株式会社アイ・エス・エス

株式会社旭広告社

吾妻印刷株式会社

株式会社アディック

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

株式会社あんざい

飯田電機工業株式会社

岩崎ミュージアム

〒 108-0073

03-6369-9995

東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階

https://www.issjp.com/

〒 231-0014

045-681-2831

横浜市中区常盤町2-19

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

〒 232-0006

045-730-5161

横浜市南区南太田4-8-12

http://www.azma.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/

〒 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/

〒 233-0016

045-822-8497

横浜市港南区下永谷3-24-29

サイトなし

〒 150-0001

03-3409-3331

東京都渋谷区神宮前5-8-7

http://www.iidae.co.jp

〒 231-0862

045-623-2111

横浜市中区山手町254

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

〒 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

ウエキ園芸株式会社

上島珈琲貿易株式会社

株式会社エイエイピー

株式会社エイチ・アイ・エス

ANAビジネスソリューション株式会
社

エグザ株式会社

/ 03-3453-1258

国際会議・医学会・国内会議・イベント企画運
営/通訳翻訳/人材派遣/語学養成校運営。

/ 045-681-2695
総合広告代理業

/ 045-730-5171
印刷及びディスプレイ、サイン等

/ 045-476-2685

/ 045-482-4645

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

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

/ 045-824-1303
印刷業・葬祭業

/ 03-3409-3827
電気工事業、イベントの展示装飾

03-6712-6157

/ 045-623-2257

/ 03-6712-6158

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

〒 231-0867

045-251-4795

横浜市中区打越30-17

http://www.uekiengei.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.muccoffee.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

