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＜報道関係各位＞ 

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

MARK IS みなとみらいと横浜ランドマークタワー内ランドマークプラザ(神奈川県横浜市／運営：三菱地所プロパ

ティマネジメント株式会社)は、2021年12月26日（日）～2022年1月16日（日）の期間中、 「MARK IS み

なとみらい×ランドマークプラザ W★SALE」と題し、合同でセールを開催いたします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
レディス、メンズ、キッズウェアからファッション雑貨、インテリア雑貨、食物販まで、2つの商業施設で合計      

約100店舗（MARK IS みなとみらい：約70店舗、ランドマークプラザ：約30店舗）の人気ショップが、12月26

日（日）からMARK IS みなとみらいは最大90％、ランドマークプラザは最大70％のプライスダウンを実施いたし

ます。参加ショップの詳細については、各施設のホームページにて12月24日（金）頃にご案内いたします。 

その他、新年の幕開けを賑やかに盛り上げるイベントも開催いたします。ぜひこの機会に、みなとみらいでお得にお

買い物をお楽しみください。 

 

◆お問い合わせ先◆ 

MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
MARK IS みなとみらい広報事務局 

（平日9：30～18：00） 
TEL：03‐5226‐0887  FAX：03‐3265‐5135 

MAIL：koho@markis‐mm.com 

【一般の方のお問い合わせ先】 
MARK IS みなとみらい （10：00～20：00） 

TEL：045‐224‐0650 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
ランドマークプラザ広報事務局 
（平日9：30～18：00） 

TEL：03‐4321‐0900  FAX：03‐3265‐5135 
MAIL：y‐landmark@ozma.co.jp 

【一般の方のお問い合わせ先】 
ランドマークプラザ （11：00～20：00） 

TEL：045‐222‐5015 

 MARK IS みなとみらい  ランドマークプラザ  

名称 MARK IS みなとみらい×ランドマークプラザ W★SALE 

会期 2021年12月26日（日）～2022年1月16日（日） 計22日間   ※一部店舗により異なる 

会場 MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ、クイーンズタワーA（ショップ） 

対象店舗 ファッション・雑貨・食物販 約70店舗 ファッション・雑貨・食物販 約30店舗 

値下げ率 
最大90％   最大70％   

※店舗により異なる（一部の店舗は対象外） 

対象商品 一部を除く全商品 

営業時間 
営業時間の詳細は各施設の公式ＨＰをご覧ください。 

http://www.mec‐markis.jp/mm/ http://www.yokohama‐landmark.jp 

みなとみらい2つの商業施設が、新春セールを同時開催！ 

～ 2施設 約100店舗が最大90％OFF！！～ 

「MARK IS みなとみらい×ランドマークプラザ W★SALE」 

会期：2021年12月26日（日）～2022年1月16日（日） 

獅子舞や書初めワークショップ、横浜DeNAベイスターズのグッズなどが当たるお正月イベントも実施 

mailto:koho@markis-mm.com
mailto:y-landmark@ozma.co.jp
http://www.mec-markis.jp/mm/
http://www.yokohama-landmark.jp/


 

 

新型コロナウイルス感染予防対策の観点から、福袋の事前予約や来店日時

の指定、整理券の配布などを行うことで、感染予防対策に取り組んでまいりま

す。新年の夢がギッシリつまった人気ブランドの福袋をはじめ、安心してお買い

物をお楽しみください。 

※詳細は、各施設公式ホームページまたは各店舗情報をご確認ください。 

 

◆実施店舗： MARK IS みなとみらい 約50店舗 

ランドマークプラザ 約30店舗 

※参加店舗数は変動する場合があります。 

◆販売期間： 年内から数量限定で予約・販売スタート 

さらにランドマークプラザでは、自然食品Ｆ＆ＦやEggs ‘n Things、ミセスエリザベスマフィンなど、人気の飲食店

舗の美味しい福が詰まった『グルメ福袋』を数量限定で販売いたします。 

※詳しくはランドマークプラザ公式ホームページをご覧ください。 

 

◆実施店舗： ランドマークプラザ 飲食・食物販13店舗 ※参加店舗数は変動する場合があります。 

◆販売期間： 年内から数量限定で予約・販売スタート 

※なくなり次第終了となります。※販売開始日、販売時間は店舗により異なります。 

 

 

 

MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザの館内各所を、お正月の風物詩

「獅子舞」が、新年の無病息災を祈り、初売りを祝いながら練り歩きます。昨

年に引き続き、感染予防対策の一環として、ご観覧のお客様と獅子舞の接触

を避け、ソーシャルディスタンスを確保した演出となります。縁起が良いとされて

いる「咬みつき」についても、「エア咬み」とさせていただきます。 

◆実施日程： 2022年1月2日（日） 

◆場 所： MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ館内各所 

 

