〒 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
〒 232-0056
有限会社アクロス

〒 104-0033
株式会社味香り戦略研究所

株式会社アディック

株式会社アルテサロンホールディ
ングス

株式会社アルテレーゴ

株式会社あんざい

アンスティチュ・フランセ横浜

イタリアンダイニング・カリーナ

株式会社インターグループ

株式会社Fjイデアス

株式会社エリアドライブ

株式会社ガーランドフェア

03-5542-3850

/ 03-5542-3853

〒 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/

〒 231-0031

045-663-6123

/ 045-476-2685

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

食品の「味」を数値化する手法で表現したコン
テンツを提供、マーケティング、コンサルティ
ング

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

/ 045-663-6107

横浜市中区万代町1丁目2番12号 VORT横
http://www.arte-hd.com/
浜関内Ⅲ 2F

〒 231-0011

090-4913-4591

横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジ
ネスセンターｰ6階 FSUSよこはま内

http://alterego.asia

〒 233-0016

045-822-8497

横浜市港南区下永谷3-24-29

サイトなし

〒 231-0015

045-201-1514

横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ビ
ル7階

http://www.institutfrancais.
jp/yokohama/

〒 231-0005

045-650-3372

横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビルB1

http://www.e-carina.jp

〒 105-0001

03-5549-6900

東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F

http://www.intergroup.co.jp/

/

なし

美容室チェーン等を展開する持株会社

中国市場開拓支援（スポットコンサル、代理営
業等）インバウンド集客支援、通訳翻訳

/ 045-824-1303
印刷業・葬祭業

03-6752-2300

/ 045-201-7660

/ 045-650-3372

/ 03-5549-3200

/ 03-6752-2704

http://www.disney.co.jp/

〒 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

〒 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

〒 220-0011

045-309-8891

/ 03-5791-2899

/ 045-330-6260

03-6432-9948

市民を対象とした語学教育、文化イベント等
の実施、日仏文化交流の促進

イタリアンレストラン及び少人数から大人数の
貸切り婚礼・パーティー施設、着席最大120名

会議・イベントの運営 通訳者手配、翻訳、語
学学校、人材派遣

アニメーションや実写の映像作品の製作・配
給、ブルーレイ・DVDなどの製造・販売

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

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

/ 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
ENGAWA株式会社

/ 045-226-2321

東京都中央区新川1-17-24 NMF茅場町ビ
http://www.mikaku.jp/
ル8階

〒 105-6355
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒ
会社
ルズ森タワー
ANAビジネスソリューション株式会
社

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

/ 03-6438-9426

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

〒 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/

/ 045-651-3350

神奈川新聞出資のWeb広告・PR請負会社

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

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

株式会社金沢臨海サービス

関東学院大学

クラブツーリズム株式会社

株式会社グランマップ

劇団四季

ザ・クイーンハイヤー横浜

株式会社 シーエーティ

JFEテクノリサーチ株式会社

株式会社シティコミュニケーション
ズ

〒 236-0012

045-785-3525

横浜市金沢区柴町391-7

http://www.kanazawarinkaisv.co.
jp

〒 236-8501

045-786-7049

横浜市金沢区六浦東1-50-1

http://univ.kanto-gakuin.ac.jp

〒 160-8308

03-5323-6965

株式会社JOY
COMMUNICATIONS

スマイル・サポート・サービス

株式会社セイビ 横浜支店

相鉄企業株式会社

相鉄ホールディングス株式会社

教育

/ 03-5323-6678

〒 235-0001

045-751-6240

横浜市磯子区上町5-13 大盛舘ビル４F

http://www.asahimap.co.jp

〒 225-8585

045-903-1141

横浜市青葉区あざみ野1-24-7

http://www.shiki.jp

〒 230-0054

045-508-5050

/

なし

/ 045-903-8005

/ 045-520-1230

横浜市鶴見区大黒ふ頭22 YCC-横浜国際
www.queenhire.com
流通センター7F

〒 231-0002

045-228-7696

横浜市中区海岸通3-9 横浜ビル210

http://www.catcorp.jp

〒 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

045-290-1790

/ 045-228-7697

/ 03-3510-3469

/ 045-290-1744

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アサヒビル
http://www.city-s.co.jp
3F

