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報道関係者各位

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア

スカイガーデン×劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」

劇場版公開記念︕コラボイベント開催
期間︓2020 年 12 ⽉ 22 ⽇（⽕）〜2021 年 1 ⽉ 31 ⽇（⽇）
開催中の『モエ・エ・シャンドン』イベントや『神奈川フィルハーモニー管弦楽団』とのコラボも︕
横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」（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、2020年12⽉22⽇（⽕）〜2021年1⽉31⽇（⽇）の期間中、劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」の公開を記念して、
スカイガーデンとのコラボレーションイベント『劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」公開記念コラボイベント』を開催いたします。

イベント期間中スカイガーデンでは、2021年1⽉8⽇（⾦）公開予定、劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」の作品紹介展
⽰をはじめ、劇場版のワンシーンを臨場感あふれる映像で体験できるVR映像「VR DREAM・FLIGHT」コーナーのほか、劇場版の世界
観をモチーフにしたオリジナルドリンクのご提供など、美少⼥戦⼠セーラームーンファンの⽅なら必⾒のコンテンツをご⽤意します。また、⼊
場チケットは、オリジナルクリアカードが付く特別セットを販売いたします。地上273メートル、⽉を⾝近に感じられる場所スカイガーデンで、
劇場版の世界観をお楽しみください。
■『劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」公開記念コラボイベント』概要
【開 催 期 間】 2020年12⽉22⽇（⽕）〜2021年1⽉31⽇（⽇）
※2020年12⽉31⽇（⽊）は10:00〜21:00まで営業（最終⼊場20:30）
※2021年1⽉1⽇（⾦・祝）は10:00〜18:00まで営業（最終⼊場17:30）
【開 催 場 所】 横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」
【⼊場チ ケ ッ ト】 ⼤⼈（18〜64歳）︓1,300円、65歳以上・⾼校⽣︓1,100円、⼩・中学⽣︓800円、幼児︓500円
オリジナルクリアカードが付いたスペシャルな⼊場チケット（数量限定）
※価格は税込みです。詳細はスカイガーデンＨＰにてご案内いたします。
※絵柄はランダム配布となります。
ランドマークプラザ広報事務局

＜本件に関する報道関係の⽅のお問い合わせ先＞
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＞
スカイガーデン事務局 TEL︓０４５－２２２－５０３０
http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden

ファン必⾒︕劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」公開記念コラボイベント ⾒どころ紹介
劇場版の世界観を360°体感『VR DREAM・FLIGHT』
『VR DREAM・FLIGHT』では、劇場版に合わせたストーリー仕⽴ての映像演出により、臨場感溢れる映像で体験できます。ペガ
サスとちびうさが夜景を駆け巡る幻想的なシーンや、スーパーセーラームーン・スーパーセーラーちびムーンの変⾝シーンをお楽しみく
ださい。
【開 催 ⽇】 2020年12⽉22⽇（⽕）〜27⽇（⽇）、1⽉の⼟⽇、祝⽇ 11:00〜21:00（最終受付20︓30）
※2021年1⽉1⽇（⾦・祝）は18:00まで営業（最終受付17:30）
【対象年齢】 7歳以上
【料

⾦】 無料

※スカイガーデンの営業時間が変更となる場合がございますので、スカイガーデンHPにてご確認の上ご来場ください。
※皆様に安⼼・安全にご体験いただけるよう、検温や消毒、マスク着⽤など感染症対策を徹底した運営となります。
限定コラボドリンクが登場
スーパーセーラーちびムーンとエリオスの仮の姿ペガサスをイメージしたドリンクが、スカイガーデン併設のカフェ「スカイカフェ」に期間
限定で登場します。作品展⽰やスカイガーデンからの眺望と⼀緒に、⾒た⽬にも可愛らしい限定コラボドリンクをお楽しみください。
【スーパーセーラーちびムーンドリンク】

