2021 年 11 月 10 日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

今年はちびまる子ちゃんと一緒に楽しむ!みなとみらいのクリスマス

横浜ランドマークタワー「The
MARK IS

Landmark Christmas 2021 Happiness Holidays」
みなとみらい「Good Memory CHRISTMAS」

開催期間:2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
開催場所:横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル
三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社、株式会社ロイヤルパークホテルズアンド
リゾーツは、今年も横浜ランドマークタワーと MARK IS みなとみらいでクリスマスイベントを実施いたし
ます。
横浜ランドマークタワーは、11月11日（木）～12月25日（土）の期間中、クリスマスキャンペーン「The
Landmark Christmas 2021 Happiness Holidays～まる子と楽しむ、ランドマークの大人クリスマス!
～」を開催します。今年は、「Happiness Holidays Tree」と題し、ホワイトとシルバーをベースとした
ツリーに、ゴールドの輝きを加えた大人なクリスマスツリーで皆様をお迎えします。
MARK IS みなとみらいは、2021年のクリスマスを彩るイベントとして、11月11日（木）～12月25日（土）
の期間中、
「Good Memory CHRISTMAS」を開催します。本期間のシンボルとして「Good Memory Crystal
TREE」が1階グランドガレリアに登場。雪結晶の装飾とランタンのやさしい灯りがアクセントとなった
ツリー正面に近づくと、扉の窓に雪が舞い、音が流れるなど、サプライズな演出をお楽しみいただけます。

▲横浜ランドマークタワー
「Happiness Holidays Tree」イメージ

▲MARK IS みなとみらい
「Good Memory Crystal TREE」イメージ

また、今年で原作 35 周年を迎えた国民的人気キャラクター「ちびまる子
ちゃん」とコラボレーションし、横浜ランドマークタワー、MARK IS みなと
みらい、横浜ロイヤルパークホテル各所でハートフルなコンテンツをご用意
しています。各店舗にて期間限定のコラボメニュー・コラボ商品を発売する
ほか、ランドマークプラザや MARK IS みなとみらいでは、ちびまる子ちゃ
んと愉快な仲間たちをエリアをめぐって探すデジタルスタンプラリーを実施
します。さらに、ちびまる子ちゃんの期間限定ポップアップショップの設置
や、ちびまる子ちゃんと仲間たちによる感染予防対策を促す装飾の掲示など、
まるちゃんたちと一緒に、横浜・みなとみらいで、心温まるクリスマスをお
楽しみいただけます。

▲「The Landmark Christmas 2021」
キービジュアル

横浜ランドマークタワー・MARK IS みなとみらい ツリー情報
■横浜ランドマークタワー「Happiness Holidays Tree」
ホワイトとシルバーをベースに、ゴールドの輝きを加えた、大人なクリスマスツリーが登場。
設置期間:2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
設置場所: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
点灯時間:9:00～23:00
高

さ:約 8m

▲横浜ランドマークタワー「Happiness Holidays Tree」イメージ

■MARK IS みなとみらい「Good Memory Crystal TREE」
雪結晶の装飾とランタンのやさしい灯りがアクセントとなった「Good Memory Crystal TREE」
。ツリー
正面に近づくと、扉の窓に時間によって景色が切り替わる様子が映し出されるほか、扉の前に近づくと、
雪が舞い、音が流れるなどのサプライズな演出をお楽しみいただけます。
設置期間:2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
設置場所:MARK IS みなとみらい 1 階 グランドガレリア
点灯時間:7:00～24:00
高

さ:約 7m

電飾球数:約 9,000 球

▲MARK IS みなとみらい「Good Memory Crystal TREE」イメージ

「ちびまる子ちゃん」コラボレーション企画
■「ちびまる子ちゃん×みなとみらい おさんぽスタンプラリー in ランドマークプラザ・マークイズみなとみらい」

開催期間:2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
開催場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい
設置場所:ランドマークプラザ:地下２階 シースルーエレベータ前、2 階「カフェ マウカメドウズ」横、
4 階「京懐石 美濃吉」横
MARK IS みなとみらい:地下 4 階 えきまえ広場、5 階 イベントスペース
時

