協同組合伊勢佐木町商店街

イセザキ・モール１･２St.

〒 231-0056

045-261-2835

横浜市中区若葉町2-34

http://www.isezakicho.or.jp/

〒 231-0046

045-261-7535

横浜市中区末広町2-6-10

http://www.isezaki.jp

〒 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）

公益財団法人神奈川芸術文化財
団

公益社団法人神奈川県観光協会

神奈川県タクシー協会 横浜支部

神奈川旅客自動車協同組合

公益社団法人関東海事広報協会

JICA横浜

〒 231-0023

/ 045-261-2879
商店街事業協同組合

/ 045-261-7647
商店街事業振興組合

045-681-2141

/ 045-681-2032

https://www.escale-yokohama.
com
045-633-3730

/ 045-663-3714

横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル6
http://www.kanagawa-arts.or.jp
階

宿泊施設、レストラン、貸会議室

芸術文化事業の創造・振興、県立文化施設
の管理運営

〒 231-8521

045-681-0007

横浜市中区山下町1 シルクセンター3階

http://www.kanagawa-kankou.or. 地域観光・物産事業推進
jp

〒 231-0066

045-241-3551

横浜市中区日ノ出町2-130

http://www.taxi-kanagawa.or.jp/

〒 231-0027

045-226-3170

横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル3階

http://www.radio-taxi.org

〒 231-0002

045-201-6575

横浜市中区海岸通4-23 相模ビル2階

http://www.kaijipr-kanto.or.jp

〒 231-0001

045-663-3251

横浜市中区新港2-3-1

/ 045-681-0009

/ 045-262-8754
市内タクシー会社事業主団体

/ 045-226-3171

タクシー配車業務及びタクシー燃料の共同購
入・販売、チケットの発行業務など、乗務員の
接遇研修

/ 045-201-6578
海事思想の普及・宣伝

/ 045-663-3265

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

〒 105-0003
03-6435-9116 / 03-6435-9117
PR事業、おもてなし事業者（小売・サービス事
一般社団法人ジャパンショッピング
東京都港区西新橋3-6-2 西新橋企画ビル
業者）支援事業
ツーリズム協会
https://jsto.or.jp/
ディング
公益財団法人全国修学旅行研究
協会

創価学会 東海道事務局

ナビオス横浜

日本赤十字社 神奈川県支部

〒 102-0074

/ 03-5275-6653

〒 231-0023

045-640-4500

横浜市中区山下町7-1

http://www.sokagakkai.or.jp/

〒 231-0001

045-633-6000

横浜市中区新港2-1-1

http://www.navios-yokohama.com

〒 231-8536

045-681-2162

横浜市中区山下町70-7

http://www.kanagawa.jrc.or.jp/

〒 221-8718
一般社団法人日本自動車連盟 神
横浜市神奈川区片倉2-1-8
奈川支部
〒 103-0002
公益財団法人日本修学旅行協会

03-5275-6651

東京都千代田区九段南2-6-8 九段南ビル
http://shugakuryoko.com
6階

教育旅行に関する調査研究活動、輸送集約
活動（連合体輸送に関する事務局業務）

/ 045-640-4540
宗教団体

/ 045-633-6001
船員と港で働く人の福利厚生施設・ホテル業

045-482-1244

/ 045-681-2136

/ 045-482-1320

http://www.jaf.or.jp/
03-5640-8061

/ 03-5640-8062

東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 にほん
http://www.jstb.or.jp
ばしゼニットビル2階

災害救護、国際救援、救急法等安全講習、
青少年・ボランティア育成、国際人道法普及

車のトラブル時のロードサービスを始めとし
て、車に関する様々な業務を行っています。

教育旅行の実態調査、研究発表会の開催、
月刊誌「教育旅行」、データブック「教育旅行
年報」等の発行

〒 221-0052
045-441-5444 / 045-441-5444 バーテンダーの技術の練磨と人格の陶冶を
日本バーテンダー協会神奈川県本
横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサ
目的として活動。日本の酒文化発展に貢献し
部 横浜支部
http://nba-yokohama.jp
イドファンテ101 Bar HALEKULANI内
ます。
〒 231-0065
野毛地区街づくり会

