〒 232-0056
有限会社アクロス

株式会社旭広告社

アド富士株式会社

株式会社アドベル

合同会社アニマート・ミュージック
アーツ

アプレット株式会社

045-681-2831

横浜市中区常盤町2-19

http://www.asahi-ad.co.jp

〒 220-0004

045-326-3557

株式会社NKB Y’s

株式会社NDCグラフィックス

株式会社Fjイデアス

株式会社MLINE

株式会社エリアドライブ

ENGAWA株式会社

総合広告代理業

/ 045-326-3558

〒 254-0025

0463-21-5224

平塚市榎木町1-11

www.advel.co.jp

〒 226-0015

045-482-4750

横浜市緑区三保町2710-172

http://animato-musicarts.net

〒 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/

/ 0463-24-0058

/ 045-482-4645

総合広告代理店業・電鉄各社交通広告製
作・施工

広告、ビル総合管理、環境サービス・リサイク
ル事業、家事代行サービス、建物賃貸

演奏家派遣、コンサート企画、音楽・映像制
作、情報サイト運営

/ 03-6427-3378
Web制作、システム構築、イベント企画、装飾

03-6712-6157

/ 03-6712-6158

http://www.dccom.co.jp/

〒 231-0062

045-228-5269

横浜市中区桜木町1-1-7 TOCみなとみら
い10階

www.aap.co.jp

〒 231-0004

045-222-8312

/ 045-228-5272

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

各種広告企画・制作・代理業、セールスプロ
モーション、イベント、装飾

/ 045-222-8283
アプリ、Web、SNSを活用したPR

http://www.adcom.info

〒 220-0011

045-565-5070

横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィス
ポートビル 15階

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

〒 220-6219

045-201-4021

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
タワーC 19F

http://www.nkb-ys.co.jp/

〒 231-0002

045-224-4776

横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO

http://www.ndc-graphics.jp/

〒 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

〒 220-0011

045-309-8891

/ 045-565-5080

イベント運営・装飾、販促ツールの印刷・製
作、人材派遣、販売支援・代行

/ 045-201-3860
広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

/ 045-224-4848

/ 045-330-6260

/ 0467-86-0341

/ 045-309-8892

横浜市西区高島2-12-6 ヨコハマ・ジャスト1
http://www.areadrive.jp
号館6-G

〒 151-0051

撮影コーディネイト、広告制作、ポートレイト等
写真撮影、スタジオ運営・管理

/ 045-681-2695

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

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

エグザ株式会社

/ 045-226-2321

〒 231-0014

〒 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

株式会社エイエイピー

045-226-2320

横浜市南区通町2-32 リブゼ横浜南 参番館
http://www.across-group.co.jp
701

03-6432-9948

/ 03-6438-9426

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

総合デザイン・グッズ開発、企業ブランドや広
告の企画・制作

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

神奈川新聞出資の横浜を中心にWeb制作、リ
スティング広告請負をメインにした会社

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

株式会社オーエイチ

株式会社大川印刷

株式会社オールスタッフ

株式会社オレンジ社

〒 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

〒 245-0053

045-812-1131

横浜市戸塚区上矢部町2053

http://www.ohkawa-inc.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

cubic株式会社

株式会社グロー・プランニング

有限会社ケイケイスタジオ

有限会社ケイフォトサービス

株式会社コネル

/ 03-3239-0711

045-641-8788

/ 045-641-8787

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

横浜市金沢区福浦2-1-12

http://www.kki.co.jp

〒 231-0004

045-226-3550

横浜市中区元浜町4-39 三橋ビル8F

http://www.mirea-web.jp

〒 231-0007

045-308-7471

/ 045-784-6902

/ 045-212-3549

/ 045-308-7472

横浜市中区弁天通1-15-1 アコルデ横浜関
http://fragrance.yokohama
内4階
03-3348-8610

/ 03-5326-8060

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NS
http://www.keio-ag.co.jp/
ビル23階

