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三菱地所プロパティマネジメント株式会社

みなとみらいで、家族みんなの夏の思い出づくり︕楽しくSDGsを学ぶ体験型イベント

『ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい SDGs Summer Holidays

親⼦で︕“楽しみ、学ぶ” SDGs!』
開 催 ⽇︓7⽉17⽇(⼟)、18⽇(⽇)、24⽇(⼟)、25⽇(⽇)

8⽉9⽇(⽉・振休)、10⽇(⽕)、12⽇(⽊)〜15⽇(⽇)、21⽇(⼟)、22⽇(⽇)
開催場所︓ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい

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、2021年7
〜8⽉の⼟⽇祝祭⽇を中⼼に、SDGsについてご家族で楽しく学んでいただけるイベント『ランドマークプラザ×MARK
IS みなとみらい SDGs Summer Holidays 親⼦で︕“楽しみ、学ぶ” SDGs!』をMARK IS みなとみらい（同／
運営︓同）と合同開催いたします。

本イベントは、ご家族の皆様で楽しみながらSDGsを学ぶことができるワークショップや体験イベントが満載で、普段
は⽴ち⼊ることのできない横浜ランドマークタワーの制振装置や防災センター、MARK IS みなとみらいのみんなの庭の
収穫体験などができる「ディスカバリーツアー」や、ランドマークプラザでは廃材やエシカル素材を⽤いてアップサイクルを
体験できる多数の「SDGsワークショップ」を開催します。またMARK IS みなとみらいでは、パラリンピック競技のひとつ
である「ボッチャ」を体験できる「パラスポーツ体験イベント」や、みんなの庭では「ハーブの寄せ植えづくり体験」を実施し
ます。

夏の思い出として、ご来場いただく皆さまに安⼼してお楽しみいただけるよう、ランドマークプラザ・MARK IS みなと
みらいは、新型コロナウイルス感染予防に取り組み、皆さまをお待ちしております。

※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。

詳細および最新情報は、下記施設公式サイトよりご確認ください。
http://www.yokohama-landmark.jp
https://www.mec-markis.jp/mm/

※イベント画像は全てイメージです

http://www.yokohama-landmark.jp/


■超⾼層ビルの⽴⼊禁⽌エリアに潜⼊︕「Discovery Tour」
強⾵、地震などの様々な揺れを抑制する制振装置や防災センターなど、普段は⼊る
ことができない裏側の場所の⾒学や、MARK IS みなとみらいのみんなの庭の魅⼒を体験
できるディスカバリーツアーを開催いたします。横浜ランドマークタワーやMARK IS みなと
みらいの秘密に迫る、特別な体験をご⽤意しております。またその後⾃由参加にて、69
階スカイガーデンにて、紙芝居を⽤いてSDGsの理解を深めるイベントも開催します。

【開催⽇時】 8⽉9⽇(⽉・振休)、10⽇(⽕)①10:00〜 ②13:00〜 ③15:00〜
※各回約60〜80分

【体験場所】 横浜ランドマークタワー内 防災センター、制振装置、69階展望フロア スカイガーデン
MARK IS みなとみらい みんなの庭

【 対 象 】 ⼩学⽣以上推奨（中学⽣未満以下の⽅は保護者1名同伴）※保護者以外の同伴不可
【 定 員 】 各回5名様（保護者除く）
【参 加費 】 無料
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください
※イベント詳細及び予約サイトは7⽉16⽇（⾦）正午12時頃に施設公式ＨＰ等で公開します

■SDGs紙芝居
【開催⽇時】 8⽉9⽇(⽉・振休)、10⽇(⽕)

①11︓30〜 ②14︓30〜 ③16︓30〜 ※各回約20分
【場 所】 横浜ランドマークタワー 69階スカイガーデン「横浜・空の図書室」横スペース
【対 象】 どなたでもご参加いただけます※Discovery Tour参加者以外も可
【参 加 費】 無料 ※SDGs紙芝居からご参加の⽅はスカイガーデン⼊場料が必要となります

