者町9-172

https://www.ippinko.jp/

〒 231-0862

045-623-2111

横浜市中区山手町254

http://www.iwasaki.ac.
jp/museum/

〒 236-0004

045-353-7415

横浜市金沢区福浦1-2-6

http://www.wishbon.co.jp/

〒 135-0004

03-6811-1500

東京都江東区森下5-14-2 平野ビル1階

http://www.muc-coffee.co.jp/

〒 107-0062

03-6447-1842

レストラン経営、ウェディング

/ 045-438-3523
衣食住を取り揃える総合小売業

/ 045-333-1133

/ 045-650-3372

/ 045-252-1608

ケータリング、団体向け宴会場 弁当製造販
売

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120名

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。

/ 045-623-2257

/ 045-353-7418

/ 03-4243-3741

/ 03-6434-5059

東京都港区南青山1-16-2 セブンシーズテ
http://www.wedding-garden.jp
ラス

〒 220-0012

045-226-0107

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

http://www.ebarafoods.com/

〒 241-0825

045-365-2225

観光施設管理・運営

洋菓子の製造 横浜土産の企画・製造・配
送・販売

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

「三溪園」、「山手西洋館」などの歴史的建造
物で、永遠に色あせない結婚式をご提案。

/ 045-650-9025
調味料食品の製造販売

/ 045-365-2230

横浜市旭区中希望ヶ丘103-7 ステップビル
http://www.kanafro.jp
201

〒 231-0023

045-681-7676

横浜市中区山下町144

http://www.cantonhanten.com

/ 045-681-2354

旅行会社向けに中華街・観光・飲食施設の
PR・手配を行なう旅行サービス手配業

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。

有限会社吉兆

牛鍋 じゃのめや

株式会社崎陽軒

キリンビール株式会社 横浜支社

株式会社グディーズプラニング

CRAFT BEER BAR LIVING

クルーズ・クルーズYOKOHAMA
横浜 星のなる木

Catering Service Sushi & Beyond

有限会社源豊行

株式会社コインシデンス

〒 231-0023

045-651-9157

横浜市中区山下町164番

www.kitcho164.com

〒 231-0045

045-251-0832

横浜市中区伊勢佐木町5-126

http://www.janomeya.com/

〒 220-0011

045-441-8851

横浜市西区高島2-12-6

http://www.kiyoken.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

〒 160-0023

03-5337-8988

東京都新宿区西新宿8-14-3

http://www.goodies.co.jp

〒 231-0023

045-662-3938

横浜市中区山下町24-7 シティコート山下
公園 1階

http://www.livingyokohama.com

〒 220-0011

045-450-2111

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)