株式会社京急アドエンタープライズ 横浜市港南区上大岡西1丁目13番8号 三
井生命上大岡ビル2F

045-848-2711

横浜市南区南吉田町5-47

サイトなし

〒 232-0031

045-231-8312

横浜市南区永楽町1-5 Roots101

サイトなし

〒 103-0002

050-3134-5678

/ 045-231-4799

/ 045-231-8312

/ 050-3488-2540

03-5646-1160

/ 03-5646-1161

サクラインターナショナル株式会社 東京都江東区門前仲町2-5-9 深川三和ビ
http://www.sakurain.co.jp
ル4階

株式会社JTBコミュニケーションデ
ザイン

機関紙誌,広報紙誌の企画製作・印刷など、
Web企画作成など

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

フレグランスディフューザーのレンタル、イベ
ント、展示会での香りの演出

総合広告代理業・サイン＆スペースデザイン・
媒体管理業務

/ 045-848-2722

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

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

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

総合広告代理業

045-231-4774

〒 250-0055

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）

http://www.keikyu-ad.co.jp

〒 232-0012

〒 135-0048

ＳＤＧＳに対応した環境印刷、活版印刷体験
などイベントの企画運営、横浜土産絵葉書・
コースターの販売

広告企画制作プロダクション

045-785-1700

〒 233-0002

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

/ 045-651-7885

〒 236-0004

〒 163-0867
株式会社京王エージェンシー

/ 045-812-1135

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

株式会社神奈川機関紙印刷所

/ 03-6276-5081

0465-46-7293

/

なし

http://www.geelee.co.jp

〒 105-8335

03-5657-0600

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井
ビルディング12-13階

http://www.jtbcom.co.jp

/ 050-3737-1861

広告看板デザイン・企画設計、インクジェット
印刷、シルク印刷

広告、販促企画運営、撮影、撮影コーディネ
イト

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）

イベント・展示会・インセンティブ・国際会議フ
ルサポート（企画・デザイン・製作・設営・保管
一括）・警備

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

国際会議・学会・イベント・コンベンション企画
運営、広告・PR、地域活性、インバウンド推進
等

株式会社湘南よみうり新聞社

studio BLAZE

株式会社セルディビジョン

株式会社tvkコミュニケーションズ

株式会社テイクフォー

株式会社電通東日本 横浜支社

株式会社東映エージエンシー

凸版印刷株式会社 横浜営業所

〒 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

〒〒233-0003

050-5435-1406

横浜市港南区港南3-30-29

http://www.studio-blaze.net/

〒 220-0011

045-548-6861

横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜
2F CDC

http://www.celldivision.jp

〒 220-0024

045-548-4512

/ 045-201-9749

/ 045-761-0262

/ 045-548-6862

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

一般広告・ウエディング写真 スタジオ・出張
撮影 映像制作 サムライ関係イベント演出

ブランディングデザイン事業を主軸とし、シェ
アオフィス事業や地域貢献事業も展開。

/ 045-548-4537

横浜市西区西平沼町6-1 tvk ecom park(ヨ
http://www.tvk-coms.co.jp
コハマくらし館内)

番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等

/ 045-934-5462 式典、お祭り、講演、パーティ等のイ

〒 226-0011

045-934-5464

横浜市緑区中山町75

https://www.tkfor.co.jp/

〒 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/

〒 104-0031

03-3271-2821

東京都中央区京橋2-4-12

http://www.toeiad.co.jp

〒 220-0023

045-320-0517

ベント企画/運営/設営
お手伝い致します！

/ 045-662-1311
総合広告代理業

/ 03-3281-4180
総合広告代理店

/ 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

”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。

〒 221-0055
045-444-4030 / 045-444-4031
子育て支援に関わるさまざまな事業。味噌
株式会社トランタンネットワーク新聞
横浜市神奈川区大野町1番地8 アルテ横浜
（和食）普及啓発に関わるさまざまな事業。
社
http://www.30ans.com/
406号室
〒 231-0002
ノガン株式会社

株式会社乃村工藝社

株式会社博報堂

株式会社ぱど

03-5962-1171

東京都港区台場2丁目3番4号

http://www.nomurakougei.co.jp

〒 107-6322

03-6441-8111

東京都港区赤坂5丁目3番1号

http://www.hakuhodo.co.jp

〒 221-0835

045-287-2810

/

プロモーション全般(Webサイト・広告物・空間
デザイン、イベント企画等)

にぎわいを生む空間活性化事業、集客環境
づくりの企画から運営管理まで一手に担いま
す。

なし
総合広告代理業

/ 045-287-2811

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
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

