R&Bホテル新横浜駅前

R・Kカントリー株式会社（神奈川フ
ロンティア）

アイホテル横浜

アパホテル＆リゾート<横浜ベイタ
ワー>

ウエディングガーデン

〒 222-0033

045-478-1717

横浜市港北区新横浜2-15-20

http://randb.jp/

〒 241-0825

045-365-2225

045-253-3711

横浜市中区弥生町1-14-8

http://www.aihotel.jp/yokohama

〒 231-0002

045-226-5811

横浜市中区海岸通5-23-5

https://www.apahotel.
com/yokohama_baytower/

〒 107-0062

03-6447-1842

湘南国際村センター

新横浜グレイスホテル

スーパーホテル新横浜

スーパーホテル横浜・関内

/

未開通

/ 03-6434-5059

03-3519-7191

045-681-2141

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

伊勢佐木長者町駅から徒歩2分。「くつろぎ」
「やすらぎ」をお約束するビジネスホテル

都心開発事業、ホテル・レストランチェーン事
業、総合建設事業、レジャー産業運営事業

「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。

/ 03-3597-8733

東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル
https://www.his-j.com/
4階

総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

/ 045-681-2032
宿泊施設、レストラン、貸会議室

http://www.jswa.or.jp/escale/
045-621-9684

/ 045-621-6667
宿泊、会議、宴会、婚礼、レストラン

http://www.porthill-yokohama.jp

〒 222-0033

045-471-0505

横浜市港北区新横浜2-13-1

http://www.courthotels.jp/

〒 231-0013

045-650-4711

横浜市中区住吉町3-33

http://www.choice-hotels.jp

〒 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

〒 222-0033

045-474-5111

横浜市港北区新横浜3-6-15

http://www.gracehotel.jp/

〒 222-0033
新横浜フジビューホテル スパ＆レ
横浜市港北区新横浜2丁目3番地1
ジデンス

新横浜プリンスホテル

/ 045-253-3712

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

〒 231-0862
KKR Hotels&Resorts ポートヒル横
横浜市中区山手町115番地 港の見える丘
浜
公園

コンフォートホテル横浜関内

/ 045-365-2230

〒 231-0058

〒 231-0023
公共の宿 エスカル横浜（横浜海員
横浜市中区山下町84
会館）

コートホテル新横浜

ホテル

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

〒 105-0001
株式会社エイチ・アイ・エス

/ 045-478-3434

/ 045-471-3516
ホテル業

/ 045-650-4712
ホテル業

/ 046-855-1816

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

/ 045-474-9510
ホテル業

045-473-0021

/ 045-473-0260
ホテル、飲食業

http://www.fujiview-hotel.jp

〒 222-8533

045-471-1111

横浜市港北区新横浜3-4

http://www.princehotels.co.
jp/shinyokohama/

〒 222-0033

045-473-9000

横浜市港北区新横浜2-6-20

http://www.superhotel.co.jp/

〒 231-0023

045-650-9000

横浜市中区山下町195-1

http://www.superhotel.co.jp/

/ 045-471-0303
ホテル業

/ 045-473-9036
ビジネスホテル

/ 045-650-9004
ビジネスホテル

スターホテル横浜

相鉄フレッサイン 横浜桜木町

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

ダイワロイネットホテル新横浜

ダイワロイネットホテル横浜関内

ダイワロイネットホテル横浜公園

株式会社ティーケーピー

東横イン 新横浜駅前新館

東横イン 横浜関内

東横イン 横浜桜木町

東横イン 横浜新子安駅前

東横イン 横浜スタジアム前Ⅱ

東横イン 横浜鶴見駅東口

東横イン 横浜西口

ナビオス横浜

日本ベストサポート株式会社

〒 231-0023

045-651-3111

横浜市中区山下町11

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

〒 231-0005

045-640-0203

横浜市中区本町5丁目49

http://fresa-inn.jp/

〒 220-8501

045-411-1111

横浜市西区北幸1-3-23

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

〒 222-0033

045-473-4155

