News Letter
２０１９年３月２6 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春を感じるイベントが盛りだくさん

『LANDMARK PLAZA WELCOME SPRING』
３月３０・３１日の週末には『サクラサク ２DAYS SPECIAL』を開催
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 ） で は 、
『LANDMARK PLAZA WELCOME SPRING』と題し、春の訪れを感じるイベントを複数開催いたします。
３月３０日（土）、３１日（日）の週末には「Fm yokohama 84.7」による音楽イベント『サクラサク
２DAYS SPECIAL』を開催します。３０日のＦヨコ公開放送では、中孝介によるライブの他、家入レオによるトーク
イベントを開催。３１日のＦヨコライブでは小川コータ＆とまそん、bird のライブイベントをお届けします。
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またランドマークプラザ３F には、『さくらの装飾』が登場。館内でショッピングをしな
がらお花見をお楽しみいただけます。加えて、OZmall とランドマークプラザがコラボレ
ーションした『おいしい春グルメフェア』では、春らしい苺や桜を使った限定スイーツや
春の食材をつかったスペシャルメニューをご用意しております。他にも、「映画ドラえも
んのび太の月面探査機」のポップアップショップや、「コメダコーヒー」、ハワイアンジュエ
リーの「Hawaiiana FLD」など新店舗もオープンします。
春 を楽しめる イベン トが盛りだ くさんの 横浜ラ ンドマーク タ ワーにぜ ひお越し
ください。
『さくらの装飾』イメージ

『LANDMARK PLAZA WELCOME SPRING』開催概要
＜サクラサク ２DAYS SPECIAL＞
イベントタイトル

詳細

ゲスト

LANDMARK TOWER presents
God Bless Saturday サクラサク SPECIAL

３/30（土）13:00～15:55
プラザ1F サカタのタネ ガーデンスクエア

中孝介、家入レオ

LANDMARK TOWER presents
サクラサク SPECIAL LIVE

３/31（日）①13:00～/②15:00～
プラザ1F サカタのタネ ガーデンスクエア

小川コータ＆とまそん、bird

＜桜の装飾＞
春の訪れを告げる桜の装飾が、ランドマークプラザ３F に登場。館内にいながらいち早く
春を感じることができます。
■日

時：実施中～４月１４日（日）

『さくらの装飾』イメージ

＜おいしい春グルメフェア＞
ランドマークプラザ館内の人気１７店舗の飲食店では、4 月１４日（日）までの期間中、いちごや桜など今しか味わ
えないとっておきの春限定メニューを展開中です。おいしい春を味わいにお越しください。
■日
時：実施中～4 月 14 日（日）
■場
所：ランドマークプラザ内 17 店舗
■参加店舗：WP PIZZA、よしみグリル、洋麺屋 五右衛門、魚がし日本一、SANTA MONICA 3rd st. MEAT
TERRACE、湘南パンケーキ、ラ・メゾン アンソレイユターブル、カフェ マウカメドウズ、果実園 リーベル、
Bubby's（バビーズ）、ジェラート フィレンツェ、minato coffee、Le mitron（ル・ミトロン）、ミセス
エリザベスマフィン、Patisserie 雪乃下、PAPABUBBLE、崎陽軒
果実園 リーベル

カフェ マウカメドウズ

ランドマークプラザ 5F／フルーツパーラー

ランドマークプラザ 2F
／ハワイアンリゾートカフェ

「ふわふわ天使のパンケーキ」
ふんわり食感の釜焼きパンケーキに、
あまおうやパールホワイトなど数種類の
いちごをトッピングした新作は、いちごの
食べ比べも楽しめるのが嬉しい一品。

価格：１，９４４円（税込み）

「苺ワッフル フランボワーズとオレンジの
ソース（ドリンク付き）」
名物の焼きたてワッフルに、旬のいちご
やカスタードクリーム、バニラアイスをの
せ、甘酸っぱいフランボワーズとオレンジ
のソースでデコレーション。