※実施内容・時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

 MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ 

1回目 11：30～12：00 1F各所 11：00～11：30 
ランドマークプラザ 1F 

サカタのタネ ガーデンスクエア・館内

各所 

2回目 13：30～14：00 B1F、B2F、B4F各所 13：00～13：30 
ドックヤードガーデン みらい横丁

B1F・B2F各所 

3回目 14：30～15：00 4F、5F各所 14：00～14：30 ランドマークプラザ 4F・5F各所 

4回目 15：30～16：00 2F、3F各所 15：00～15：30 ランドマークプラザ 2F・3F各所 

【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ合同開催】  

新年を盛り上げる！ 1 月 2 日（日） 新春獅子舞演舞 

新春 獅子舞（画像は過去の様子） 

人気ブランドの『新春 福袋』を、年内より続々予約・販売開始！ 

美味しい福が詰まった『グルメ福袋』も数量限定で販売 

『新春 福袋』『グルメ福袋』 バナー 



 

 

 
 
MARK IS みなとみらいでは、書道家の粟津紅花(あわづこうか)さんによる、「トラ

（寅）イ、寅年」をテーマにした作品を展示。さらに、同じテーマにて、お客様にも

ご参加いただけるワークショップも実施いたします。 

 

◆実施期間 

展 示：1月2日（日）～1月7日（金） 

ワークショップ：1月3日（月） 

11:30～、13:00～、13:30～、15:00～、15:30～  

※各回30分 

◆実施場所：MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 

◆参加条件：当日お買上げの対象レシート（税込3,000円以上、合算可）を受付でご提示ください。 

各回先着8名まで、書初めワークショップにご参加いただけます。 ※定員に達し次第終了 

 

 

 

 

MARK IS みなとみらいでは、年間を通じ『YOKOHAMA BLUE PROJECT』とし

て応援している地元の横浜DeNAベイスターズのグッズなどが当たる、ガチャガチャ形

式のおみくじイベントを開催。結果に応じて、横浜DeNAベイスターズ選手のサイン

入り色紙や人気キャラクターである「DB.スターマン」の招き猫マスコットなど、横浜

DeNAベイスターズのオリジナルグッズが当たります。その他、MARK IS みなとみらい

のお買い物券などもプレゼントいたします。 

 

◆実施期間：1月8日（土）～1月10日（月・祝）11:00～17:00  

◆実施場所：MARK IS みなとみらい １F グランドガレリア 

◆参加条件：当日MARK IS みなとみらいでお買物された、対象のレシート 

（税込5,000円以上、合算可）をご提示ください。受付でお渡し

するコインでジャンボガチャを回し、おみくじにチャレンジいただけます。

※各日先着1,000名 ※お一人様1回限り ※なくなり次第終了 

 

 

 
 

期間中、MARK IS みなとみらい B1Fの対象店舗にてお買い上げいただいた方に、

次回のお買い物時にご利用いただけるクーポンをプレゼントいたします。年末年始の

お買い物をお得にお楽しみください。 

 

◆配布期間：12月18日（土）～12月25日（土） 

※クーポンが無くなり次第終了 

◆利用期間：12月18日（土）～1月3日（月） 

◆参加条件：期間中、MARK IS みなとみらい B1F対象店舗でお買物 

いただいた際に、1会計ごとに1枚「まいにちマルシェスペシャル

クーポン」をお渡しいたします。 

◆利用条件：対象店舗で次回お買物いただいた際に、 

「200円クーポン券」は1,000円（税込）以上のお買い物に、 

「500円クーポン券」は5,000円（税込）以上のお買い物に、 

「デイリーグッズクーポン券」は1,000円（税込）以上のお買い物に、 

それぞれご利用いただけます。 

◆対象店舗：施設HP（http://www.mec‐markis.jp/mm/）にて、ご確認ください。 

【MARK IS みなとみらい】 12 月 18 日（土）～12 月 25 日（土） 

次回お買い物時にご利用いただける「まいにちマルシェスペシャルクーポン」をプレゼント 

【MARK IS みなとみらい】 お正月イベント情報 

書初めトライ（書道作品展示＆書初めワークショップ） 
 

書道作品展示イメージ 
（画像は過去の様子） 

【MARK IS みなとみらい】 お正月イベント情報 

「MARK IS みなとみらいプレゼンツ 横浜 DeNA ベイスターズガチャみくじ」 

「MARK IS みなとみらいプレゼンツ 

横浜 DeNA ベイスターズガチャみくじ」イメージ 

「まいにちマルシェスペシャルクーポン」  

バナーイメージ 

http://www.mec-markis.jp/mm/


  

 

KASHIWA（カシワ）  

“Stay home をEnjoy homeへ” 暮しと家具をオーダーメイド 

飛騨の伝統技術と美意識で空間のトータルコーディネートができる飛騨高山の家

具<柏木工>初のインテリアショップ『KASHIWA』が新たにオープン。お客様の心地

よい暮らしの実現に寄与し、満ち足りた空間や落ち着き、上質を思わせる

KASHIWAブランドの世界観をご覧いただけます。店内は家具だけではなくドアや壁

面収納といった建具との統一感あるコーディネートとインテリアに合わせた小物雑貨も

充実。インテリア専門スタッフが在中しているので、いつでもお部屋作りをご相談頂く

ことが可能です。 

 