〒 231-0064

045-473-9540

/ 045-473-9448

http://www.jbinc.co.jp
045-334-7569

045-788-9655

国内・海外・訪日旅行・地域誘客事業、各種
イベント事業の企画運営 他

カーナビソフト会社、新事業の１６か国語観光
案内ポータル「歩き眼デスＡＲ」を企画

演劇の公演、舞台等の出演、企画ならびに脚
本の提供

一般乗用旅客自動車運送事業（ハイヤー）及
び自動車販売事業

国内・国際会議運営・企画並びに学会事務
局運営サポート

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

総合エンタテイメント企業としてレジャー施
設、飲食店等様々な事業を展開しています。

清涼飲料自動販売機、オフィス飲料機器の
運営、新規設置

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
サイトなし
ビュレット野毛204号

〒 236-0006

公園管理・造園・ビルメンテナンス・廃棄物運
搬、BBQ場、かき小屋等、市内を中心に事業
を展開。

/ 045-786-7862

東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランド
http://www.club-t.com
ウイング7階

〒 221-0864
株式会社ジャパンビバレッジセント
横浜市神奈川区菅田町2774-1
ラル 横浜支店

蒸氣屋 野毛本店

/ 045-783-3151

和食とフレンチの融合 新「和ビストロ」

/ 045-788-9656

横浜市金沢区八景島 横浜八景島シーパラ
www.joycom.jp
ダイス内 カーニバルハウス 地下1階

〒 222-0011

045-544-4345

横浜市港北区菊名7丁目10番6号

http://furuya-exp.co.jp

〒 231-0021

045-228-7912

横浜市中区日本大通18 KRCビルディング
2Ｆ

http://www.seibinet.com/

〒 220-0004

045-319-2361

横浜市西区北幸二丁目9番14号

http://www.sotetsu-kigyo.co.jp/

〒 220-0004

045-319-2052

横浜市西区北幸2-9-14

http://www.sotetsu.co.jp/

/ 045-543-9998

/ 045-228-7913

/ 045-319-2390

サービス業・飲食業等のコミュニケーションサ
ポート、参加型イベントの企画・運営。

介護タクシー(車イス、ストレッチャー対応)、運
送業(緊急配送、小荷物運搬、定期・ペット輸
送、引越)、有料老人ホーム紹介業

ビル総合管理業、清掃、建物設備管理、警
備、受付、電話交換

総合建物サービス業、不動産賃貸業、設備
工事業、ホームセキュリティ、特定人材派遣等

/ 045-319-2264
グループ経営事業

〒 231-0861
株式会社タクティブレイン (ウエディ
横浜市中区元町1-50 元町PASEO 201
ングエージェンシー)

Denimio

045-680-5559

/ 045-680-5554

http://www.wedding-agency.jp/

〒 240-0002

045-465-6737

横浜市保土ヶ谷区宮田町2-181-7 第一丸
秋ビル１F

https://www.denimio.com/

/ 045-330-5758

ウェディングエージェント業、プロデュース業、
イベント・セミナー企業運営

衣料品(紳士・婦人)の企画、仕入、販売。EC
サイト運営。

〒 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

日本赤十字社 神奈川県支部

〒 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

株式会社日本仲人連盟

野毛たべもの横丁

株式会社バイリンガル・グループ

ハクビ 京都きもの学院 神奈川校

HANA21株式会社

株式会社パパカンパニー

株式会社浜銀総合研究所

株式会社ハンケイ

ぴあ株式会社

ピアサポート株式会社

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

〒 150-0002

03-3486-8241

東京都渋谷区渋谷1-8-1 第3西青山ビル
5F

www.nakodo.co.jp

〒 231-0064

045-334-7569

/ 03-3486-8304

/ 045-334-7570

横浜市中区野毛町2丁目77-1 NICハイムリ
http://www.noge-yokocho.jp
ビュレット野毛204号

〒 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/

〒 220-0004

045-319-5328

横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル10F

http://www.hakubi.net

〒 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/

〒 231-0003

045-479-6012

/ 03-3263-1264

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
結婚相談所開業サポート及び支援。全国850
社の結婚相談所の統括・研修・婚活イベント
主催
イベント企画・プロデュース、教育サービス、
商業施設 飲食店プロデュース、運営、店舗
仲介、内装

