〒 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
〒 231-0001
安藤百福発明記念館(カップヌード
横浜市中区新港2-3-4
ルミュージアム)

岩崎ミュージアム

Air Space Water Moon

オービィ横浜

劇団四季

社会福祉法人こどもの国協会

株式会社コングレ

Cycle Travelation

ザ クラシカ ベイリゾート

三溪園

JFlight

湘南国際村センター

http://www.cupnoodles-museum.
jp/
045-623-2111

横浜市中区山手町254

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

〒 231-0861

045-228-7288

横浜市中区元町1-50 元町パセオ3F

http://airspace-watermoon.com

〒 220-0012

045-319-6543

横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズ
みなとみらい5F

http://orbiearth.jp/

〒 231-0801

045-623-5283

カップヌードルミュージアムの管理運営

/ 045-623-2257
観光施設管理・運営

/ 045-264-4982

/ 045-319-6541

/

なし

http://www.tsubasa-stadium.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

〒 225-8585

045-903-1141

横浜市青葉区あざみ野1-24-7

http://www.shiki.jp

〒 227-0036

045-961-2111

横浜市青葉区奈良町700

http://www.kodomonokuni.org/

〒 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/

〒 220-0073

045-550-4993

横浜市西区岡野1-11-8 2F

http://cycletravelation.com

〒 221-0056

045-450-7211

横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイ
クォーター7F

http://www.theclassica.jp

〒 231-0824

045-621-0635

横浜市中区本牧三之谷58-1

http://www.sankeien.or.jp

〒 231-0063

045-250-5053

心と身体のトータルビューティースペース（エ
ステ・ボディバランシングセラピー等）

エンタメミュージアム
「オービィ横浜」施設の運営管理

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

/ 045-662-0858
酒類・飲料の営業および販売促進

/ 045-903-8005

演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚
本の提供

/ 045-962-1366
こどもの国の管理運営

/ 03-5216-5552

/

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

なし
レンタルサイクルを用いた横浜の観光案内

/

なし
婚礼、各種パーティー、貸会議等の会場

/ 045-621-6343

/ 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

〒 231-0001
JICA横浜

/ 045-345-0305

〒 231-0862

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

キリンビール株式会社 横浜支社

045-345-4335

文化財建造物及び名勝庭園の維持管理、公
開

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

045-663-3251

/ 045-663-3265

横浜市中区新港2-3-1

政府開発援助の実施 及び海外移住資料館
http://www.jica.go.jp/yokohama/ の運営

〒 240-0198

046-855-1800

/ 046-855-1816

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39

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

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

〒 231-0023
一般財団法人シルクセンター国際
横浜市中区山下町1
貿易観光会館

株式会社新横浜ラーメン博物館

Sushi Making Experience Japan

象の鼻テラス

tvk ecom park

デリバリーモータースポーツ サー
キットがやってくる！横浜GP

日産自動車横浜工場ゲストホー
ル・日産エンジンミュージアム

/ 045-641-0847

http://www.silkcenter-kbkk.jp/

〒 222-0033

045-471-0503

横浜市港北区新横浜2-14-21

http://www.raumen.co.jp

〒 223-0052

090-6118-2632

/ 045-471-0502

/

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

〒 231-0002

045-661-0602

横浜市中区海岸通１丁目

http://www.zounohana.com/

〒 247-0007
神奈川県立地球市民かながわプラ
横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1
ザ(あーすぷらざ)

株式会社ティーケーピー

045-641-0845

045-896-2121

/ 045-661-0603

/ 045-896-2299

http://www.earthplaza.jp/

〒 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/

〒 251-0151

0465-81-6850

/ 03-5227-7322

/ 045-534-6766

/ 0465-81-6850

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2109番地 http://www.fujinamiland.co.
18
jp/yokohama/

〒 220-8623

045-461-7090

横浜市神奈川区宝町2

http://www.nissan-global.
com/JP/PLANT/YOKOHAMA/

事務室・店舗の賃貸、シルク博物館の管理運
営

新横浜ラーメン博物館の運営管理、新横浜ラ
ントラクトの運営管理

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）

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。

国際・多文化共生・平和・こどもの活動促進の
ための展示、イベント等の企画運営

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

カートレーサー体験が出来る横浜唯一の
サーキット、みなとみらいアクティビティスポット

/ 045-461-6952
工場及び博物館の運営

〒 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
http://www.convention.co.jp
が関ビル18F
〒 231-0002
日本郵船歴史博物館 日本郵船氷
横浜市中区海岸通3-9
川丸
〒 231-8311

045-211-1923

/ 045-211-1929

http://www.nyk.com/rekishi/
045-661-2040

/ 045-661-2029

ニュースパーク（日本新聞博物館） 横浜市中区日本大通11 横浜情報文化セン
http://newspark.jp/newspark/
ター
〒 231-0853
公益財団法人馬事文化財団