〒 231-0014
馬車道商店街協同組合

一般社団法人ブルガリアンローズ
文化協会

協同組合元町SS会

横浜駅西口振興協議会

横浜駅東口振興協議会

横浜金沢観光協会

公益財団法人横浜企業経営支援
財団

一般社団法人横浜銀行協会

一般社団法人横浜港振興協会

NPO法人横浜国際ドラゴンボート
協会

公益財団法人横浜市芸術文化振
興財団

一般社団法人横浜市工業会連合
会

一般財団法人横浜市交通局協力
会

公益財団法人横浜市国際交流協
会

045-241-4500

/ 045-241-5014

横浜市中区宮川町1－14 宮川町町内会館
http://noge-town.net/
3階
045-641-4068

地域活性化促進市民団体

/ 045-641-9224

横浜市中区常盤町4-42 馬車道壱番館5階 http://www.bashamichi.or.jp

商店街事業協同組合

〒 224-0032

045-530-4847

横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1

http://www.bulgarian-rose.or.jp

〒 231-0861

045-641-1557

横浜市中区元町1-14

http://www.motomachi.or.jp

〒 220-0005

045-319-2428

横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル6階
相鉄南幸第2ビル

http://www.yokohamanishiguchijan.com/

〒 220-0011

045-453-2611

横浜市西区高島2-12-6 横浜新都市セン
ター(株)気付

http://www.yokohama-east.net/

〒 236-0028

045-780-3431

横浜市金沢区洲崎町1-18 金沢地区連合
町内会館2階 協働オフィス金沢内

http://yokohama-kanazawakanko. 金沢区の観光PR・地域振興のための諸事業
com/

〒 231-0011

045-225-3700

/ 045-530-4873

ブルガリア共和国との国際交流に関する事
業、催事・イベント開催に関する事業等

/ 045-664-9473
商店街事業協同組合

/ 045-319-2534

/ 045-453-2681

横浜駅西口周辺の商業振興活動および街づ
くりにかかるエリアマネジメント活動

横浜駅東口地域の発展振興のため、東口地
域の事業者が一体となった共同活動

/ 045-349-7035

/ 045-225-3737

横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジ
http://www.idec.or.jp
ネスセンター7F

〒 231-0005

045-201-9853

横浜市中区本町3-28

https://www.zenginkyo.or.jp

〒 231-0002

045-671-7241

/ 045-201-1602

市内中小・中堅企業の総合的経営支援

銀行取引相談所および横浜手形交換所の運
営等

/ 045-671-7350

横浜市中区海岸通1-1 大さん橋ふ頭ビル2
http://www.yokohamaport.org
階

〒 232-0022

045-261-1163

横浜市南区高根町3-17-12 KSビル3F

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

〒 231-0023

045-221-0212

横浜市中区山下町2番地 産業貿易セン
タービル1階

http://p.yafjp.org/jp

〒 231-0023

045-671-7051

横浜市中区山下町2

www.yokohama-sanbohall.com

〒 231-0033

045-253-9595

横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル14
階

http://www.kyouryokukai.or.jp/

〒 220-0012

045-222-1171

横浜市西区みなとみらい1-1 パシフィコ横
浜 横浜国際協力センター5階

https://www.yokeweb.com

横浜港の振興発展に向けた諸事業の推進

/ 045-261-6766

/ 045-221-0216

/ 045-671-7321

横濱ドラゴンボートレース大会の開催・運営

文化事業の企画・実施及び文化施設の管
理・運営

産貿ホールの管理・運営、会員企業のネット
ワークづくり支援、ものづくり人材支援等

/ 045-253-9786
運輸付帯サービス業

/ 045-222-1187

国際交流・協力事業の企画・実施、在住外国
人支援

〒 231-0015
公益財団法人横浜市体育協会

NPO法人横浜シティガイド協会

横浜商工会議所

045-228-7678

横浜市中区山下町15 横浜マリンタワー内
2F

http://www.ycga.com

横浜中華街発展会協同組合

公益社団法人横浜貿易協会

http://www.yokohama-history.
org/

/ 045-680-2031

〒 231-8524

045-671-7400

/ 045-671-7410

市民スポーツの普及・振興、スポーツ施設の
管理・運営

横浜市民及び観光客に横浜の魅力を伝え集
客増をはかるためのボランティアガイド事業

横浜の歴史の理解に資する国内外の資料や
文化財の調査研究等、横浜開港資料館等の
運営

都市緑化の推進及び公園・動物園・上郷森
横浜市中区日本大通58 日本大通ビル2階 http://www.hama-midorinokyokai. の家 等の管理運営
or.jp/

横浜市中区山下町2 産業貿易センター8階 http://www.yokohama-cci.or.jp
045-671-7485

045-662-6011

地域経済団体

/ 045-661-1770

横浜市中区尾上町3丁目35番地 横浜第一
http://www.marinard.co.jp/
有楽ビル8階

〒 231-0023

045-662-1252

横浜市中区山下町118-2

http://www.chinatown.or.jp

商店会

/ 045-211-0593
商店街事業協同組合

なし

/

なし

サイトなし

〒 220-0031

045-231-4935

横浜市西区宮崎町30

http://yokohamanaritasan.com/

〒 231-8691

045-211-0282

横浜市中区海岸通1-1

http://www.yfta.jp/

〒 220-0012

045-682-0021

一般社団法人横浜みなとみらい21 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズ
スクエア横浜クイーンモール3階

地域総合経済団体

/ 045-671-7489

横浜市中区山下町2 産業貿易センター3階 http://www.yokohama-jc.or.jp

〒 231-0066
よこはま都心部水上交通実行委員
横浜市中区日ノ出町2丁目145
会

横浜 成田山

/ 045-912-7780

045-228-9420

〒 231-0015
横浜中央地下街商店会

045-912-7771

/ 045-228-7693

〒 231-0021

〒 231-0023
一般社団法人横浜青年会議所

/ 045-640-0021

〒 231-0023

〒 224-0003
公益財団法人横浜市ふるさと歴史
横浜市都筑区中川中央1-18-1 横浜市歴
財団
史博物館内

公益財団法人横浜市緑の協会

045-640-0011

横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上
http://www2.yspc.or.jp/ysa/
町ビル

横浜都心部において水上交通の運行と周辺
地区の賑わいづくりを検討、実施。

/ 045-231-8739
寺院

/ 045-211-0285
地域貿易振興

/ 045-682-4400

http://www.minatomirai21.com/

ＭＭ２１地区の街づくり調整や環境対策、文
化・プロモーション等のエリアマネジメント

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）

