
 

 
 
＜報道関係各位＞ 

2021年12月8日 

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（住所:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1／運営・管理:三菱地所プロパティマネ

ジメント株式会社）は、2021年のクリスマスを彩るイベントとして、11月11日（木）～12月25日（土）の期間中、

『Good Memory CHRISTMAS』を開催しております。今年は「Good Memory」をテーマに、大切な人たちと想い出

に残るクリスマスをお過ごしいただきたいという想いを込めて、クリスマス気分を盛り上げるイベントを開催いたします。 

12 月 11 日（土）～12 月 25 日（土）の期間、年間を通じ『YOKOHAMA 

BLUE PROJECT』として応援してきた横浜 DeNA ベイスターズとコラボレーション。

Instagram にて、横浜 DeNA ベイスターズ選手のサイン入りユニホームやボール、館内

店舗の人気商品が当たる『Good Memory CHRISTMAS Instagram キャンペー

ン』を開催いたします。 

また、12 月 23 日（木）、24 日（金）、25 日（土）の 3 日間、『Good 

Memory CHRISTMAS コンサート』を開催。横浜に縁のある方々やゲストをお招き

し、クリスマスミュージックを中心としたライブコンサートを行います。 

さらに、横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテルは、今

年で原作 35 周年を迎えた国民的人気キャラクター「ちびまる子ちゃん」とコラボレーション。各

施設の指定の店舗では、ちびまる子ちゃんコラボメニューを楽しめます。 

その他にも、12月11日（土）、12日（日）には、2023年まで改修工事中の「横

浜美術館」の仮囲いを活用した『SDGsアートウォール・プロジェクト』として、アーティストと

地域の方々やご来館の皆様と一緒に、SDGsをテーマとしたアートウォールを制作する

『SDGsアート・ウォールWORKSHOP』を開催いたします。アートウォールは昼夜を問

わずお楽しみいただけるほか、ワークショップでは、海洋環境において大きな懸念材料とな

る「海洋プラスチック」などを素材として活用いたします。 

ぜひMARK IS みなとみらいで、想い出に残るクリスマスのひとときをお過ごしください。 

【MARK IS みなとみらい クリスマスイベント情報】 

横浜 DeNA ベイスターズ選手のサイン入りグッズや館内店舗の人気商品が当たる 

『Good Memory CHRISTMAS Instagram キャンペーン』、 

クリスマスミュージックが楽しめる『Good Memory CHRISTMAS コンサート』を開催！ 

12 月 11 日（土）、12 日（日）開催 海洋プラスチックを使ったモザイクアートを制作する 

『SDGs アート・ウォール WORKSHOP』 

※画像はイメージです。 

※内容は変更になる場合がございます。 

【報道関係者様のお問い合わせ先】 MARK IS みなとみらい広報事務局（平日 9：30～18：00） 藍川、竹内、荒川 

TEL：03-5226-0887   メール：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 

『Good Memory CHRISTMAS』  

キービジュアル 

『Good Memory CHRISTMAS 

Instagram キャンペーン』 バナー 

 

『SDGs アートウォール・プロジェクト』 

アートウォール イメージ 

ちびまる子ちゃん  
コラボメニュー・コラボ商品（一例） 

mailto:koho@markis-mm.com


 

【 開 催 期 間 】 2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土） 

※最新情報は MARK IS みなとみらい公式 HP（https://www.mec-markis.jp/mm/）にてご確認ください。 

■『Good Memory CHRISTMAS Instagram キャンペーン』 

年間を通じ『YOKOHAMA BLUE PROJECT』として地元の横浜 DeNA ベイ

スターズを応援してきた MARK IS みなとみらいは、今年のクリスマスも横浜

DeNA ベイスターズとコラボレーション。Instagram にて、横浜 DeNA ベイスタ

ーズ選手のサイン入りユニホームやボール、館内店舗の人気商品が当たるプレ

ゼントキャンペーンを開催いたします。 

【実施期間】 12 月 11 日（土）～12 月 25 日（土） 

【参加方法】  

「MARK IS みなとみらい」の公式 Instagram をフォローいただき、対象の

投稿へ、ご希望商品をコメントいただいた方から抽選で、横浜 DeNA ベイス

ターズ選手のサイン入りユニホームやボール、館内店舗の人気商品などをプレ

ゼントいたします。 

※詳細は下記よりこちらからご確認ください。 

MARK IS みなとみらい公式 HP：https://www.mec-markis.jp/mm/ 

施設公式 Instagram：https://www.instagram.com/markisminatomirai/ 

■『Good Memory CHRISTMAS コンサート』 

横浜に縁のある方々やゲストをお招きし、クリスマスミュージックを中心としたライブコンサートを開催いたします。 

【実施期間】 12 月 23 日（木）、24 日（金）、25 日（土） 
【実施時間】 12 月 23 日（木）、24 日（金） 16:00～、17:00～ 

12 月 25 日（土）          17:30～、18:30～ 
【実施場所】 MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 
【参 加 費】 無料 
【出 演】 島村楽器 / 岩崎学園 横浜保育福祉専門学校 

■ちびまる子ちゃん コラボメニュー・コラボ商品 

今年で原作35周年を迎えた国民的人気キャラクター「ちびまる子ちゃん」とコラボレーション。横浜ランドマークタワー、

MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル、各施設の指定の店舗でちびまる子ちゃんコラボメニューを楽しめま

