
2022年 1⽉ 27⽇
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜ランドマークタワー（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、2022年2⽉7
⽇（⽉）〜2⽉14⽇（⽉）の期間中、ランドマークプラザ1階 フェスティバルスクエアにて、⼤切な⼈への贈り物から⾃分へ
のご褒美にまでぴったりなバレンタインギフトを取り揃えて、『バレンタインギフトマーケット』を開催いたします。こだわりの「横浜
発スイーツ」をお届けしている「ヨコハマ メモリーズ」や、昨年度に引き続き、⼥性に⼈気の「ラ･メゾン アンソレイユターブル」、
⽣チョコレート発祥の「シルスマリア」、想いを込めた⼿作りチョコレートの「CHOCOLABO」など、ランドマークプラザ内外の
⼈気の4店舗の商品をお求めいただけます。バレンタインギフトと⼀緒に、⽇頃の感謝の気持ちや特別な想いを、⼤切な⼈
に伝えてみませんか。

n 『バレンタインギフトマーケット』

【開催期間】 2022年 2⽉ 7⽇（⽉）〜2022年 2⽉ 14⽇（⽉）
【営業時間】 11:00〜20:00 （※最終⽇は 18:00 まで）
【開催場所】 ランドマークプラザ１階 フェスティバルスクエア
【出店店舗】 ラ・メゾン アンソレイユターブル、ヨコハマ メモリーズ、シルスマリア、CHOCOLABO

※新型コロナウイルス感染拡⼤状況により、イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。

＜バレンタインギフトマーケット 出店店舗＞ ※画像はイメージです。

⽇頃の感謝や特別な想いをバレンタインギフトと⼀緒に
ランドマークプラザのバレンタイン 2022

『バレンタインギフトマーケット』開催
期間︓2022年 2⽉ 7⽇（⽉）〜2⽉ 14⽇（⽉）

~ 恵⽅巻販売やランドマークプラザで体験する春節イベントも実施 ~

ヨコハマ メモリーズ
「ベリーナッツミルフィユ」
8個⼊ 1,296円（税込）16個⼊ 2, 592円（税込）
ベリーベリーは、幾層にも重ねたサクサクのパイで、ストロベリークランチを加えたラズ
ベリークリームをサンドし、スイートチョコレートでコーティング。ベリーの⽢酸っぱさと
スイートチョコレートの相性が抜群です。キャラメルナッツは、キャラメルにナッツの⻭ごたえ
を加えたクリームをサンドし、ミルクチョコレートでコーティング。刻みアーモンド⼊りなので
⾷感もお楽しみいただけます。

ラ・メゾン アンソレイユターブル
「メルティ・ショコラサンド」
4個⼊ 1,080円（税込）
ラ・メゾンのタルトの味わいをクッキーで再現しました。溶けだすソースをショコラで
包んだサンドクッキー。



『バレンタインギフトマーケット』以外にも、館内⼈気のパティスリーでは、バレンタイン限定のこだわりのギフトをお求めいた
だけます。⾒た⽬にも華やかで気分が上がるコレクションとなっています。 ※画像はイメージです。

バレンタイン 2022限定コレクション紹介

【GODIVA / ランドマークプラザ 1階】
「ときめく⼼ ハート セレクション６粒⼊」
ハートやリボン、⿃など、ときめくモチーフを散りばめたハートのパッケージに、
限定チョコレートを詰め合わせました。

【Pâtisserie雪乃下 / ランドマークプラザ 1階】
「Macaron de Chocolat（マカロン・ド・ショコラ）」

3個⼊︓フレーズ・ピスターシュ・ヴァニーユ
5個⼊︓フレーズ・ピスターシュ・ヴァニーユ・ショコラノワール・柚⽊
10個⼊は5個⼊りと同じフレーバー×2個ずつです。雪乃下⼈気のフレー
バーにチョコラをかけた、バレンタインにしか味わえない限定商品です。

ランドマークプラザでは、館内⼈気の飲⾷店3店舗が⾃慢のお弁当を販売いたします。2⽉3⽇（⽊）の節分の⽇には
限定で各店舗より恵⽅巻を販売いたします。願いを込めて、お好みの恵⽅巻をご⾃宅でお楽しみください。

n お弁当・恵⽅巻販売
【開催⽇時】 お弁当︓2022年 2⽉ 1⽇（⽕）〜2⽉ 3⽇（⽊）11:00〜14:00

（※2⽉ 3⽇（⽊）のみ 11:00〜19:00）
恵⽅巻︓2022年 2⽉ 3⽇（⽊）11:00〜19:00
※売り切れ次第終了。

【開催場所】 ランドマークプラザ１階 フェスティバルスクエア
【出店店舗】 沼津⿂がし鮨、⿂処はなたれ、⿂がし⽇本⼀

※⿂がし⽇本⼀は 2⽉ 3⽇（⽊）のみ出店

※新型コロナウイルス感染拡⼤状況により、イベントの期間や内容は予告なく
変更となる場合がございます。

シルスマリア
「ソラリス⽣チョコレート」
16粒 1,944円（税込）
10 年以上育成した貴重なワイン「ソラリス古酒甲州」とコラボレーション。古酒甲州
の⻑期熟成で⽣まれた複雑な⾹りは、ホワイトチョコレートと組み合わせることでより
フルーティーな味わいに。今までにない⽣チョコレートに仕上がりました。