http://www.ginza-cruise.co.
jp/yokohama/

〒 224-0023

045-489-3334

横浜市都筑区東山田4-39-21

http://sushi-and-beyond.com/

〒 231-0023

045-661-0801

横浜市中区山下町191番地

http://www.genhoko.com/

〒 106-0045

03-6804-2662

東京都港区麻布十番1-5-10 第二石原ビ
ル4F

http://coincidence.co.jp

〒 221-0022
コカ・コーライーストジャパン株式会
横浜市神奈川区守屋町3-13-6
社

株式会社コロワイドMD

菜香新館

/ 045-663-0292
飲食業 中国広東料理

/ 045-251-0833
牛鍋・しゃぶしゃぶ料理店

/ 045-453-2452
食料品の製造加工及び販売、飲食業

/ 045-662-0858
酒類・飲料の営業および販売促進

/ 03-5337-8977
小売業

/ 045-662-3938
飲食店の経営

/ 045-461-2555

/ 045-534-8893

株式会社三陽物産

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

/ 045-661-0802
中華食材・中国酒 小売 卸売業

045-453-2700

/ 03-6804-2663

パシフィックルーツ プロジェクト運営、飲食事
業やアニメ関連事業を展開するグループ会
社。

/ 052-722-7127
清涼飲料の製造・販売

http://www.ccej.co.jp

〒 220-8112

045-274-5982

横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマー
クタワー12F

http://www.colowide.co.jp/

〒 231-0023

045-664-3155

横浜市中区山下町192

http://www.saikoh-shinkan.com/

〒 220-0004

045-311-1450

/ 045-274-5977

首都圏・神奈川エリアを中心に、居酒屋・レス
トランを展開

/ 045-664-3154
飲食業（中国料理レストラン）

/ 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
サントリービバレッジサービス株式
会社

レストラン

〒 245-0051

045-813-3500

横浜市戸塚区名瀬町2231-1

http://www.sbv.suntory.co.jp

〒 231-0033

045-251-8642

横浜市中区長者町9-155

http://www.3yo.co.jp

酒類（ビール・ウイスキー・RTD・焼酎等）の販
売

/ 045-813-3514
清涼飲料水の販売

/ 045-232-1107

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。

三和楼

四五六菜館

〒 231-0023

045-681-2321

横浜市中区山下町190

http://www.sanwarou.com/

〒 231-0023

0120-787-456

横浜市中区山下町190

http://www.456saikan.com

〒 221-0864
株式会社ジャパンビバレッジセント
横浜市神奈川区菅田町2774-1
ラル 横浜支店

上海料理 状元樓

株式会社重慶飯店

首都高速道路サービス株式会社

旬菜 屋形船 つき丸

蒸氣屋 野毛本店

湘南国際村センター

Sushi Making Experience Japan

中華街 桂宮

中華街大飯店

中国料理世界チャンピオン皇朝

/ 045-641-4560
中華料理店

045-473-9540

/ 045-473-9448

http://www.jbinc.co.jp
045-641-8888

横浜市中区山下町191番地

http://www.jogen.co.jp

〒 231-0023

045-661-0755

横浜市中区山下町185

http://www.jukeihanten.com/

〒 103-0027

03-6262-3910

清涼飲料自動販売機、オフィス飲料機器の
運営、新規設置

/ 045-641-8887
中国上海料理 レストラン経営

/ 045-641-2677
中華料理店(四川料理)、ケイタリング

/ 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

〒 231-0801

045-263-6361

横浜市中区新山下1-7-19-101

http://tsukimaru.jp

〒 231-0064

045-334-7569

/ 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。

和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

〒 240-0198

046-855-1800

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39

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

〒 223-0052

090-6118-2632

/ 046-855-1816

/

なし

横浜市港北区綱島東3-9-34 パークナード
http://sushi-making.com/
綱島東公園203号
045-774-1669

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

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
サイトなし
ビュレット野毛204号

株式会社鈴音 仏蘭西料亭霧笛楼 横浜市中区元町2-96

象の鼻テラス

中国料理

〒 231-0023

〒 231-0861

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

/ 045-681-2321

/ 045-774-1675

http://www.mutekiro.com

〒 220-8501

045-411-1111

横浜市西区北幸1-3-23

http://www.yokohamabaysheraton.co.jp/

〒 231-0002

045-661-0602

横浜市中区海岸通１丁目

http://www.zounohana.com/

〒 231-0023

045-226-5088

横浜市中区山下町151番地

http://chukagai-keikyu.jp/wp/

〒 231-0023

045-227-9888

横浜市中区山下町202-8 ラオビル

http://www.chukagaidaihanten.jp/

〒 231-0023

045-663-9856

横浜市中区山下町218番地4

http://www.ko-cho.com/

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

外国人観光客向けの寿司作り体験教室（英
語進行、個人・団体も対応可能）

フランス料理・フランス菓子、鶏肉・鶏卵及び
関連加工食品

/ 045-411-1350

/ 045-661-0603

ホテル業

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。

/ 045-226-5181
中華料理店（広東料理）

/ 045-227-9887
オーダー式食べ放題

/ 045-663-8489
食料品の製造加工及び販売、飲食業

中国料理 鳳林

株式会社ティーケーピー

tvk ecom park

有限会社同發

トラットリア バジル

ナビオス横浜

日本KFCホールディングス株式会
社

〒 231-0023

045-662-2225

横浜市中区山下町187

サイトなし

〒 162-0844

03-5227-7321

東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ
谷ビル

http://www.kashikaigishitsu.net/

〒 220-0024

045-651-1716

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park
tvkマネジメントハウス

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

〒 231-0023

045-681-1082

横浜市中区山下町148

http://www.douhatsu.co.jp

〒 231-0063

045-241-3708

横浜市中区花咲町1-40 3F

http://basil-group.jp/trattoria/

〒 231-0001

045-633-6000

横浜市中区新港2-1-1

http://www.navios-yokohama.com

〒 220-8586

045-307-0620

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

http://japan.kfc.co.jp

/ 045-641-4207
飲食業；中国料理レストラン

/ 03-5227-7322

/ 045-534-6766

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。

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

/ 045-681-1056
中華料理店(広東料理）

/ 045-241-3708
イタリアンレストラン

/ 045-633-6001
船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

/ 045-307-0687

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

〒 221-0052
045-441-5444 / 045-441-5444 バーテンダーの技術の練磨と人格の陶冶を
日本バーテンダー協会神奈川県本
横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサ
目的として活動。日本の酒文化発展に貢献し
部 横浜支部
http://nba-yokohama.jp
イドファンテ101 Bar HALEKULANI内
ます。
〒 231-8331
ニューオータニイン横浜プレミアム 横浜市中区桜木町1-1-7
〒 231-0064
野毛たべもの横丁