【ペガサスドリンク】

スーパーセーラーちびムーンをイメージし
たカラーのストロベリーラテ。トッピングに
もハートやリボンをモチーフにしたチョコレ
ートをあしらいました。

ラムネ⾵味のゼリーとカルピスで爽快な
味わい。
ペガサスをイメージしたチョコレートをトッ
ピングしました。

価格︓800 円（税込）
※画像はイメージです。

価格︓800 円（税込）
※画像はイメージです。

限定コラボグッズ発売
『劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」公開記念コラボイベント』の開催を記念して、ス
カイガーデンではここでしか⼿に⼊らないオリジナルコラボグッズを販売いたします。スーパーセーラー
ムーン達がデザインされた、本イベントオリジナルのビーズ⼊りアクリルキーホルダーは「タワーショップ」
にて数量限定販売です。
価格︓各935円（税込） ※販売は、⼀会計につき6点までとさせていただきます。
＜劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」について＞
⽉の光に導かれ またあなたとめぐりあう。
⼥の⼦が華麗に変⾝︕“戦う愛の物語”世界中を夢中にさせ社会現象を巻き起こした伝説の少⼥漫画
「美少⼥戦⼠セーラームーン」が 25 年の時を経て劇場に帰ってくる︕
かなえたい夢。なりたい⾃分。前世からの因縁。「願い」を胸に、迷い、考え、運命を切り開き、仲間と共に
成⻑する戦⼠たちの姿と、ちびうさとエリオスの淡い初恋を描いた《デッド・ムーン編》が、前後編⼆部作で
映画化︕
原作者・武内直⼦を総監修に迎え、監督は今千秋が務める。キャラクターデザインは、
90 年代アニメシリーズでもデザイン・作画監督を担当した只野和⼦が再び担い、
セーラームーンアニメーションの原点がよみがえる︕
【作品情報】
■タ イ ト ル︓劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」《前編》
劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」《後編》
■公開⽇︓《前編》2021 年 1 ⽉８⽇(⾦) 《後編》2021 年 2 ⽉ 11 ⽇(⽊・祝)ROADSHOW
■ス タ ッ フ︓原作・総監修／武内直⼦
監督／今 千秋 脚本／筆安⼀幸 キャラクターデザイン／只野和⼦ ⾳楽／⾼梨康治
■映画公式 HP︓sailormoon-movie.jp ■映画公式 Twitter︓＠sailor_movie
■劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」製作委員会
©武内直⼦・PNP／劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」製作委員会

横浜ランドマークタワー 69 階展望フロア「スカイガーデン」
冬のスペシャルコラボイベント
スカイガーデン×『神奈川フィルハーモニー管弦楽団』

地上273mの夜景と奏でる、閉館後の特別なソロ・リサイタル
2021年2⽉19⽇（⾦）『第1回 ブルーダルスターライトコンサート』開催
神奈川フィルハーモニー管弦楽団⾸席ソロ・コンサートマスターでヴァイオリニストの⽯⽥泰尚⽒によるソロ・リサイタルを、2021年2⽉
19⽇（⾦）営業終了後のスカイガーデンにて開催いたします。チケットは、2020年12⽉18⽇（⾦）よりオンラインにて数量限定の事
前販売となります。地上273メートル、真冬の澄んだ空気に煌めくみなとみらいを⼀望するスカイガーデンにて、⼀夜限りの特別な⾳楽
会をお楽しみください。

■『第1回 ブルーダルスターライトコンサート』概要
【開 催 ⽇】 2021年2⽉19⽇（⾦）営業終了後 開演 21:15 閉演 22:00予定
※コンサートをご観覧のお客様は、スカイガーデン開場中はいつでもご⼊場頂けます。
（再⼊場不可）
※⽯⽥⽒監修のドリンクやグッズをご⽤意しておりますので、カフェやショップ
にお⽴ち寄りください。
【出

演】 ⽯⽥泰尚／ヴァイオリン＋中島 剛／ピアノ
⾦ 特別席（S席）最前列12席限定 5,500円
⼀般席（A席）84席限定 5,000円
※チケット料⾦には、当⽇のスカイガーデン⼊場料と、⼊場証明となる
オリジナル⽸バッチが含まれます。
購⼊⽅法 Yahoo! Japan「Pass Market」にて限定96枚の事前販売。
スカイガーデンホームページにてURLを公開いたします。
販売期間 2020年12⽉18⽇（⾦）10:00より発売。無くなり次第終了となります。

【チ ケ ッ ト】 料

ヴァイオリニスト⽯⽥泰尚⽒とのコラボドリンクを限定販売
スカイガーデン併設のスカイカフェでは、ブルーダルスターライトコンサート開催を記念し、⽯⽥泰尚
⽒とコラボレーションしたオリジナルドリンクを発売いたします。
⽯⽥⽒が愛飲する紅茶リキュールのカクテル「ティフィンバック」を使⽤して、⽣クリームのホイップとシ
ナモンシュガーをトッピングした、ミルクティーのような味わいのカクテルになっております。
【商 品 名】 ブルーダルスターライトコンサート開催記念カクテル
【価

格】 800円（税込）

【販売期間】 2021年2⽉12⽇（⾦）〜2⽉28⽇（⽇）
※画像はイメージです。

※650円（税込）でノンアルコールでのご提供も可能です。
※イベントは、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、中⽌や変更となる場合がございます。