間:11:00～20:00

内

容:ちびまる子ちゃんと愉快な仲間たちをエリアをめぐって探す、おさんぽスタンプラリー。各施
設合計5箇所に設置されたフォトスポットにある二次元コードを読み取り、デジタル上でスタ
ンプを全て集めると、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」の大人
1名入場無料クーポンとちびまる子ちゃんオリジナルステッカーをプレゼント。さらに抽選で
500名様にちびまる子ちゃん限定オリジナルトートバッグが当たる。また、1箇所以上集めると
参加賞としてちびまる子ちゃんオリジナル壁紙をプレゼント。

▲オリジナルステッカー

▲オリジナルトートバッグ

▲オリジナル壁紙

■ちびまる子ちゃん コラボメニュー・コラボ商品
販売期間:2021 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土）
場

所:横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル

内

容:クリスマス期間限定で各施設の指定の店舗でちびまる子ちゃんコラボメニューを楽しめる。
ランドマークプラザではコラボ商品も販売。

横浜ランドマークタワー、マークイズみなとみらい

※一例
※一部店舗では 12 月 26 日以降もコラボ商品の販売を継続する予定です。

▲BUSINESS LEATHER FACTORY
（ランドマークプラザ 2 階）

▲スカイカフェ
（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」内）

▲CHOCOLABO
（ランドマークプラザ 1 階）

横浜ロイヤルパークホテル
＜レストラン＆バンケット「フローラ」＞
期間:2021 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土）
場所:横浜ロイヤルパークホテル地下 1 階
時間:11:30～14:00 L.O.
商品名:ちびまる子ちゃん × 横浜ロイヤルパークホテル
スペシャルコース
価 格:3,500円
内 容:ちびまる子ちゃんと仲間たちの好きな料理をコース仕立
てでご用意。ちびまる子ちゃんの大好きなハンバーグを
始め、花輪クンが好きなイタリアン、ちびまる子ちゃん・
たまちゃん大好物のプリンなど、ホテルメイドの料理が
楽しめる。
商品名:ちびまる子ちゃん × 横浜ロイヤルパークホテル
お子様メニュー
価
内

格:1,815円
容:ハンバーグ、カレー、プリンなどちびまる子ちゃんと仲間
たちの大好物を集めたお子様メニュー。そのほか、フライ
ドポテト、鶏のから揚げ、エビフライなどみんなが好きな
メニューが盛り沢山。

※表示価格にはサービス料(10％)、税金（10％）が含まれます。

＜デリカ＆ラウンジ「コフレ」＞
期間:2021 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土）
場所:横浜ロイヤルパークホテル 1 階
時間:11:00～20:00
商品名:野口さん大好き たらことイクラのタラモサラダ
―まる子のクルトンを添えて―
価

格:800円

内

容:野口さんの好きなたらこ、イクラを使用したタラモサラ
ダ。ちびまる子ちゃんの焼き印が入ったクルトンがアク
セント。

商品名:たまちゃん大好き メロンのカプレーゼ仕立て
価

格:850円

内

容:さくら色のポテトのブランマンジェの上に、たまちゃんの
好きな食べ物メロンのほか、チェリートマト、カラーニ
ンジンを使用したカプレーゼ仕立て。
クリスマスカラーの
食材で華やかに。

※表示価格にはサービス料（10％）
、税金（8％）が含まれます。

＜特典＞
レストラン＆バンケット「フローラ」
、デリカ＆ラウンジ「コフレ」で各コラボメニューをご注文
いただいた方に、ちびまる子ちゃんポストカード（全 2 種類）を 1 枚プレゼントします。
＊ポストカードの種類は選べません。
＊ポストカードがなくなり次第配布終了となります。

