
階数 店名 階数 店名 階数 店舗名

タリーズコーヒー スターバックスコーヒー

つるかめ餃子キッチン 一風堂 GODIVA

鎌倉パスタ 軽井沢とりまる 唐揚げ専門 Bubby's（バビーズ）

元天ねぎ蛸 ゲウチャイ CHOPPED SALAD DAY

リンガーハット 横浜スパゲティ and CAFE ラ・メゾン アンソレイユターブル

福満園 極上担々麺 香家 ミセスエリザベスマフィン

らんまん食堂 東京純豆腐 WP PIZZA

丸亀製麺 香川一福 ヴィ・ド・ フランス

FRESHNESS BURGER 2F Shake Shack コメダ珈琲店

博多だるま JAPAN 3F タリーズコーヒー おかげ庵

ムンバイ 魚処 はなたれ

サーティワンアイスクリーム 1F スターバックスコーヒー 永坂更科

おぼんdeごはん J PASTA terrace 大阪ぼてぢゅう

神楽食堂 串家物語 WINE STAND BASIL とんかつ和幸

築地食堂 源ちゃん ル サロン ド ニナス 北海道キッチン YOSHIMI

梅蘭 湘南パンケーキ

鎌倉かつ亭 あら珠 アメリカンハウス 陳建一麻婆豆腐店

まぐろ問屋 めぐみ水産 ケンタッキー・フライド・チキン こめらく 贅沢な、お茶漬け日和。

LA SALSA SOUTHERN CALIFORNIA RESTAURANT サブウェイ AFURI

浅草 キッチン大宮 マクドナルド 鶏三和

Mano-e-Mano FISHERMAN'S MARKET つけめんTETSU

いしがまやハンバーグ TAKANASHI Milk RESTAURANT 味の牛たん 喜助

KollaBo さかえや はまやカレー

そばと天ぷら　石楽 24/7 restaurant スープ ストック トーキョー

横濱こてがえし 4F 橙家 糖朝CAFE 

5F D.U.M.B.O 洋麺屋 五右衛門

シズラー

B3F GODIVA café Minatomirai カフェ マウカメドウズ

階数 店舗名 カザーナ マクドナルド

GARLIC JO'S ハーブス

Soup Stock Tokyo カンゲン アンティコカフェ アルアビス

ポチャ 下高井戸旭鮨総本店 ジェラート フィレンツェ

CAFE LEXCEL 陳麻婆豆腐 タリーズコーヒー

キリンシティ とんかつ 新宿 さぼてん 4F 京懐石 美濃吉

AMERICAN HOUSE DOURAKU CORRIDA

1・2F アンデルセン 豚肉創作料理 やまと

■コレットマーレ 鼎泰豊

スターバックスコーヒー 階数 店舗名 果実園 リーベル

シルスマリア 1F ALOHA TABLE 沼津 魚がし鮨

ベイサイド ダッキーダックキッチン JO'S BAR

二代目ぐるめ亭 割烹そば 神田

重慶厨房 牛カツ京都勝牛 横濱大食堂

KITCHEN JO’S CAFÉ AUX BACCHANALES chef's V

プロント 仙臺たんや 利久 阿里山城

蘭の拾璞 MANGIA MANGIA

1F DINING RESTAURANT KITEKI GARDEN HOUSE Minatomirai カヤバヤ 手作りむすびとサンドイッチ

2F スターバックスコーヒー 鉄板・お好み焼き 電光石火

焼肉 大徳壽 ドラゴンカルビ

CARVAAN BAY YOKOHAMA 博多もつ鍋 おおやま

お料理 真 Bd26（バールデルジロー）

階数 店舗名 iliescape 焼鳥 炙り炭焼き をどり

ビストロ・ワイン酒場 Licht IL SALTIMBANCO produced by ANTHONY GENOVESE うどん宮武

GOHANYA’ GOHAN BISTRO TORI-BORI 串亭横浜みなとみらい

SOiSPACE 鍋専科 鍋屋 なかめのてっぺん

GG Kitchen ティーヌン

横須賀・佐島港 佐島水産 ALOHA café HONMOKU since1976 韓国ごはん・酒家 ダイダイ

レオーネ マルチアーノ 海鮮肉炉端 大夢 世界のビール博物館

mm THAI 横浜中華街 保昌 海鮮食飲市場 マルカミ食堂

サンマルクカフェ 〆蕎麦 千花庵 DA PAI DANG LABO

天ぷら ふく西 禅と匠 寿司処かぐら

味奈登庵 中華蕎麦 時雨 魚がし日本一

みなとみらい de 焼肉 DOURAKU ペッシェドーロ

ロティスリー レイ ハードロックカフェ横浜

RISTORANTE UMIRIA minato coffee

天府城 Eggs'n Things 横浜みなとみらい店

紅葉坂ギャラリー

停車場ビュッフェ

ANNEX

4F

横濱バザール

B1F

クイーンズタワーA

サクラギ横丁

7F

7F

1F

2F

B2F

1F

1F

1F

6F

1F

2F

■MMテラス

みなとみらい東急スクエア ③

1F

タワー

5F

ドッグヤードガーデン

5F

タワーダイニング

みなとみらい東急スクエア ① 1F

B1F

みなとみらい東急スクエア ②

【みなとみらいXmasジャイアントガチャ】グルメチケットご利用可能店舗一覧

■みなとみらい東急スクエア

■ランドマークプラザ・クイーンズタワーA

　カフェ&レストラン

2F

3F

みなとみらい東急スクエア ステーションコア

■MARK IS みなとみらい

■CIAL桜木町 2F

B1F

3F

2F