スカイガーデン×『モエ・エ・シャンドン』

当⽇予約可能な『モエ・エ・シャンドン プレミアムカップルシート』が
スカイガーデンに期間限定で登場

ウォーターフロントの夜景を360°楽しめる、「カジュアルでパーフェクトなデート」に最適なスカイガーデンはこの冬、1743年の創業以来
世界中に愛されるシャンパンの⽼舗「モエ・エ・シャンドン」とコラボレーション。2020年12⽉5⽇（⼟）〜2021年1⽉13⽇（⽔）の期
間中、1⽇18組限定で『モエ・エ・シャンドン プレミアムカップルシート』をご⽤意しております。

※画像はイメージです。

プレミアムカップルシートをご利⽤のお客様には、モエ アンペリアルをよりカジュアルにお楽しみいただける、グラス2杯分の200mlボトル
「ミニ モエ」1本と、ミックスナッツをプレゼント。さらに、館内設置の「ミニ モエ フォトマシンブース」にてお写真をお撮りいただいた⽅には、
「ミニ モエ」にお写真をラベリングするサービスも実施しております。⼤切な⽅と、記憶に残る2⼈だけの特別な時間をお過ごしください。
【開催期間】 2020年12⽉5⽇（⼟）〜2021年1⽉13⽇（⽔）
※2020年12⽉31⽇（⽊）は10:00〜21:00まで営業（最終⼊場20:30）
※2021年1⽉1⽇（⾦・祝）は10:00〜18:00まで営業（最終⼊場17:30）
【予 約 枠】 17:00〜18:00、17:15〜18:15、18:15〜19:15、18:30〜19:30、19:30〜20:30、19:45〜20:45、
20:45〜21:45（延⻑営業の場合のみ）
※1⽇限定18組様、60分制となります。
【予約サイト】 https://swyk.co.jp/sky/pairsheetplan2020/
【席

数】 6席

【ご利⽤料⾦】 2,500円（税込）
※カップルシート利⽤料、ミニ モエ（200mlボトル）1本、ミックスナッツが含まれます。
※⼊場には、別途スカイガーデンの⼊場チケットが必要となります。

■スカイガーデンにおける感染防⽌対策について
スカイガーデンでは、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。
【新型コロナウイルス感染症対策】
・マスクを着⽤されていない⽅は⼊場いただくことが出来ません。原則、⼩学⽣以上の
お客さまにはマスクの着⽤による咳エチケットをお願いいたします。（未就学児及び着
⽤の難しいお客さまは除く。）
・検温を実施し、37.5度以上の発熱がある⽅は⼊場いただくことが出来ません。
・⼊場に際し、備え付けのエタノール消毒液による⼿指の消毒と、消毒マットでの靴う
らの消毒をお願いいたします。
・ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保、密接回避の為、間隔を空けてお
並び頂くようお願いいたします。
・チケットカウンター及びタワーショップ、スカイカフェでの⾦銭やチケット授受の際には⾦
銭トレイを介して⾏います。
＜新型コロナウイルス感染症予防対策の詳細は、下記をご参照ください。＞
https://www.yokohamalandmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29994

ランドマークプラザの「地球に優しい⽣活」〜ランドマークプラザの SDGs への取り組み〜
2015 年 9 ⽉の国連サミットで採択された「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」。先進国と途上
国が⼀丸となって、地球上の誰⼀⼈として取り残さない(leave no one behind)ことを誓った、17 個の⽬標（ゴール）とそれらを
達成するための具体的な 169 のターゲットで構成されています。
SDGs は、産業⾰命以降急激に活発化した⼈間活動により、経済・社会の基盤である地球の持続可能性が危ぶまれている
ことに端を発します。地球を救うために、私たちを取り巻く問題に向き合い、豊かで明るい未来を「つなぐ」ために、今私たち⼀⼈
ひとりができること、すべきことを意識して取り組むこと、それが SDGs です。ランドマークプラザでは、ショッピングやお⾷事などの提供
を通して、サスティナブルな暮らしの提案をしていきます。ぜひみなさんも私たちと⼀緒に少しずつ始めませんか︖
ランドマークプラザは、今後も SDGs に関連するさまざまな取り組みを⾏い、持続可能な社会の実現を⽬指すことで、SDGs の
達成に貢献していきたいと考えております。
横浜ランドマークタワーの取り組みの詳細については、ホームページをご覧ください。
https://www.yokohama-landmark.jp/sdgs/