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

/ 045-319-5327
きもの着付け教室

/ 045-330-8776
ギフトの販売及びサービス・地域情報提供

/ 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

〒 220-8616

045-225-2371

横浜市西区みなとみらい3-1-1 横浜銀行
本店ビル

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

〒 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

〒 224-0007

045-948-5220

横浜市都筑区荏田南5-7-6

http://www.peer-support.co.jp

/ 045-225-2396

/ 045-651-7122

/ 03-5774-5348

/ 045-948-5221

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

シンクタンク（各種調査・研究・コンサルティン
グ、セミナー等の企画・運営）

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

印刷、アウトソーシング業務、障害福祉サービ
ス(就労支援)

ビジネス イン ニューシティー

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

株式会社ヒンジス

株式会社ファイネックス

5th boat（フィフス ボート）

FEI ART MUSEUM YOKOHAMA

Hair Make マリンベルブライダル

株式会社ベネフィット・ワン

株式会社放送サービスセンター

ホスピタリティ教育研究所

合同会社mayunowa

〒 231-0042

045-231-3726

横浜市中区福富町西通53-3

http://www.city-s.co.jp/newcity/

〒 170-0013

03-5952-1111

東京都豊島区東池袋1丁目9番6号

http://www.hitocom.co.jp/

〒 230-0023

045-662-5568

横浜市中区山下町195

http://hinges.jp

〒 101-0036

03-5289-0161

/ 045-242-5275
サウナ・カプセルホテル

/ 03-5952-1112

/ 045-662-6897

/ 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

〒 221-0802

090-2152-8507

横浜市神奈川区六角橋4-6-62-102

http://5thboat.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

〒 230-0074

045-479-5901

横浜市鶴見区北寺尾6-32-6

http://www.marine-bell.com/

〒 163-1035

03-6870-3800

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿
パークタワー35階

https://www.benefit-one.co.jp

〒 160-0003

03-3357-3071

東京都新宿区本塩町9番地

http://www.hoso.co.jp

〒 241-0011

045-442-7176

横浜市旭区川島町2976-88

http://arrow-urban.com/

〒 244-0805

050-3488-4361

/

なし

/ 045-411-5032

営業・販売・サービスを中核とする営業支援
企業

地産地消品の企画・製造・販売 インバウンド
対応コンサルティング かながわ鶏販売

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

障がい者支援事業を柱に、集客・広告・顧客
満足度向上支援等の事業も行っています。

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。

/ 045-479-5901
婚礼企画・美容全般

/ 03-6870-3801
福利厚生事業、インセンティブ事業

/ 03-3357-3082
同時通訳システムの運用・レンタル・企画

/ 045-442-7263

/ 050-3488-4361

横浜市戸塚区川上町91-1-2108

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

絹を用いた化粧品、スキンケア用品、エステ
ティック技術を柱とする「絹美容」を展開。

〒 104-0031
03-3275-6300 / 03-3275-6350
株式会社ミツウロコグループホール
東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スク
グループ経営事業
ディングス
https://www.mitsuuroko.com/
エアガーデン