■⾝近な素材でアップサイクルを体験︕SDGsワークショップ

【開催⽇ 】 8⽉12⽇(⽊)〜15⽇(⽇)、21⽇(⼟)、22⽇(⽇)の計6⽇間
【参 加費 】 500円(⼀部無料) ※参加費は寄付を通じてSDGs活動に役⽴たせていただきます
【 対 象 】 ⼩学⽣以上推奨（⼩学校低学年以下の⽅は保護者1名同伴）※保護者以外の同伴不可
※開催⽇時は予定になります。イベント詳細及び予約サイトは7⽉16⽇（⾦）正午12時頃に施設公式ＨＰ等で公
開します。

➀エシカル素材「ソラ」のうちわづくりワークショップ
環境にやさしく、またタイの農村を⽀えるエシカル素材であるマメ科の植物「ソラ」を⽤いた、
うちわづくりをご体験いただけます
【開催⽇時】 8⽉12⽇(⽊) ①11:00〜11:30 ②13:30〜14:00 ③15:00〜15:30
【開催場所】 ランドマークプラザ内 特設会場
【 定 員 】 各回20名様（保護者除く）
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください ※先着順
【講 師】 網野妙⼦

②ダンボールカメラづくりワークショップ
⾝近な素材であるダンボールを⽤いてダンボールカメラをお作りいただける、ご家族で
楽しめるワークショップです
【開催⽇時】 8⽉13⽇(⾦) ①11:00〜12:30 ②14:30〜16:00
【開催場所】 ランドマークプラザ内 特設会場
【 定 員 】 各回20名様（保護者除く）
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください ※先着順
【講 師】 渡辺元佳

ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい イベントコンテンツ

ランドマークプラザ イベントコンテンツ



③PETレンズのカメラづくりワークショップ
⾝近な素材であるペットボトルを⽤いた、カメラ作りが体験できるワークショップです
【開催⽇時】 8⽉14⽇(⼟) ①11:00〜13:00 ②14:00〜16:00 ※所要時間:約15分
【開催場所】 ランドマークプラザ3階 イベントスペース
【 定 員 】 開催時間中、随時ご参加いただけます
【参 加 費】 無料
【講 師】 渡辺元佳

④海洋プラスチックを使った万華鏡づくりワークショップ
海に流れ出してしまったゴミの多くを占める海洋プラスチックを⽤いて、万華鏡をお作り
いただけるワークショップです
【開催⽇時】 8⽉15⽇(⽇) ①11:00〜11:45 ②13:30〜14:15
【開催場所】 ランドマークプラザ内 特設会場
【 定 員 】各回20名様（保護者除く）
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください ※先着順
【講 師】 sobolon

⑤廃棄⾐料や布地を使ったキメコミアートワークショップ
古着や廃棄布を⽤いた、「キメコミアート」を体験することができます。可愛らしいテント
ウムシのベースに、染⾊作家が染め上げた布を選び、作品をお作りいただけます
【開催⽇時】 8⽉21⽇(⼟) ①11:00〜12:30 ②14:30〜16:00
【開催場所】 ランドマークプラザ内 特設会場
【 定 員 】 各回20名様（保護者除く）
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください ※先着順
【講 師】 ODEN

イワミズアサコ(キメコミアーティスト)、佐藤周作(動物墨絵)

⑥ダンボール⽣物づくりワークショップ
⾝近な素材であるダンボールを⽤いて、お好きな⽣き物をテーマに、オリジナルの作品
をお作りいただけるワークショップです
【開催⽇時】 8⽉22⽇(⽇) ①10:30〜12:30 ②14 :30〜16:30
【開催場所】 ランドマークプラザ内 特設会場
【 定 員 】 各回20名様（保護者除く）
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください ※先着順
【講 師】 ⽟⽥多紀

夏休み限定︕ #ランドマークプラザ⾃由研究Instagramキャンペーン
横浜ロイヤルパークホテルの宿泊券など横浜ランドマークタワーを⼤満喫できる賞品が当たる期間限定の写真投稿
キャンペーンを開催します。「⾝の回りの不要になったもので作った⼯作」の写真を投稿しよう︕夏休みの⾃由研究
としてもご活⽤いただけます。

期間︓ 7⽉19⽇（⽉）〜8⽉22⽇（⽇）
応募⽅法など詳細はこちら︓横浜ランドマークタワー公式instagram（yokohama_landmarktower）