◆オープン日：12月18日（土） 

◆業 態：家具・インテリア 

◆場 所：ランドマークプラザ 4F 

◆T E L：045-264-4480 

 

＜オープン限定特典＞ 

和の香りが愉しめる新フレグランスブランド「Yohaku」（株式会社日本香堂）の

Botanical aroma oilと、「肥前吉田焼」の窯元がつくる磁器製のアロマストーン

kikusumiのセットを、KASHIWA横浜ショップで家具を30万円以上ご成約頂いた

お客様にプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

みなとみらいエリアでのお買い物でお得にポイントが貯まる「みなとみらいポイントアプリ」にご登録いただいている方、 

先着2022名様に、横浜生まれの人気キャラクター「ブルーダル」のチョコレートをプレゼントいたします。 

 

◆実施日時：1月2日（日）10:00～19:00 

◆実施場所：ランドマークプラザ 3F イベントスペース 

◆対 象：「みなとみらいポイントアプリ」に登録者いただき、当日ランドマークプラザ・クイーンズタワーＡ店舗にて

100円（税込）以上のお買物・お食事をご利用いただいた方、先着2022名様にプレゼントいたし

ます。当日アプリにご登録いただいた方も対象となります。 

◆参加方法：みなとみらいポイントアプリ内の、クーポン画面をご提示ください。 

スタッフにて当日の利用金額とクーポンを確認後、その場で「新春チョコレート」をお渡しいたします。 

※実施内容・時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

＊みなとみらいポイントアプリとは 

ランドマークプラザ・クイーンズタワーA ショップ＆レストラン、MARK IS みなとみらいの対象店舗で「みなとみらいポ

イントアプリ」を提示すると、お買上げ金額100円（税込）につきみなとみらいポイントが1ポイントたまります。 

たまったポイントは、お支払い時に500ポイントごとにご利用いただけます。また、アプリ限定特典やクーポンキャンペ

ーン情報など最新情報も配信。マイページでお買い物やポイント履歴のチェックや、ランドマーク駐車場・MARK 

IS みなとみらい駐車場でサービスが受けられるなど、よりお買い物が便利になる機能を搭載しています。 

 

※みなとみらいポイントアプリに関しては、下記みなとみらいポイントカードの公式HPよりご確認ください。 

https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/ 

 

【ランドマークプラザ】 1 月 2 日（日）みなとみらいポイントアプリ会員限定！ 

先着 2022 名様へ 「新春チョコレート」をプレゼント 

【ランドマークプラザ】 新店舗情報  

12 月 18 日（土）「KASHIWA」オープン 

https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/


 

 

※一部店舗によって時間が異なります。詳しくは各施設HP及び各店舗にお問い合わせください。 

 

 

 
 

＜MARK IS みなとみらい概要＞ 

【住   所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい3‐5‐1 

【ア ク セ ス】 みなとみらい駅（みなとみらい線）直結、桜木町駅（JR・市営地下鉄）から 

「動く歩道」を利用し徒歩 8 分 

【施設公式HP】 http://www.mec‐markis.jp/mm/ 

＜ランドマークプラザ概要＞ 

【住   所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2‐2‐1 

【ア ク セ ス】 みなとみらい駅（みなとみらい線）徒歩3分、桜木町駅（JR・市営地下鉄）から 

「動く歩道」を利用し徒歩5分 

【施設公式HP】 https://www.yokohama‐landmark.jp 

※最新の営業時間は、各施設の公式 HP よりご確認ください。 

 

 

 

＜MARK IS みなとみらいの感染予防対策＞ 

https://www.mec‐markis.jp/mm/campaign/kt369.html 

 

＜ランドマークプラザの感染予防対策＞ 

https://www.yokohama‐landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456 

  

日程 

MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ 

物販店舗・サービス 

フードコート 
飲食店舗 

物販店舗 

＆サービス 
飲食店舗 

69階展望フロア 

スカイガーデン 

12月31日

（金） 
10：00～18：00 11：00～21：00 11：00～18：00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

通常営業 

10：00～21：00 

※最終入場20:30 

1月1日 

（土・祝） 
休館日 

休館日 

※一部店舗は営業 

6：00～8：00 

※チケット事前販売限定 

10：00～18：00 

※最終入場17:30 

1月2日 

（日） 
10：00～21：00 11：00～23：00 10：00～20：00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

通常営業 

10：00～21：00 

※最終入場20:30 

1月3日 

（月） 
10：00～20：00 11：00～23：00 

通常営業 
11:00～20:00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

通常営業 

10：00～21：00 

※最終入場20:30 

各施設の新型コロナウイルス感染予防に関する取り組み 

施設基本情報 

年末年始の営業時間について 

http://www.mec-markis.jp/mm/
https://www.yokohama-landmark.jp/
https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html
https://www.yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456