〒 105-0001

03-3519-7191

観光施設管理・運営

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

/ 045-231-8019
貸植木業・総合園芸業

/ 03-4243-3741

/ 045-228-5272

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

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

/ 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

〒 108-0074

03-6700-0700

東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル11
階

https://www.abc.jp

〒 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

/ 03-5791-2899

/ 045-565-5080

総合旅行業 訪日インバウンド、地方創生など

教育・研修/人材サービス/調査・コンサルティ
ング/アウトソーシング

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。モ

株式会社NKB Y’s

株式会社NDCグラフィックス

Empire Entertainment Japan 株式
会社

株式会社大川印刷

株式会社オフサイド

株式会社ガーランドフェア

〒 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/

〒 105-0001

03-5733-2220

/ 03-3433-5821

東京都港区虎ノ門4-2-6-1F

企業イベント、キャスティング、セールスプロ
http://www.empireentertainment. モーションプランニング
jp

〒 245-0053

045-812-1131

/ 045-812-1135

横浜市戸塚区上矢部町2053

http://www.ohkawa-inc.co.jp

〒 220-6218

045-661-0622

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
タワーC棟 18階

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

〒 231-0003

045-651-3320

横浜市中区北仲通1-6 ヒタチビル6F

http://garlandfair.jp/home/

〒 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

有限会社関東化染工業所

空間装飾 クラフツ

Classical Princess Japon

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

劇団四季

045-641-8788

/ 045-224-4848

/ 045-661-0604

/ 045-651-3350

/ 045-641-8787

http://www.kadokawa.co.jp/
045-823-1956

横浜市港南区芹が谷1-1-21

http://www.kanto-kasen.co.jp/

〒 231-0801

045-623-5283

/ 045-824-5269

/

なし

http://www.tsubasa-stadium.com

〒 221-0052

045-277-0771

横浜市神奈川区栄町3-4 パシフィックマー
クス横浜イースト 4F

http://www.knt.co.jp

〒 241-0833

045-342-5106

横浜市旭区南本宿町144-23 パームヒル１
階

http://krafts.webcluster.jp/

〒 220-0022

050-3562-0777

横浜市西区花咲町6-143-1602

http://www.classical-princess.
com/

〒 231-0007

045-308-7471

/ 045-277-0772

/ 045-342-5107

/

なし

/ 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

〒 163-0867
株式会社京王エージェンシー

広告代理業、印刷デザイン、イベント企画

〒 233-0006

キャプテン翼スタジアム 横浜元町 横浜市中区新山下3-2-5

株式会社近畿日本ツーリスト首都
圏 横浜支店

/ 045-201-3860

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

〒 232-0012

045-231-4774

横浜市南区南吉田町5-47

サイトなし

〒 225-8585

045-903-1141

横浜市青葉区あざみ野1-24-7

http://www.shiki.jp

/ 045-231-4799

/ 045-903-8005

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

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

各種イベントのトータルプロデュース(企画、制
作、演出、運営)。PR事業、事務局運営

生花販売、フラワーデザイン空間装飾、フラ
ワースクール、ウェディングイベントプロデュー
ス

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

のぼり・旗・印袢天等の広告宣伝、イベント用
製品

多目的フットサルコートの運営、各種印刷物
の編集・制作、イベント事業の企画・運営

国内・海外・訪日旅行及びコンベンション、イ
ベント等の総合旅行業

装飾用の白い木や竹灯篭 竹花器の制作、会
場の飾り付け、苔など装飾小物の販売 レンタ
ル

アンティーク着物地を用いたクラシックドレス
の制作、および歴史的建造物での撮影事業

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

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

演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚
本の提供

株式会社工芸社

康平運送株式会社

株式会社コネル

株式会社コングレ

有限会社さかなスタジオ

〒 113-0033

03-5684-7334

東京都文京区本郷6-17-5

http://www.kogeisha.co.jp

〒 221-0862

045-383-1321

横浜市神奈川区三枚町601

http://www.korhei.com

〒 103-0002

03-6661-6624

/ 03-5684-7339
展示装飾業

/ 045-382-0920

/ 050-3488-2540

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

〒 102-8481

03-5216-5551

東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル

http://www.congre.com/

〒 272-0021

047-302-7355

千葉県市川市八幡2-6-1-703

http://www.sakana-studio.com

〒 135-0048

03-5646-1160

/ 03-5216-5552

/ 047-302-7356

/ 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

笹徳印刷株式会社 横浜支社

THE BEACH

山陽印刷株式会社

株式会社CTU

株式会社ジーマ

JFEテクノリサーチ株式会社

株式会社JTB 横浜支店

株式会社JTBコミュニケーションデ
ザイン

JFlight

株式会社シグマ映像

〒 220-0011

045-461-3511

横浜市西区高島2-3-22 横浜OTビル8階

http://www.sasatoku.co.jp

〒 231-0801

045-264-8437

横浜市中区新山下3-2-5

http://www.the-beach.jp

〒 236-0004

045-785-3434

横浜市金沢区福浦2-1-13

http://www.sanyoprint.co.jp/

〒 231-0033

045-228-0820

横浜市中区長者町3-8-13-806

http://www.ctu.jp

〒 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

〒 100-0004

03-3510-3400

東京都千代田区大手町2-7-1

http://www.jfe-tec.co.jp/

〒 221-0835

045-316-0530

/ 045-461-3515

/ 045-264-8438

/ 045-786-1105

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。

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）。

会議運営企画、ITシステムサービス、施設運
営、調査・コンサル、語学・人材サービス

イベント、舞台、コンサート等の企画・制作・レ
ンタル

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

印刷物の企画・デザイン・編集・製版・印刷。
Web企画・制作、イベント企画・運営等

新山下地区での婚礼施設運営およびカフェ
営業

ポスター、チラシ、会社案内等の商業印刷と
Webを連携させた総合印刷業

/ 045-228-0821
イベント企画・運営・管理

/ 045-412-4501

/ 03-3510-3469

/ 045-316-5521

横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビ
www.jtb.co.jp/shop/danyoko/
ル6階

〒 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

〒 231-0063

045-250-5053

/ 050-3737-1861

/ 045-251-9744

横浜市中区花咲町3-103-2 アマデウスビル
http://jflight.jp
2F

〒 235-0016

045-750-1251

横浜市磯子区磯子2-17-17

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

/ 045-750-1255

ウェディングプロデュース「チアーズブライダ
ル」

デザイン・DTP・翻訳・Web制作・映像制作・展
示会ブースデザイン・施工

国内・海外・訪日旅行及びコンベンション等の
総合旅行業務。観光動向等の調査業務。

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。

エアバスA320の操縦席を再現した本格的フ
ライトシュミレーターの運営

映像・音響機材のレンタル及び販売。磁気
ループシステムの販売及びレンタル

〒 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

studio BLAZE

株式会社セルディビジョン

象の鼻テラス

Socia21（ソシア21）

株式会社丹青社

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

〒 231-0002

045-661-0602

横浜市中区海岸通１丁目

http://www.zounohana.com/

〒 222-0034

045-472-7777

横浜市港北区岸根町6-1

http://www.socia21.co.jp

〒 108-8220

03-6455-8133

デジタルワークス株式会社

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

/ 045-761-0262

/ 045-548-6862

/ 045-661-0603

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。

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。

総合結婚式場

/ 03-6455-8226

045-548-4512

03-3471-6835

博物館、資料館等文化施設及びイベント等の
企画・設計・施工・コンサルティング・運営

/ 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)

