認定特定非営利活動法人
ARCSHIP

株式会社アイ・エス・エス

〒 231-0014

045-323-9351

横浜市中区常盤町1-1 宮下ビル4F

www.arcship.jp

〒 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/

/ 045-323-9352
様々なジャンルの音楽イベントの企画・制作

/ 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

〒 104-0051
03-5859-0075 / 03-5859-0073
株式会社アイビーインターナショナ
東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエ
通訳・翻訳サービス、会議、イベント運営
ル
http://www.ivyintl.com/
アノースウイング2F
〒 231-0015
株式会社新井清太郎商店（関内新
横浜市中区尾上町1丁目8番地
井ホール）

株式会社インターグループ

インバイトジャパン株式会社

株式会社エアサーブ

株式会社オフサイド

株式会社学会サービス

株式会社コングレ

/ 045-662-3175

http://www.seitaroarai.co.jp/

〒 105-0001

03-5549-6909

東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F

https://www.intergroup.co.jp

〒 111-0032

03-6231-6621

東京都台東区浅草1-10-5 KN浅草ビル6F

https://invitejapan.com

〒 153-0042

03-6745-8230

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産
青葉台タワー5階

https://www.airserve.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

〒 150-0032

03-3496-6950

東京都渋谷区鴬谷町7-3-101 トミーリー
ジェンシー

サイトなし

〒 113-0024

03-5840-7800

株式会社角川アスキー総合研究所 東京都文京区西片1-17-8

株式会社近畿日本ツーリスト首都
圏 横浜支店

045-681-6762

/ 03-5549-3201

/ 03-6700-1730

/ 03-6745-8234

/ 045-661-0604

/ 03-5840-7812

https://www.lab-kadokawa.com/
045-277-0771

https://www.knt.co.jp

〒 102-8481

03-5216-5551

東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル

https://www.congre.com/

〒 102-0075

03-3263-8686

/ 045-277-0772

/ 03-5216-5552

/ 03-3263-8687

http://www.c-linkage.co.jp
03-5646-1160

/ 03-5646-1161

サクラインターナショナル株式会社 東京都江東区木場2-17-13 第2亀井ビル5
http://www.sakurain.co.jp
Ｆ
株式会社JTBコミュニケーションデ
ザイン

株式会社シガール

MICE誘致で鍵となるチームビルディングアク
ティビティをバイリンガルで提供します。

空港内の事務所の立地を生かした送迎や、
MICEで好評なトラベルイヤホンのレンタル等
のサービス

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

医学会の運営・代行

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

〒 135-0042

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語
学学校、人材派遣

/ 03-3496-2150

〒 221-0052

株式会社コンベンションリンケージ 東京都千代田区三番町2

園芸関連・海藻・繊維製品等の輸出入、不動
産賃貸、本社ビル11階「関内新井ホール」運
営

〒 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

https://www.jtbcom.co.jp

〒 221-0834

045-565-9246

横浜市神奈川区台町15－8 久世ビル2階

http://www.e-cigale.co.jp

/ 050-3737-1861

KADOKAWAグループに属する法人向けの
シンクタンク、リサーチ、メディア企業

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

会議イベント運営企画、ITシステム、施設運
営、調査・コンサル、語学・人材サービス

国際会議・コンベンション・イベント企画・運
営、コンサルティング

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
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

/ 045-565-9646
PCO事業者、イベントプランナー

株式会社ティーケーピー

株式会社DMC Greater Yokohama

〒 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/

〒 231-0011

045-263-9615

東京都品川区東品川2-3-12 シーフォート

スクエアセンタービル 17Ｆ

株式会社テイクフォー

/ 045-263-9408

横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジ
http://dmc-yokohama.co.jp
ネスセンター9F

〒 140-0002
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

/ 03-5227-7322

03-3471-6835

/ 03-3471-6739

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

〒 226-0011

045-934-5464

横浜市緑区中山町75

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

/ 045-934-5462

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

国際・国内会議及び文化・学術等各種催物
の企画、誘致、開催及び運営

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

式典、お祭り、講演、パーティ等のイベント企
画/運営/設営、お手伝い致します！

〒 100-0013
03-3508-1211 / 03-3508-0820
MICE企画運営、通訳・翻訳、人材派遣、施
日本コンベンションサービス株式会
東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞
設運営、コンテンツ制作、プロモーション
社
https://www.convention.co.jp
が関ビル18F

株式会社バイリンガル・グループ

〒 102-0074

03-3263-1261

東京都千代田区九段南3-3-6 麹町ビル7
階

http://www.bilingualgroup.co.jp/

/ 03-3263-1264

国際会議準備・運営、通訳、翻訳、人材派
遣、セレモニー、社交行事等の企画・運営

〒 160-0022
03-3353-8581 / 03-3353-8599
株式会社パンテル・インターナショ
多言語翻訳、人材派遣、コンサルティング等
東京都新宿区新宿1-2-8 国久ビル8階B号 http://www.pantel.jp
ナル
〒 101-0048
株式会社ピーシーオーワークス

〒 105-0012
株式会社プランドゥ・ジャパン

株式会社ペッププランニング

ホスピタリティ教育研究所

株式会社ミントス

横浜テクノタワーホテル

株式会社レイ

YDMS株式会社

03-3291-3636

/ 03-3291-3635

東京都千代田区神田司町2-4-2 神田アー
http://www.pcoworks.jp
バンビル2階
03-5470-4401

/ 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

〒 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

〒 241-0011

045-442-7176

横浜市旭区川島町2976-88

http://arrow-urban.com/

〒 231-0014

045-228-8080

横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D

http://mintos.jp

〒 236-0004

045-788-7400

横浜市金沢区福浦1-1-1

http://technotower.jp/

〒 106-0032

03-5413-3855

東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本
木ビル

https://www.ray.co.jp/

〒 231-0014

045-662-5568

横浜市中区常盤町1-2-1 関内電子ビル4
階B

https://www.yokohamadmc.com

/ 045-680-2122

/ 045-442-7263

/ 045-228-8510

コンベンション企画・製作

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

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。
研修・講演事業・接遇向上・クレーム対応・
リーダー養成・職場の活性化などホスピタリ
ティ関連

ビジネスマナー、メンタルヘルス、レジリエン
ス、アンガーマネジメント等の研修

/ 045-788-7411
ホテル業（宿泊研修特化型）

/ 03-3475-8681

イベント、展示会、テレビCM等の企画、映像
制作や編集を行う。
映像機器レンタルも手掛ける

/ 045-330-0971
MICEに関連するエリアマーケティング事業