横浜市港北区新横浜3-17-1

http://www.daiwaroynet.jp

〒 231-0047

045-252-1475

横浜市中区羽衣町2-7-4

http://www.daiwaroynet.
jp/yokohama-kannai/

〒 231-0023

045-664-3745

横浜市中区山下町204番地1

http://www.daiwaroynet.
jp/yokohama-koen

〒 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/

〒 222-0033

045-470-1045

横浜市港北区新横浜2-2-14

http://toyoko-inn.
com/hotel/00061

〒 231-0011

045-662-1045

横浜市中区太田町1-5-1

http://www.toyoko-inn.com

〒 231-0005

045-671-1045

横浜市中区本町6-55

http://www.toyoko-inn.com

〒 221-0021

045-451-2045

横浜市神奈川区子安通2-240-32

http://www.toyoko-inn.com

〒 231-0023

045-664-1045

横浜市中区山下町205-3

http://www.toyoko-inn.com

〒 230-0051

045-504-1045

横浜市鶴見区鶴見中央1-23-20

http://www.toyoko-inn.com

〒 220-0072

045-313-1045

横浜市西区浅間町1-6-15

http://www.toyoko-inn.com

〒 231-0001

045-633-6000

横浜市中区新港2-1-1

http://www.navios-yokohama.com

〒 102-0072

03-5211-8500

東京都千代田区飯田橋2-6-6 ヒューリック
飯田橋ビル2F

http://www.nbsupport.com

/ 045-651-3119
ホテル業

/ 045-640-0202
宿泊特化型ホテルの運営

/ 045-411-1350
ホテル業

/ 045-473-4154
ホテル

/ 045-252-1476
ビジネスホテル

/ 045-664-3746

/ 03-5227-7322

ビジネスホテル

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。

/ 045-470-1046
ビジネスホテル

/ 045-662-1049
ビジネスホテル

/ 045-671-1046
ビジネスホテル

/ 045-451-2046
ビジネスホテル

/ 045-664-1046
ビジネスホテル

/ 045-504-1046
ビジネスホテル

/ 045-323-2045
ビジネスホテル

/ 045-633-6001
船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

/ 03-5211-8501

人材派遣・職業紹介事業、コンサルティング
業務、運営受託業務

〒 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

ビジネス イン ニューシティー

ブリーズベイホテル

文化財の宿 旅館 喜多屋

ベストウェスタン横浜

Hostel Zen（ホステル ゼン）

ホテルアソシア新横浜

ホテルアトラス

ホテルウィングインターナショナル
横浜関内

ホテルおいまつ

ホテルグランドサン横浜

ホテルJALシティ関内 横浜

株式会社ホテル、ニューグランド

ホテルマイステイズ横浜関内

/ 045-210-0778

http://www.newotani.co.
jp/innyokohama/

〒 231-0042

045-231-3726

横浜市中区福富町西通53-3

http://www.city-s.co.jp/newcity/

〒 231-0063

045-253-5555

横浜市中区花咲町1-22-2

http://www.breezbay.co.jp

〒 236-0012

045-789-0071

横浜市金沢区柴町46

kitayaryokan.jp

〒 230-0051

045-504-8900

横浜市鶴見区鶴見中央4丁目29番1号

http://www.bwhotels.jp/yokohama

〒 231-0025

045-342-9553

横浜市中区松影町3-10-5

http://zen.ilee.jp/

〒 222-0033

045-475-0011

横浜市港北区新横浜2-100-45

http://www.associa.com/syh/

〒 224-0032

045-949-0123

横浜市都筑区茅ヶ崎中央36-6

http://hotelatlas.jp

〒 231-0032

045-681-4800

横浜市中区不老町1-2

http://www.hotelwing.co.jp

〒 220-0032

045-231-2926

横浜市西区老松町22

サイトなし

〒 231-0033

045-241-7551

横浜市中区長者町8-122

http://www.grandsun.co.jp/

〒 231-0023

045-661-2580

横浜市中区山下町72

http://www.kannai-yokohama.
jalcity.co.jp

〒 231-8520

045-681-1841

横浜市中区山下町10

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

〒 220-0012
ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみ
横浜市西区みなとみらい6丁目3-4
らい]