ハードロックカフェ横浜店

パセラリゾーツ横浜関内店

株式会社ハンケイ

HIRATO－aN

/ 045-210-0778

http://www.newotani.co.
jp/innyokohama/
045-334-7569

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
http://www.noge-yokocho.jp
ビュレット野毛204号

〒 220-6090

045-682-5626

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

http://www.hardrockjapan.com/

〒 231-0046

045-264-3855

横浜市中区末広町3－95

https://www.pasela.co.
jp/shop/yokohama_kannai/

〒 231-0023

045-651-7474

横浜市中区山下町200-12 永光ビル4階

http://hankei.jp/

〒 231-0038
株式会社ビックバン レストランサン
横浜市中区山吹町1-3 3F
アロハ

HITSUJI

045-210-0707

ホテル

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

/ 045-682-5627
アメリカンレストラン・オリジナルグッズ

045-242-1111

/ 045-264-3856

/ 045-651-7122

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）

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

/ 045-242-3500
ハワイアン ブランドレストラン

http://www.sunaloha.com/

〒 231-0064

045-308-9208

横浜市中区野毛町1-24-5

サイトなし

〒 231-0063

045-242-1621

横浜市中区花咲町1-18

http://hirato-an.jp/

/ 045-308-9209

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

/ 045-242-1627
飲食業：和食レストラン・居酒屋

ヒルサイドガーデン

株式会社ヒンジス

株式会社ファンケル

株式会社Funfair

ブリーズベイホテル

BULLS

文化財の宿 旅館 喜多屋

株式会社聘珍樓

株式会社ポートサービス

株式会社ホテル、ニューグランド

MARINE & WALK YOKOHAMA

株式会社マリンツーリスト

〒 231-0801

045-623-5591

横浜市中区新山下1-7-21

http://www.hillsidegarden.jp/

〒 230-0023

045-662-5568

横浜市中区山下町195

http://hinges.jp

〒 231-8528

045-226-1230

横浜市中区山下町89-1

http://www.fancl.jp

〒 154-0003

03-6450-7736

東京都世田谷区野沢4丁目16-8 6F

http://funfair.co.jp

〒 231-0063

045-253-5555

横浜市中区花咲町1-22-2

http://www.breezbay.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

〒 236-0012

045-789-0071

横浜市金沢区柴町46

kitayaryokan.jp

〒 222-0033

045-474-6711

横浜市港北区新横浜2-2-8 新横浜ナラビ
ル

http://www.heichin.com

〒 231-0023

045-671-7781

/ 045-671-7729

〒 231-8520

045-681-1841

/ 045-681-1895

横浜市中区山下町10

http://www.hotel-newgrand.co.jp

〒 231-0001

045-680-6101

横浜市中区新港1-3-1

http://marineandwalk.jp/

〒 220-0012

045-263-9360

横浜市西区みなとみらい2-1

http://www.hamapara.com

/ 045-623-2477
飲食店及びウェディング会場の経営

/ 045-662-6897

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

/ 045-226-1202
「化粧品」「栄養補助食品」等の製造・販売

/ 03-4333-7564
Samurai Ramen の販売、レストランの運営

/ 045-253-5511
ホテル業

/ 045-349-9196
飲食業 通信工事業

/ 045-370-8899

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

/ 045-474-9961
中国料理店（広東料理）、菓子食料品販売他

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

/ 045-680-6114

宿泊及び料飲（宴会・婚礼・レストラン）施設の
運営と外販

ファッション、雑貨。飲食、結婚式場を展開す
る商業施設

/ 045-263-9350
旅客遊覧船運行 レストラン業

〒 231-0023
045-307-9839 / 045-307-9839 本格マレーシア料理レストラン展開中。都内2
MALAY ASIAN CUISINE 横浜元
軒、横浜1軒。
横浜市中区山下町82-3 ベルハウス元町1Ｆ http://www.malayasiancuisine.com
町店

株式会社水信

〒 220-0004

045-311-2235

横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル

http://www.mizunobu.com/

/ 045-323-2740
果実・野菜の販売、レストラン経営

〒 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
〒 231-0001
モーション・ブルー・ヨコハマ

045-226-1933

/ 045-226-1935

横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2
http://www.motionblue.co.jp
号館3階

ライヴ・レストラン“ブルーノート東京”の経営。
赤レンガ倉庫内“モーション・ブルー・ヨコハ
マ”の運営。

もつしげ (株式会社ニュールック)