株式会社ミドルウッド

株式会社ミントス

株式会社メディア・ガーデン

株式会社メディア総合研究所

〒 105-0004

03-6632-3000

東京都港区新橋 3-1-9 301 SHIMBASHI
BUILDING 5階

http://www.middlewood.jp/

〒 231-0014

045-228-8080

横浜市中区常盤町1-2-1 9F-D

http://mintos.jp

〒 224-0037

045-945-3800

横浜市都筑区茅ケ崎南2-1-56

http://www.media-garden.co.jp

〒 151-0051

03-5414-6210

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 SKビル4F

http://www.media-int.net/

/ 03-3502-2610

/ 045-228-8510

/ 045-945-3807

/ 03-5414-6510

ホテル事業ならびにダンススタジオ（エンター
テイメント）事業を行っております。

ビジネスマナー教育を中心とする人材育成教
育並びにイベント接遇請負。その他語学研修
企画等。

CM撮影スタジオ運営、照明機材レンタル販
売、撮影関連機材販売、映像コンテンツ制作

翻訳、多言語翻訳。機械翻訳。ツール翻訳。
人工知能。通訳派遣。映像制作。Web制作

株式会社モーターボートヨコハマ
ボートピア横浜

屋形船 すずよし

YAMAGATA株式会社

株式会社やまとごころ

株式会社UNISON COMPANY

よこしんサプライ株式会社

株式会社横浜アーチスト

横浜駅東口振興協議会

有限会社横浜国際教育学院

よこはまコスモワールド

横浜出張着付けHARU

株式会社横浜DeNAベイスターズ

横浜ベイサイドマリーナ

横浜マリノス株式会社

有限会社ライフウェア・サービス

RAKU SPA 鶴見

〒 231-0027

045-227-1188

横浜市中区扇町3-7-1

http://www.bpy.jp/

〒 220-0046

045-231-1600

横浜市西区西戸部町3丁目297-10

http://www.suzuyoshi.jp

〒 220-8515

045-461-4000

横浜市西区高島2-6-34

https://www.yamagata-corp.com

〒 160-0022

03-5312-8314

東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND
LEAGUE 501号

http://www.yamatogokoro.jp

〒 231-0012

070-6462-2543

/ 045-681-3114
舟券場外発売所

/ 045-242-2049

/ 045-453-2856

/ 03-4333-7398

/ 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

〒 231-0015

045-651-1122

横浜市中区尾上町2丁目17番地

サイトなし

〒 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

〒 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/

〒 220-0031

045-250-3656

横浜市西区宮崎町43番地

http://www.yiea.com

〒 231-0001

045-641-6591

横浜市中区新港2-8-1

http://cosmoworld.jp/

〒 220-0004

080-5527-0757

横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7階

https://www.yokohama-kimono.
com/

〒 231-0015

045-681-0811

横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7F

http://www.baystars.co.jp/

〒 236-0007

045-776-7590

横浜市金沢区白帆1

http://www.ybmarina.com/

〒 222-0033

045-285-0674

/ 045-651-6502

/ 045-681-3735

/ 045-453-2681

横浜港から見える名所を周遊しながら食事を
提供する屋形船（遊覧船）

インバウンド向け翻訳、チラシ・フリーペー
パー等の企画・編集・印刷、外国人派遣紹介

インバウンドに特化したBtoB向け情報メディア
の運営、教育・研修事業、人材事業。

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

物品販売、不動産施設の保守・清掃管理及
び広告・宣伝、企画

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

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

/ 045-250-3657
外国人に対する日本語教育

/ 045-641-6594
遊園地

/

なし

出張着物着付け、ヘアメイク、撮影、着付け
教室

/ 045-663-7117
野球興行

/ 045-776-7591
マリーナ業務

/ 045-285-0688

横浜市港北区新横浜2-6-3 DSM新横浜ビ
http://www.f-marinos.com
ル5F

〒 162-0041

03-3209-9410

東京都新宿区早稲田鶴巻町107-5

http://www.lifeware.co.jp

〒 230-0004

045-574-4126

横浜市鶴見区元宮2-1-39

http://www.rakuspa.com

/ 03-6800-5355

日本プロサッカーリーグ所属チーム

旅行・観光をテーマとして各メディアを利用す
るコンセプトが【MediaWalk】です。

/ 045-574-4127
温浴施設、スパの運営

〒 222-0011
リヴィールエンタテインメント株式会
横浜市港北区菊名7-1-18 2F
社
〒 100-6640
株式会社リクルートライフスタイル

株式会社Relation

ロングランプランニング株式会社

045-717-8510

/ 045-717-8511

http://starjyan.com/

俳優、タレント、アーティスト等の育成及びマ
ネジメント。映画、TV、Webコンテンツの企画
作成。ネットの配信サービス等。

03-6835-6255

/ 03-6834-8628

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウ
キョウサウスタワー

地域の集客支援を通じ、より「お出かけ」したく
http://www.recruit-lifestyle.co.jp/ なる世の中の創造を目指しています。

〒 220-0023

045-328-3095

/ 045-328-3096

横浜市西区平沼1-3-13 大勝ビル4階

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

〒 162-0828

03-6228-1240

東京都新宿区袋町25

https://longrun.biz

〒 220-0012
株式会社WOWOWコミュニケーショ
横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイ
ンズ
マークプレイス3階

045-683-3660

/ 03-6228-1270

/ 045-683-3670

http://www.wowcom.co.jp/

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

公演チケット販売（ウェブ/店舗”Tickets
Today”）、フリーペーパー発行、チラシ配布、
旅行業
コールセンター運営受託、デジタルマーケ
ティング運営支援、顧客応対品質コンサル
ティング