す。その他、ランドマークプラザやMARK IS みなとみらいでは、ちびまる子ちゃんの愉快な仲間たちをエリアをめぐって探す

デジタルスタンプラリーも実施しております。 

【販売期間】 11月26日（金）～12月25日（土） 
【開催場所】 ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル 
【ＭARK IS みなとみらい実施店舗】  
横浜くりこ庵（B1F）、口福堂（B1F）、ナチュラルクレープ（B1F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Good Memory CHRISTMAS』 イベント情報 

ナチュラルクレープ（B1F） 

まるちゃんのプリンアラモードクレープ 990 円 

 

国産小麦を使用した無添加生地のこだわりクレ

ープにまるちゃんの大好きなプリンを贅沢にトッピ

ングしました。期間中はまるちゃんクレープをご購

入した方に、ナチュクレ×まる子ちゃんの『コラボシ

ール』を 1 枚プレゼント。 

※11 月 27 日～販売開始 

『Good Memory CHRISTMAS  

Instagram キャンペーン』 バナー 

口福堂（B1F） 

ちびまる子ちゃんどら焼 194 円 

 
しっとりと艶やかなつぶあんは、北海道産小豆を

使用。皮には三重県産小麦「伊勢の響」、三重

県産「地養卵」を使用。素材にこだわり、キメ細

かくしっとりとした食感に仕上げました。 

横浜くりこ庵（B1F） 

ちびまる子ちゃん焼印たい焼き 200 円 

 
ちびまる子ちゃん35周年限定焼印入りたい焼き

が登場！くりこ庵オリジナルの型を使ったたい焼き

に、まるちゃんの好物のプリン味のクリームを入れた
横浜くりこ庵マークイズみなとみらい店限定商品で
す。 

※すべて税込価格です。※写真はイメージです。 

※商品には数に限りがある場合がございます。品切れの際はご容赦ください。 

※商品は仕入状況や、在庫状況により、ご提供できない場合や、内容や量が変更になる場合がございます。 

https://www.mec-markis.jp/mm/
https://www.mec-markis.jp/mm/
https://www.instagram.com/markisminatomirai/


 
 
 
■『SDGs アート・ウォール WORKSHOP』 

「横浜美術館」の仮囲いを活用し、未来への希望を込めたアートウォール作品を作る『SDGs アートウォール・プロジェクト』。

アーティストと地域の方々やご来館の皆様と一緒に、SDGs をテーマとしたモザイクアートを制作するワークショップを開催い

たします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催日時】 12 月 11 日（土）、12 日（日）各日 3 回開催 

11:00～、13:30～、15:30～（各回 40 分程度） 

【定 員】 各回 20 名 

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 

【参 加 費】 無料 

【参加方法】 ご参加希望の方は、当日グランドガレリアにて受付を行ってください。 

※事前申し込みは不要 ※各回 30 分前から受付開始 

【実施概要】 

2023 年まで改修工事中の「横浜美術館」の仮囲いを活用し、未来への希望を込めたアートウォールを作る「SDGs アー

トウォール・プロジェクト」。アーティストと地域の方々やご来館の皆様と一緒に、SDGs をテーマとしたモザイクアートを制作

するワークショップを、MARK IS みなとみらいにて開催いたします。アートウォールには昼夜を問わず鑑賞出来るように蓄

光塗料を使用するほか、ワークショップでは、海洋環境において大きな懸念材料となる「海洋プラスチック」などを素材とし

て活用いたします。 

 

※本事業は横浜市の SDGs 達成を目指す先駆的な事業を対象とする「SDGs biz サポート補助金」の助成を受けて

実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■『Good Memory Crystal TREE』 

雪結晶の装飾とランタンのやさしい灯りがアクセントとなった『Good Memory 

Crystal TREE』。ツリー正面に近づくと、扉の窓に時間によって景色が切り替わる

様子が映し出されるほか、扉の前に近づくと、雪が舞い、音が流れるなどのサプライ

ズな演出をお楽しみいただけます。 

【設置期間】 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土） 

【設置場所】 MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 

【点灯時間】 7:00～24:00 

【高 さ】 約 7m 

【電飾球数】 約 9,000 球 

 
『Good Memory Crystal TREE』 

ヨコハマミライト 2021~みらいを照らす、光のまち~ 
『SDGs アートウォール・プロジェクト』 イベント情報 

『Good Memory CHRISTMAS』 ツリー・イルミネーション情報 

『SDGs アートウォール・プロジェクト』 アートウォール イメージ 

「みなとみらい Good プロジェクト」ロゴ 「SDGs 未来都市・横浜」ロゴ 



 

■『Good Memory イルミネーション』 

「Good Memory」をテーマに、ブルーを基調としたイルミネーションがMARK IS みなとみらいを彩ります。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
【設置期間】 11 月 11 日（木）～2022 年 2 月 13 日（日） 

【設置場所】 MARK IS みなとみらい 外構部 

【点灯時間】 16:00～23:00 

 

 

 

「MARK IS みなとみらいで始めるGoodなこと。」をコンセプトに、SDGsを一緒に学び、楽しみなが
ら、今の自分にできるGoodなことに取り組むことができる機会と場を、MARK IS みなとみらいが提
供いたします。 

 
＜SDGs特集ページ＞https://www.mec-markis.jp/mm/statics/goodproject/ 
 
 

 

 

 

MARK IS みなとみらいの SDGs への取り組み 「みなとみらい Good プロジェクト」 

※感染拡大防止策について 

MARK IS みなとみらいでは、お買物をされるお客様の安全・安心のために、感染対策を強化し取り組んでおります。 

ご来店いただくお客様には何かとご不便・ご不自由をおかけすることもございます。何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申

し上げます。  

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

『Good Memory イルミネーション』 

https://www.mec-markis.jp/mm/statics/goodproject/
https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html