東京都品川区東品川2-3-12 シーフォート

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

/ 045-473-7028

東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラ
http://www.tanseisha.co.jp/
ス 19F

スクエアセンタービル 17Ｆ

株式会社テイクフォー

首都高速道路(神奈川線）の管理･維持･補修
http://www.shutoko.jp
050-5435-1406

〒 140-0002
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

/ 045-451-7957

〒〒233-0003

〒 220-0024
株式会社tvkコミュニケーションズ

045-451-7906

/ 03-3471-6739

http://www.tgn.co.jp/p-party

番組・ビデオ・Web制作、イベント関連事業等

結婚式場・レストランの運営およびパーティ・
イベントの企画、運営

/ 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/

〒 231-0002

045-349-9501

横浜市中区海岸通4-17

http://www.digi-works.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

/ 045-349-9502

ベント企画/運営/設営
お手伝い致します！
各種イベント・催物の企画、制作、宣伝プロ
デュース、コーディネート・コンサルタント

/ 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

日本キッチンカー協会

ノガン株式会社

〒 231-0861

045-227-4377

横浜市中区元町5-199-2

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

〒 231-0002

045-681-7808

/ 045-226-5377
キッチンカー出店・管理、イベント企画・運営

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

/ 045-330-7628

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)

株式会社乃村工藝社

パセラリゾーツ横浜関内店

HANA21株式会社

株式会社ハンケイ

ぴあ株式会社

株式会社ビーアティック

〒 135-8622

03-5962-1171

東京都港区台場2丁目3番4号

http://www.nomurakougei.co.jp

〒 231-0046

045-264-3855

横浜市中区末広町3－95

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

〒 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/

〒 231-0023

045-651-7474

横浜市中区山下町200-12 永光ビル4階

http://hankei.jp/

〒 150-0011

03-5774-5200

東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタ
ワー

http://corporate.pia.jp

〒 231-0062

045-550-4100

ビストロノミー“ラトリエ 1959”ヨコハ
マ

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

株式会社フジヤ 横浜営業所

株式会社 Bright Wave Media

株式会社プランドゥ・ジャパン

有限会社フルヤ工行社

株式会社フロッグカンパニー

株式会社ペッププランニング

株式会社放送サービスセンター

/ 045-264-3856

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）

ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

/ 045-651-7122

/ 03-5774-5348

/ 045-330-6773

045-263-9684

/ 045-263-6179

〒 231-0044

045-777-8819

/

横浜市中区福富町東通2-15-2F

http://latelier1959.com/

〒 221-0835

045-411-5031

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-2 横浜鶴屋
町ビル1F

http://www.f-e-i.jp

〒 220-0011

045-461-5761

横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィス
ポートビル4F

http://www.fujiya-net.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/

〒 105-0012

03-5470-4401

横浜市中区大和町1-23-1

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。

/ 045-330-8776

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

〒 231-0846
ビストロ＆ワイン フェイン

/ 03-3570-2398

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

チケット販売、出版物の刊行、イベントの企
画・制作・運営などエンタテインメント事業

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

ナチュラルフレンチを提供する邸宅レストラ
www.liing-heart-original-wedding. ン、ウエディングやフリースペースとして使用
可。
com
-

/ 045-411-5032

レストラン、並びにカルチャースクールの企
画、運営。化粧品・道具、加工食品、並びに
デザインフラワーの製造販売。
個展や芸術活動を行う作家支援。また会場の
提供を行うほか現代作家の芸術普及を目的と
する。

/ 045-461-5762
展示装飾業

/ 045-341-4122

/ 03-5470-4410

東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト
http://www.plando.co.jp
4階401