〒 111-0034
フードダイバーシティ株式会社

/ 03-3570-2398

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

〒 101-0036
株式会社ファイネックス

/ 045-330-7628

〒 135-8622

〒 231-0003
株式会社パパカンパニー

045-681-7808

横浜市中区海岸通1-1 ジャパンエキスプレ
http://nogan.jp
スビル3F

03-5811-1947

/

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

なし

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

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
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

株式会社ブーン

株式会社 Bright Wave Media

株式会社プラチナム

株式会社フロッグカンパニー

株式会社ベクトル

株式会社ペッププランニング

株式会社マイナビ

〒 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

〒 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/

〒 107-0052

03-5572-6070

東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシ
ティ14階

http://platinuminc.jp/

〒 231-0014

045-663-7413

横浜市中区常盤町4-42 石井ビル３階

http://www.frogcompany.jp

〒 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

〒 231-0062

045-680-2121

横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル9F

http://www.pep-p.co.jp

〒 100-0003

03-6267-4388

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

一般社団法人夜景観光コンベン
ション・ビューロー

株式会社UNISON COMPANY

株式会社横浜アーチスト

/ 045-663-7414

/ 03-6673-4282

/ 045-680-2122

/ 03-6267-4397

045-983-5172

/

なし

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

〒 231-0012

070-6462-2543

/ 045-410-1132

/ 03-6204-0112

/ 045-664-9009

横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2階 さくら
http://unison-company.com
WORKS内

〒 231-0023

045-681-3731

横浜市中区山下町1 シルクセンター

http://www.y-artist.co.jp

〒 231-0802
ハマの人力車 株式会社横濱おも
横浜市中区小港町1丁目5番地 小港マン
てなし家
ション403号室

株式会社横浜スーパー・ファクト
リー

/ 03-5572-6075

〒 220-0073

〒 220-0012
株式会社横浜エージェンシー＆コ
横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ
ミュニケーションズ
マークプレイス14F

横浜交通開発株式会社

/ 045-341-4122

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

〒 226-0027

株式会社メディアライン

/ 03-3269-9982

045-640-3434

/ 045-681-3735

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

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

PR企画立案と実施・PR業務代行及びコンサ
ルティング

TV・ラジオCM 新聞広告 Webサイト等企画制
作 ムービー撮影編集 イベント企画実施

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
アロハヨコハマ等のイベントを手がけて30年。
年間150本以上の現場をこなす企画制作会
社です

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)

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。

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

音楽家 演奏家等のアーティストのマネジメン
トおよびプロモート業務

広告代理店、イベントの企画・運営、警備業、
タレントブッキング、広報PR

/ 045-650-9032
総合広告代理店

http://www.yokohama-agc.com
045-622-8146

/ 045-622-8164

http://yokohama-jinrikisha.com/

〒 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

〒 230-0045

045-506-8181

横浜市鶴見区末広町1-11

http://www.y-s-f.co.jp

/ 045-620-7106

人力車を用いての観光、ウェディング送迎、イ
ベント営業、地図制作業

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

/ 045-506-8185
ＣＭ等撮影スタジオ賃貸業

株式会社横浜メディアアド

有限会社ライフウェア・サービス

〒 221-0052

045-450-1815

横浜市神奈川区栄町5-1 YCS5階

http://soag.co.jp/

〒 162-0041

03-3209-9410

東京都新宿区早稲田鶴巻町107-5

http://www.lifeware.co.jp

〒
旅奇広告有限公司

株式会社Relation

株式会社ルーツ

ワークスプレス株式会社

和テンション株式会社

110

/ 045-450-1819
総合広告代理業

886-2-2747-9077

/ 03-6800-5355

/

886-2-2747-9075

台北市信義区基隆路一段159号4階

http://www.richmarcom.tw/

〒 220-0023

045-328-3095

横浜市西区平沼1-3-13 大勝ビル4階

http://www.relation-inc.jp/

〒 158-0096

03-5755-3918

東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F

http://www.adroots.jp

〒 158-0081

03-5706-7690

東京都世田谷区深沢4-34-13

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

〒 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/

/ 045-328-3096

/ 03-5755-3908

/ 03-5706-7065

/ 03-6862-6760

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。
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

東南アジアに特化した訪日プロモーション事
業。広告制作・旅行博出展・招聘・出版等

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

地図制作 イラストマップ作成 販売促進物の
作成

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