※画像はイメージです。

バレンタイン 2022 館内⼈気のパティスリー 限定コレクション

GODIVA
「ときめく⼼ ハート セレ
クション６粒⼊」

Pâtisserie 雪乃下
「Macaron de

Chocolat（マカロン・ド・
ショコラ）」

CHOCOLABO
「スティックマンディアンギフト」
8枚⼊ 2,095円（税込）
スイートチョコレートとホワイトチョコレートに様々なドライフルーツを贅沢にトッピングし
た、⾒た⽬も華やかなスティックマンディアンです。

ランドマークプラザのお弁当・恵⽅巻販売



毎年恒例の中華街の春節イベントを、今年はみなとみらい沿線のエリアに拡⼤して実施します。ランドマークプラザは、
サカタのタネ ガーデンスクエアに「三⾯柱」の巨⼤ランタンオブジェが登場。中国獅⼦舞い演舞や、フォトカードやクーポン
がもらえる巨⼤春節オブジェ「三⾯柱」とのチェキ撮影会も実施いたします。

n ランドマークプラザで体験する春節 「巨⼤春節オブジェとの記念撮影会」
【開催⽇時】 2022 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜2 ⽉ 6 ⽇（⽇）、

2⽉ 11⽇(⾦・祝)〜13⽇(⽇)
【開催場所】 ランドマークプラザ１階 サカタのタネ ガーデンスクエア
【概 要】 巨⼤春節オブジェ「三⾯柱」とチェキで記念撮影をし、その場

でお渡しするフォトカードの QR コードを読み取ってアプリ登録を
進めると、みなとみらいポイントアプリの 500円クーポンをプレゼ
ントいたします。

※詳細については施設 HP をご確認ください。

n 巨⼤春節オブジェ「三⾯柱」展⽰
【展⽰期間】 2022 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽕）〜2 ⽉ 14 ⽇（⽉）
【開催場所】 ランドマークプラザ１階 サカタのタネ ガーデンスクエア

※巨⼤春節オブジェ「三⾯柱」に関連するお問い合わせは、
下記「横浜中華街発展会協同組合」までお願いいたします。
https://www.chinatown.or.jp/contact/

n 中国獅⼦舞い演舞
【開催期間】 2022 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽕）
【時 間】 16:00〜16:15 ※時間は前後する場合がございます。
【開催場所】 ランドマークプラザ１階 サカタのタネ ガーデンスクエア

※新型コロナウイルス感染拡⼤状況により、イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合がございます。

『銀座ダイヤモンドシライシ』（ジュエリーショップ）

銀座ダイヤモンドシライシは、⽇本初のブライダルジュエリー専⾨店。圧倒的な
品質と歴史のある銀座ダイヤモンドシライシだからこそ、豊富なバリエーションと安
⼼のアフターメンテナンスで⼀⽣物を形にします。「世界に⼀つの、⾃分だけのリン
グが欲しい」そんな花嫁たちの声にお応えします。

【開 店 ⽇】 2022年1⽉14⽇（⾦）
【場 所】 ランドマークプラザ3階
【営業時間】 11︓00〜20︓00
【公 式 HP】 https://www.diamond-shiraishi.jp/

『エクセルコ ダイヤモンド』（ジュエリーショップ）

1919年、世界の90%以上のダイヤモンドカットのルーツ「アイディアルラウンド
ブリリアントカット」を発明。ベルギーに200年続く、ダイヤモンドの名⾨トルコ
ウスキー⼀族のエクセルコ ダイヤモンド。世界最⾼評価の輝きを店頭で。

【開 店 ⽇】 2022年1⽉14⽇（⾦）
【場 所】 ランドマークプラザ3階
【営業時間】 11:00〜20:00
【公 式 HP】 https://www.exelco.com/

ランドマークプラザで体験する春節 巨⼤春節オブジェ『三⾯柱』とチェキで記念撮影

NEW OPEN

※画像はイメージです。

https://www.chinatown.or.jp/contact/
https://www.diamond-shiraishi.jp/
https://www.exelco.com/


『カレイド・ボン・マルシェ』（服飾雑貨・⽣活関連）

カレイド・ボン・マルシェは 『おうち毎⽇が楽しい』 をテーマに2週間から1ヶ⽉間で売り場の
展開商品が変わっていきます。 普段お出しできない商品、今欲しい商品を、きっと⾒つけられ
ます︕期間ごとに専⾨性の⾼い商品をご提案。この機会に是⾮お⽴ち寄り下さいませ︕

【開 店 ⽇】 2022年2⽉18⽇（⾦）
【場 所】 ランドマークプラザ2階
【営業時間】 11:00〜20:00

『VELERO』（レディース鞄ブランド）

機能的＆スタイリッシュにこだわった、バッグブランド「VELERO（ヴェレ
ロ）」。⼈気定番は、ウェットスーツ⽣地の洗濯機で洗えるバッグ、軽量＆丈
夫で、スタイリッシュなデザインが好評です。バッグ、⼩物アイテムを取り揃えて
おります。

【開 店 ⽇】 2022年2⽉18⽇（⾦）
【場 所】 ランドマークプラザ2階
【営業時間】 11:00〜20:00
【公 式 HP】 https://velero-shop.myshopify.com/

＜横浜ランドマークタワーの感染予防対策＞

ランドマークプラザでは、皆様に安⼼してご来館いただけるよう徹底した感染予防対策を⾏っております。ご来館いただく際に
は、ご理解・ご協⼒の程よろしくお願いいたします。詳しくは下記URLをご参照ください。

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

＜本件に関する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

TEL︓０３－４３２１－０９００ MAIL︓y-landmark@ozma.co.jp

＜本件に関する⼀般の⽅のお問い合わせ先＞
ランドマークプラザ TEL︓０４５－２２２－５０１５

http://www.yokohama-landmark.jp

※画像はイメージです。
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