〒 220-0042

045-231-3591

横浜市西区戸部町3-104

サイトなし

〒 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

〒 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

〒 160-0003

03-3357-3071

/ 045-241-2226

/ 045-663-7414

/ 045-680-2122

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

イベントプロモーション、訪日外国人誘客、地
域観光振興、国際会議、国内医学会

ディスプレイ業、看板・舞台装置制作業（イベ
ント・催事ではイス、テントなどレンタル）

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

/ 03-3357-3082

東京都新宿区四谷本塩町4番40号 光丘四
http://www.hoso.co.jp
谷ビル

同時通訳システムの運用・レンタル・企画

〒 105-0013
03-5776-0921 / 03-5776-0916
映像によるコンテンツ制作とシステム開発力を
株式会社マザーズシステム・ジャパ
東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア
合わせたウェブとの連動を事業としている
ン
http://www.motherssystem.com
1604

株式会社ムラヤマ 横浜支店

株式会社メッド

株式会社メディアライン

〒 231-0021

045-201-8961

横浜市中区日本大通18 KRCビル9Ｆ

www.murayama.co.jp

〒 701-0114

086-463-5344

岡山県倉敷市松島1075-3

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

〒 220-0073

045-410-1131

横浜市西区岡野2-15-32 日鴻ビル3F

http://www.media-line.jp/

〒 232-0031

045-251-2366

株式会社ヤマダ 横濱山田の花火 横浜市南区永楽町1-10

UNION HARBOR

株式会社UNISON COMPANY

株式会社横浜アーチスト

横浜ベイブルーイング株式会社

横浜マリンロケット

株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー

医学学会の企画・運営

/ 045-410-1132

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)

/ 045-251-2368
花火の打ち上げ・販売

http://www.yamada-hanabi.jp

横浜市中区新山下3-4-17

http://union-harbor.com/

〒 231-0012

070-6462-2543

/ 045-628-2272
結婚式場・パーティ・イベント会場の運営

/ 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
045-640-3434

/ 045-681-3735

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

〒 231-0023

045-663-0461

横浜市中区山下町223番1号 NU関内ビル
8F

http://yokohama.shimizu-group.
co.jp/
045-663-8108

/ 045-663-0460

/ 045-663-8108

http://yokohama.kimonostation.
com/

イベントの企画・設営・運営、舞台装飾・内飾

日本人および訪日外国人観光客を対象にし
た着物女袴のレンタル着付け

〒 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/

〒 231-0044

045-341-0450

/ 045-341-0453

横浜市中区福富町東通2-15-1F

ビール製造業および飲食事業・クラフトビー
http://www.yokohamabaybrewing. ルのイベント事業
jp/

〒 221-0835

045-548-5442

/ 045-548-5442

/ 045-228-9089

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

〒 231-0005

045-305-6631

/ 045-305-6632

横浜市中区本町1丁目4番地 プライムメゾン http://www.yoshimoto.co.
横濱日本大通3階A
jp/yokohama/

〒
旅奇広告有限公司

/ 086-463-5345

045-628-2271

〒 231-0023
横濱ハイカラきもの館(株式会社新
横浜市中区山下町1番地 シルクセンター
日屋)
M1F 134号

横濱haikara(ハイカラ)美容院

ディスプレイ・展示装飾業

〒 231-0801

〒 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

株式会社横浜シミズ

/ 045-201-9078

110

台北市信義区基隆路一段159号4階

886-2-2747-9077

/

886-2-2747-9075

http://www.richmarcom.tw/

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

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。

エンターテインメントに関する企画、制作ＰＲ、
流通を国内外に総合的に展開

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

株式会社Relation

ルーデンス株式会社

〒 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/

〒 220-6004

045-662-0018

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

和テンション株式会社

ワンズ ダイニング（WANGS
DINING)

/ 045-662-0017

横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズ
http://www.ludens.be
タワーA403B

〒 220-0072

YDMS株式会社

/ 045-328-3096

045-225-8100

/ 045-323-4477

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

〒 231-0004

045-222-8337

横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビ
ル4階

http://www.yokohamadmc.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/

〒 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

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

街づくりプランニング・コーディネート イベント
企画･運営 プロモーション事業 Web制作

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

/ 045-222-8283
MICEに関連するエリアマーケティング事業

/ 03-6862-6760

/

なし

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

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。