湘南パンケーキ

minato coffee

「さくら咲くパンケーキ」
自慢はなんといっても、湘南小麦や発
酵バターで作るふわっふわのパンケー
キ。お花見シーズンのイチオシは、足
柄産の茶葉ソースや桜の塩漬け、ほ
んのり甘酸っぱい梅あずきなどを添えた
和風のパンケーキ。

「エスプレッソソーダ ストロベリー」
コーヒーの新しい楽しみ方を提案する
コーヒースタンド。エスプレッソを炭酸水
で割るエスプレッソソーダは、爽やかな
飲み心地。自家製いちごシロップとコー
ヒーの絶妙な相性が新しくておいしい
一品です。

ランドマークプラザ 1F
／パンケーキカフェ＆レストラン

クイーンズタワーA2F／コーヒースタンド

価格：１，５８０円（税込み）

ジェラート フィレンツェ

価格：５５０円（税込み）

よしみグリル

ランドマークプラザ 3F
／イタリアンジェラート

「海老名産 I CHI GO
（シングルサイズ）」
海老名産のいちごをたっぷり使ったソル
ベに、北海道産のマスカルポーネチー
ズ、隠し味にキャラメルソースも加えた
「I CHI GO」。できたてのおいしさを味
わってください。

価格：１，２４２円（税込み）

ランドマークプラザ 1F／洋食・カフェ

価格：３９０円（税込み）

「たらこと大葉の明太子クリームオムラ
イス」
見た目にも華やかで食欲をそそるオム
ライスは、バターライスを卵で包み、さら
に北海道産明太子と生クリームで作っ
たソースをたっぷり。まろやかなソースが
後を引くおいしさです。
価格： ランチ９５０円、ディナー９９３円（税込み）

SANTA MONICA 3rd st.
MEAT TERRACE

WP PIZZA

「春野菜とローストビーフのグリル」
三浦産をはじめ、その日に仕入れた新
鮮な野菜のグリルと、ローストビーフを
盛り合わせたプレートは前菜におすす
めです。（※15 時以降の提供）

「あさりと竹の子と菜の花のピッツア」
この春イチオシのピッツァは、自慢の生
地に春の素材を散りばめたトマトソー
ス仕立て。ランチやワインのおつまみに
もぴったりです。

ランドマークプラザ 1F／ピッツァ・サラダ・
サンドウィッチ

クイーンズタワーA2F／カジュアルミート
ダイニング

価格：１，２８０円（税込み）

価格：１，０８０円（税込み）

LANDMARK PLAZA SHOP INFORMATION

《NEW SHOPS！》
【コメダ珈琲店・おかげ庵／１F】

＜２０１９年２月６日 NEW OPEN＞
名古屋発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」、お抹茶、甘味、なごやめしが楽しめる「おかげ
庵」を併設した店舗です。コメダ珈琲店では伝統のブレンドコーヒーや伝統のシロノワ
ール、おかげ庵ではお店で点てる「お抹茶」、自分で焼いて楽しめる「お団子」、「レト
ロスパゲティ」などのなごやめしをゆったりしたフルサービスの喫茶空間をお楽しみくださ
い。
■業
態：喫茶店、和喫茶
■営業時間：７：００～２３：００

イメージ

【「映画ドラえもん のび太の月面探査機」POP UP SHOP／４F】

＜２０１９年３月１日 NEW OPEN（～２０１９年５月２６日まで）＞
映画ドラえもんの最新作である『映画ドラえもん のび太の月面探査記』の公開を
記念したグッズショップ「『映画ドラえもん のび太の月面探査記』POP UP SHOP」が
オープンしました。限定商品や、映画の世界観を表現した店内は必見です。
■業
態：キャラクターグッズ
■営業時間：１１：００～２０：００

イメージ

【Hawaiiana FLD／4F】

＜２０１9 年 3 月１６日 NEW OPEN＞
大自然をイメージした伝統的なハワイのモチーフ、花、葉、波などその意味に
特別な思いをこめてジュエリーに刻み込み、一生の宝物をお届けします。
■業
態：ハワイアンジュエリー
■営業時間：１１：００～２０：００
イメージ
＜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 FAX：０３－３２６５－５１３５
＜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