ホテルプラム

045-210-0707

ホテル

/ 045-242-5275
サウナ・カプセルホテル

/ 045-253-5511
ホテル業

/ 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

/ 045-504-8919
ホテル業

/ 045-342-9853
宿泊業

/ 045-475-0610
ホテル業

/ 045-949-0333
ビジネスホテルの運営

/ 045-671-9354
ホテル業

/ 045-242-5125

旅館業 横浜港を見おろす閑静な野毛山公
園に隣接するビジネス、ご家族での宿泊に格
安の宿

/ 045-241-1936
ホテル業

045-650-3222

/ 045-212-0899

/ 045-681-1895

ホテル

宿泊及び料飲（宴会・婚礼・レストラン）施設の
運営と外販

/ 045-650-3223

https://www.hotel-vista.
jp/yokohama-minato-mirai/

〒 220-0004

045-314-3111

横浜市西区北幸2-9-1

http://www.hotel-plumm.jp/

〒 231-0015

045-227-6701

横浜市中区尾上町5-67-1

http://corporate.mystays.com/

ホテル業

/ 045-316-1600
ホテル業

/ 045-212-3933
ホテル・旅館の管理運営

ホテルマイステイズ横浜

ホテル メルパルク横浜

ホテルモントレ横浜

ホテル横浜ガーデン

ホテル横浜キャメロットジャパン

ホテルルートイン横浜馬車道

町のお宿 静浜

マルタニホテル

万葉倶楽部株式会社

株式会社ミドルウッド

やなぎ旅館

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル

〒 231-0055

045-252-1311

横浜市中区末吉町4-81

http://www.mystays.jp

〒 231-0023

045-661-8162

横浜市中区山下町16

https://www.mielparque.jp/

〒 231-8526

045-330-7111

横浜市中区山下町6-1

https://www.hotelmonterey.co.
jp/yokohama/

〒 231-0023

045-641-1311

横浜市中区山下町254

http://www.yokohamagarden.jp/

〒 220-0004

045-312-2111

横浜市西区北幸1-11-3

http://www.camelotjapan.com

〒 231-0007

045-227-8911

横浜市中区弁天通 4丁目53-1

http://www.route-inn.co.jp

〒 221-0835

045-311-0855

横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12-4

http://www.yk-shizuhama.co.jp

〒 231-0012

045-681-2748

横浜市中区相生町6-99

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

〒 231-0001

0570-07-4126

横浜市中区新港2-7-1

http://www.manyo.co.jp

〒 105-0004

03-6632-3000

東京都港区新橋 3-1-9 301 SHIMBASHI
BUILDING 5階

http://www.middlewood.jp/

〒 236-0027

045-701-7115

横浜市金沢区瀬戸3-20

サイトなし

〒 231-0033

045-243-7111

横浜市中区長者町5-53

http://washington-hotels.
jp/yokohama/

〒 220-8522
ヨコハマ グランド インターコンチネンタ
横浜市西区みなとみらい1-1-1
ル ホテル

横浜桜木町ワシントンホテル

横浜市旅館組合連合会

/ 045-252-4884
ホテル

/ 045-661-1349
結婚式場の管理運営・ホテル業

/ 045-662-3536

/ 045-641-1395
ホテル業

/ 045-312-5708
ホテル業

/ 045-227-8912

/ 045-311-0842

ルートインホテルズの運営・管理・企画及び旅
行企画全般

畳敷きの部屋を中心とした素泊まり専門ビジ
ネス旅館です。

/ 045-681-6015
ホテル業(ビジネスホテル)

/ 045-671-1188

/ 03-3502-2610

万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部
の経営

ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンター
テイメント）事業を行っております。

/ 045-783-2911
旅館業及び駐車場

045-223-2222

/ 045-253-7731

http://www.interconti.co.
jp/yokohama/
045-683-3111

横浜市中区桜木町1-101-1

http://washington-hotels.
jp/yokohama/

〒 232-0043

045-731-2720

横浜市南区蒔田町863（旅館松島）

https://yokohama-ryokan.jimdo.
com/
045-663-1890

ホテル業

/ 045-221-0650

〒 231-0062

〒 231-0023
横浜セントラルホステル(ゲストハウ
横浜市中区山下町222 友井会館3Ｆ
ス）

ホテル運営

ホテル業

/ 045-683-3112
ホテル業

/ 045-731-0204

/ 045-663-1890

http://ychostel.com

旅館

ゲストハウス（簡易宿泊施設）経営 外国人宿
泊客の積極的受入（インバウンド）

横浜テクノタワーホテル

横浜ベイホテル東急

横浜平和プラザホテル

ヨコハマ・ホステル・ヴィレッジ コトラボ
合同会社

横浜マンダリンホテル

横浜緑地株式会社

横浜ロイヤルパークホテル

横浜ロイヤルホテル

ラグナスイート新横浜

リッチモンドホテル横浜馬車道

旅館松島

ローズホテル横浜

〒 236-0004

045-788-7400

横浜市金沢区福浦1-1-1

http://technotower.jp/

〒 220-8543

045-682-2222

横浜市西区みなとみらい2-3-7

http://ybht.co.jp

〒 231-0011

045-212-2333

横浜市中区太田町5-65

http://www.heiwaplaza-hotel.com

〒 231-0025

045-663-3696

横浜市中区松影町3-11-2

http://yokohama.hostelvillage.
com/

〒 231-0064

045-243-3131

横浜市中区野毛4-170

http://yokohamamandarin.com/

〒 235-0033

045-771-2242

/ 045-771-2150

〒 220-8173

045-221-1111

/ 045-224-5153

横浜市西区みなとみらい2-2-1-3

http://www.yrph.com

〒 231-0806

045-622-8917

横浜市中区本牧町2-319

http://www.royalhotel.co.jp/

〒 222-0033

045-470-6677

横浜市港北区新横浜2-6-6

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

〒 231-0013

045-228-6655

横浜市中区住吉町5-59

http://richmondhotel.
jp/yokohama/

〒 232-0043

045-731-2720

横浜市南区蒔田町863

http://www.r-matsushima.com/

〒 231-0023

045-681-3311

横浜市中区山下町77

http://www.rosehotelyokohama.
com

横浜市磯子区杉田4-5-10

/ 045-788-7411
ホテル業（宿泊研修特化型）

/ 045-682-2223
ホテル業

/ 045-212-2350
ホテル事業部 不動産事業部

/ 045-663-3696

まちづくりコンサルティング、ヨコハマホステル
ヴィレッジの運営

/ 045-243-3139
ホテル業

造園工事・土木工事等の企画・提案・施工・
http://www.yokohamaryokuchi.co. 管理。公園・動植物園等の運営・企画・管理
（公園指定管理者等）
jp/

ホテル業

/ 045-305-4465
ホテル業

/ 045-470-6778

挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル
業・ホテル業

/ 045-228-6355
ビジネスホテル

/ 045-731-0204
旅館業・料理店

/ 045-681-5082
ホテル業