※横浜ランドマークタワー公式HPでは7⽉19⽇（⽉）頃、「PETレンズのカメラ」の作り⽅も公開します



■Hope Bear gallery

現代のピカソ、ROMERO BRITTO⽒の「希望」と「幸せ」が詰
まったアートギャラリー。彼の作品に各国の著名⼈も虜になり
コレクターも絶えず、⼤⼿メーカーとのコラボ作品も数多く存
在。彼の愛に溢れる「幸せのアート作品」を、ここHope Bear
galleryにて⾝近に感じてみてはいかがでしょうか。

【開店⽇】７⽉１⽇（⽊）
【場 所】 ランドマークプラザ 4階

「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、毎⽉提供しております。

■多様な価値観や平等について学ぼう︕パラスポーツ体験
誰もが平等に楽しめるパラスポーツの競技「ボッチャ」を通して、
SDGsが掲げる“平等”について体感する機会を提供いたします
【開催⽇時】 7⽉17⽇(⼟)、18⽇(⽇)11:00〜17︓00
【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア
【参 加 費】 無料 ※混雑時は整理券を配布いたします。

■おうちで育てよう︕ハーブの寄せ植えづくり体験
リサイクルのペットボトルと天然素材をミックスしてできた不繊布製の植⽊鉢に屋上庭園
みんなの庭のハーブを寄せ植えいただけます
【開催⽇時】 7⽉24⽇(⼟)、25⽇(⽇)

11:00〜11:40 / 13:00〜13:40 / 15:00〜15:40
【開催場所】 MARK IS みなとみらい 5階 屋上庭園みんなの庭
【参 加 費】 無料
【申込⽅法】 事前に予約サイトよりお申込みください(抽選) ※7⽉16⽇（⾦）締切

◆お問い合わせ先◆
ランドマークプラザ MARK IS みなとみらい

【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（平⽇10︓00〜18︓00）

TEL︓03-4321-0900
MAIL︓y-landmark@ozma.co.jp
【⼀般の⽅のお問い合わせ先】

ランドマークプラザ （11︓00〜20︓00）
TEL︓045-222-5015

【報道関係の⽅のお問い合わせ先】
MARK IS みなとみらい広報事務局（平⽇9︓30〜18︓00）

TEL︓03-5226-0887 FAX︓03-3265-5135
MAIL︓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

今夏オープン︕ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの新店情報
■オーガスタミルクファーム

当店では、横浜市にある相澤良牧場で愛情たっぷ
りに育った元気な⽜たちから搾った安⼼・安全で新
鮮な⽜乳を提供しています。またその⽜乳を使⽤し
たソフトクリームやフローズンヨーグルトなどのスイーツ
もお楽しみいただけます。

【開店⽇】7⽉ 29⽇（⽊）
【場 所】 MARK IS みなとみらい 地下 1階

MARK IS みなとみらい イベントコンテンツ

SDGs ロゴイメージ

mailto:y-landmark@ozma.co.jp
mailto:koho@markis-mm.com


＜ランドマークプラザ概要＞
【住 所】 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-2-1
【 アクセス】 みなとみらい駅（みなとみらい線）徒歩3分、桜⽊町駅（JR・市営地下鉄）から

「動く歩道」を利⽤し徒歩5分
【公式HP】 http://www.yokohama-landmark.jp

＜MARK IS みなとみらい概要＞
【住 所】 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい3-5-1
【 アクセス】 みなとみらい駅（みなとみらい線）直結、桜⽊町駅（JR・市営地下鉄）から

「動く歩道」を利⽤し徒歩8分
【公式HP】 http://www.mec-markis.jp/mm/

ランドマークプラザの感染予防対策

ランドマークプラザでは、感染対策を強化し取り組んでいます。お買物をされるお客様の安全・安⼼のために、 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.yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456

MARK IS みなとみらいの感染予防対策

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

各施設の新型コロナウイルス感染予防に関する取り組み

施設基本情報 ※最新の営業時間は、各施設の公式 HP よりご確認ください。

http://www.yokohama-landmark.jp/
http://www.mec-markis.jp/mm/
https://www.yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456
https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html