元町梅林

屋形船 すずよし

屋形船 はまかぜ

屋形船 濱進

屋形船 正義丸

UNION HARBOR

揚州飯店

横浜市場活性化協議会

株式会社横浜瀬里奈

横浜チョコレートのバニラビーンズ

横浜のれん会

株式会社横浜ビール

横浜・美島国際貿易株式会社

〒 232-0015

045-713-4332

横浜市南区共進町3-63

www.new-look.co.jp

〒 231-0861

045-662-2215

横浜市中区元町1-55

http://motomachibairin.jp/

〒 220-0046

045-231-1600

横浜市西区西戸部町3丁目297-10

http://www.suzuyoshi.jp

〒 231-0004

045-212-5773

横浜市中区元浜町2-13

http://www.yakatabune.tv

〒 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/

〒 231-0801

045-628-2271

横浜市中区新山下3-4-17

http://union-harbor.com/

〒 231-0023

045-651-1488

横浜市中区山下町224番地

http://www.yoshuhanten.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/

〒 231-0011

045-662-9864

横浜市中区太田町5-68 明和ビル3F

http://www.seryna.com/

〒 235-0021

045-750-2630

横浜市磯子区岡村4-26-4

http://chocolatedesign.co.jp

〒 245-0053

045-811-0002

横浜市戸塚区上矢部町2125 文明堂製菓
(株)内事務局

http://yokohama-norenkai.
jp/index0.html

〒 231-0013

045-212-9633

横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所
ビル3階

http://yokohamabeer.com/

〒 236-0004

045-784-7122

/ 045-713-4333

/ 045-662-0612
懐石料理店

/ 045-242-2049

/ 045-201-9200

和食・フレンチ・ヨーロッパ料理を楽しめる屋
形船

飲食業、屋形船

/ 045-731-8328
屋形船、遊覧船

/ 045-628-2272
結婚式場・パーティ・イベント会場の運営

/ 045-651-1494

/ 045-459-3307

/ 045-664-7444

/ 045-750-2631

045-842-0310

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。
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

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

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

/ 045-812-2000

/ 045-212-9635

/ 045-780-2906

飲食店、食品販売店等26店舗

レストラン 驛の食卓
造・販売

ビール・発泡酒の製

飲料・食品・健康食品の販売及び輸出入、旅
行業

/ 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
http://www.petitefleur.co.jp

株式会社横浜ポンパドウル

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

横浜市金沢区福浦1-14-2 (有)三和工業内 サイトなし

〒 233-0007

飲食店経営(焼肉、ホルモン焼、大衆酒場、
串焼、韓国料理）

〒 231-0861

045-662-4180

横浜市中区元町4-158-1

http://www.pompadour.co.jp/

洋菓子製造・販売及び飲食

/ 045-664-5104
インストアーベーカリー

横浜マリンタワー

横浜マリンロケット

横浜モノリス

RAKU SPA 鶴見

ラグナスイート新横浜

料亭 田中家

レストラン DANZERO(ダンゼロ)

LADY&DUKE GRILL

ロイヤルウイング

ロイヤルホールヨコハマ

ワンズ ダイニング（WANGS
DINING)

〒 231-0023

045-664-1100

横浜市中区山下町15番地

http://marinetower.jp

〒 221-0835

045-548-5442

/ 045-680-1656
展望施設、飲食店、多目的ホール

/ 045-548-5442

横浜市神奈川区鶴屋町2-11-4 ハマ横丁3
http://marin-roket.com/
階

〒 231-8331

045-663-1788

横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみら
い17Ｆ

www.novarese.co.jp

〒 230-0004

045-574-4126

横浜市鶴見区元宮2-1-39

http://www.rakuspa.com

〒 222-0033

045-470-6677

横浜市港北区新横浜2-6-6

http://www.lagunasuite-sy.com/

〒 221-0834

045-311-2621

横浜市神奈川区台町11-1

http://www.tanakaya1863.co.jp

〒 220-0012

045-633-3563

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

http://danzero.net

〒 231-0801

045-263-8931

横浜市中区新山下3-2-5

http://www.ladyandduke.jp

〒 231-0002

045-664-4411

/ 045-663-1787

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。

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）

/ 045-574-4127
温浴施設、スパの運営

/ 045-470-6778

/ 045-311-2623

/ 045-633-3206

挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル
業・ホテル業

創業1863年、2017年で154年。坂本竜馬の
妻、おりょうが働いていました。

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230名
可。

/ 045-263-8961
レストラン、ドッグラン、婚礼、その他

/ 045-664-3110

横浜市中区海岸通1丁目1番地 大さん橋ふ
http://www.royalwing.co.jp
頭ビル4Ｆ

〒 231-8544

045-641-1122

横浜市中区山下町90

http://www.royalhall.co.jp

〒 231-0861

045-641-7555

横浜市中区元町1-13-5 ラビ元町2F

サイトなし

横浜港周遊旅客船運航

/ 045-681-7004
総合結婚式場、多目的ホール

/

なし

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。