原鉄道模型博物館

帆船日本丸・横浜みなと博物館

日の丸自動車興業株式会社

045-662-7581

展示(日本郵船社史及び海や船をﾃｰﾏとする
企画展等を開催)、展示（氷川丸の歴史）

博物館運営

/ 045-662-7713

横浜市中区根岸台1-3 根岸競馬記念公苑 http://www.bajibunka.jrao.ne.jp

〒 220-0011

045-640-6699

横浜市西区高島一丁目1番2号 横浜三井
ビルディング2階

http://www.hara-mrm.com/

〒 220-0012

045-221-0280

横浜市西区みなとみらい2-1-1

http://www.nippon-maru.or.jp/

〒 112-0004

03-5689-0912

東京都文京区後楽一丁目1番8号

http://www.hinomaru.co.jp/

根岸競馬記念公苑の管理運営

/ 045-640-6695
総合不動産業、原鉄道模型博物館の運営

/ 045-221-0277

/ 03-3814-1052

帆船日本丸保存・公開、横浜みなと博物館と
その周辺緑地等の管理運営

定期観光バス、貸切観光バス事業、不定期
航路事業

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

ブリキのおもちゃ博物館

万葉倶楽部株式会社

三菱みなとみらい技術館

三吉演芸場／本田商店

モーション・ブルー・ヨコハマ

横浜赤レンガ倉庫

株式会社横浜アリーナ

横浜アンパンマンこどもミュージア
ム＆モール

ヨコハマおもしろ水族館

〒 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

〒 231-0862

045-621-8710

横浜市中区山手町239-2

http://www.toysclub.co.jp/

〒 231-0001

0570-07-4126

横浜市中区新港2-7-1

http://www.manyo.co.jp

〒 220-8401

045-200-7351

横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工
横浜ビル

http://www.mhi.co.jp/museum/

〒 232-0032

045-231-7633

横浜市南区万世町2-37

http://miyoshiengeijo.web.fc2.
com/

〒 231-0001

045-226-1933

横濱きものステーション(株式会社
新日屋)

横浜水道記念館

ブリキのおもちゃ博物館管理運営

/ 045-671-1188

/ 045-200-9902

万葉の湯及び横浜みなとみらい万葉倶楽部
の経営

三菱重工が手がけるものづくりや 最先端の科
学技術について紹介

/ 045-231-0360

/ 045-226-1935

演劇及び演芸一般の上演、劇場の経営

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。

〒 231-0001

045-226-1911

横浜市中区新港1-1-1

http://www.yokohama-akarenga.
jp

〒 222-0033

045-474-4000

横浜市港北区新横浜3-10

http://www.yokohama-arena.co.jp

〒 220-0012

045-227-8855

/ 045-227-8860

横浜市西区みなとみらい4-3-1

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール
http://www.yokohama-anpanman. 管理運営
jp/

〒 231-0023

045-222-3211

/ 045-222-3212

横浜市中区山下町144 チャイナスクエアビ
ル3階

http://www.omoshirosuizokukan.
com/

/ 045-226-1916

不動産開発・賃貸・管理、飲食店の経営、イ
ベントの企画等

/ 045-474-4040
イベント施設賃貸業

045-622-8146

/ 045-622-8164

http://yokohama-jinrikisha.com/

水族館・アミューズメント施設

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

〒 231-0021

045-201-2100

横浜市中区日本大通3

http://www.kaikou.city.yokohama. 歴史資料館の管理・運営
jp

〒 231-0023

045-668-8108

横浜市中区山下町1番地 シルクセンター
M1F 134号

http://yokohama.kimonostation.
com/

〒 220-0012
株式会社横浜国際平和会議場（パ
横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ
シフィコ横浜）
横浜２階

よこはまコスモワールド

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。

/ 045-621-8676

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

〒 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

横浜開港資料館

/ 045-411-5032

045-221-2122

/ 045-201-2102

/ 045-668-8108

/ 045-221-2137

http://www.pacifico.co.jp

〒 231-0001

045-641-6591

横浜市中区新港2-8-1

http://cosmoworld.jp/

〒 240-0045

045-371-1621

横浜市保土ヶ谷区川島町522

http://www.city.yokohama.lg.
jp/suidou/kids/kinenkan/

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

コンベンション催事の企画・誘致及び施設賃
貸業

/ 045-641-6594
遊園地

/ 045-371-3270
文化施設の管理・運営

株式会社横浜スタジアム

株式会社横浜大世界

横浜・八景島シーパラダイス

横浜マリンタワー

横浜マリンロケット

〒 231-0015

045-661-1251

横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7階

http://www.yokohama-stadium.
co.jp

〒 231-0023

045-681-5588

横浜市中区山下町97-4

http://www.daska.jp

〒 236-0006

045-788-8888

横浜市金沢区八景島

http://www.seaparadise.co.jp

〒 231-0023

045-664-1100

横浜市中区山下町15番地

http://marinetower.jp

〒 221-0835

045-548-5442

RAKU SPA 鶴見

/ 045-681-5620

/ 045-788-9735

エンターテインメント施設(ミュージアム、フード
コート、お土産ショップ等)運営

テーマパークの運営（水族館・遊園地・イベン
ト等）

展望施設、飲食店、多目的ホール

/ 045-548-5442

045-771-2242

/ 045-771-2150

〒 230-0004

045-574-4126

/ 045-574-4127

横浜市鶴見区元宮2-1-39

http://www.rakuspa.com

横浜市磯子区杉田4-5-10

横浜スタジアムの管理運営

/ 045-680-1656

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

〒 235-0033
横浜緑地株式会社

/ 045-664-7011

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。

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/

温浴施設、スパの運営

045-670-7401 / 045-224-2249
ランドマークプラザテナント会 （三 〒 220-8115
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランド
菱地所プロパティマネジメント株式
http://www.yokohama-landmark. ランドマークプラザテナント会
マークタワー15階
jp
会社）

レストラン DANZERO(ダンゼロ)

ロイヤルホールヨコハマ

ワークピア横浜

和テンション株式会社

〒 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

〒 231-8544

045-641-1122

横浜市中区山下町90

http://www.royalhall.co.jp

〒 231-0023

045-664-5252

横浜市中区山下町24-1

http://www.workpia.or.jp

〒 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/

/ 045-633-3206

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。

/ 045-681-7004
総合結婚式場、多目的ホール

/ 045-664-6743

/ 03-6862-6760

宴集会、婚礼披露宴、貸会議室等の多目的
ホール

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