■「ちびまる子ちゃんと楽しむ!おうちクリスマス!!」
ランドマークプラザ館内に設置のクリスマスリーフレットにある二次元コード
を読み取ると、ちびまる子ちゃんのクリスマスリースが出現する仕掛け。ご自宅
のお好きな壁にクリスマスリースを飾ってお楽しみいただけます。
■ちびまる子ちゃん期間限定ポップアップショップ
ちびまる子ちゃんグッズを販売するポップアップショップが期間限定で出店。
35 周年記念グッズなど、本ショップならではのアイテムが勢揃い。
・まる子とコジコジ

ポップアップショップ

開催期間:2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 26 日（日）
開催場所:＜11 月 11 日（木）～11 月 25 日（木）＞ランドマークプラザ 3 階イベントスペース
＜11 月 26 日（金）～12 月 26 日（日）＞ランドマークプラザ 2 階特設会場
・ちびまる子ちゃん原作 35 周年記念

クリスマスポップアップショップ

開催期間:2021 年 11 月 26 日（金）～12 月 26 日（日）
開催場所:ランドマークプラザ 3 階イベントスペース
キャンペーン情報
■みなとみらいポイントアプリ会員限定「クリスマスプレゼント キャンペーン」
期間:2021 年 11 月 20 日（土）～12 月 25 日（土）
内容:期間中、対象店舗で税込 5,000 円ご利用ごとにキャンペーンに応募可能。みなとみらいポイント
アプリをダウンロードしアンケートに答えて応募すると、抽選で最大 10 万円分のみなとみらいポ
イントをプレゼント。ほかにも素敵な賞品をご用意。

＊みなとみらいポイントアプリ会員様限定のキャンペーンとなります。
＊本キャンペーンは予告なく変更・中止・延⾧する場合があります。予めご了承ください。
＊詳細決定次第、みなとみらいポイントアプリや各施設のホームページでご案内します。

■みなとみらいポイントカード ポイントアップ 7days
期間:2021 年 11 月 20 日（土）～11 月 26 日（金）
内容:三菱地所グループ CARD（みなとみらいポイントカード一体型）のご利用でみなとみらいポイント
が 10 倍に、みなとみらいポイントカードのご利用でみなとみらいポイントが 5 倍になるスペシャ
ルな7日間。

＊一部対象外の店舗・サービス・商品がございます。
＊「ポイントアップ7days」期間中のご利用はみなとみらいポイント5倍、残りの5倍分は開催期間終了後４日程でおつけし、
合計でポイント10倍になります。
＊みなとみらいポイント10倍は、三菱地所グループCARD（みなとみらいポイントカード一体型）のVISA、JCB（各一般券面、
ゴールドカード）の全4種類が対象です。

施設基本情報 ※最新の営業時間は、各施設の公式ホームページよりご確認いただけます。
■横浜ランドマークタワー概要
所
ア

在
ク

地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
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

公式ホームページ:https://www.yokohama-landmark.jp
■MARK IS みなとみらい概要
所

在

ア

ク

地:神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

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

公式ホームページ:https://www.mec-markis.jp/mm/
■横浜ロイヤルパークホテル概要
所
ア

在
ク

地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3
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

公式ホームページ:https://www.yrph.com/

■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
【ご参考】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
・横浜ランドマークタワー
https://www.yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456
・MARK IS みなとみらい:
https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html
・横浜ロイヤルパークホテル:
https://www.yrph.com/information/information_measures.html
以

＜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（平日10:00～18:00）
TEL:03-4321-0900 MAIL:y-landmark@ozma.co.jp
MARK IS みなとみらい広報事務局（平日9:30～18:00）
TEL:03-5226-0887 MAIL:koho@markis-mm.com
横浜ロイヤルパークホテル 横浜マーケティング部 担当:三留
TEL:045-224-5050 MAIL:a-mitome@rphs.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
MARK IS みなとみらい （10:00～20:00）
TEL:045-224-0650
横浜ロイヤルパークホテル レストラン予約:045-221-1155（10:00～19:00）
デリカ＆ラウンジ「コフレ」
:TEL 045-221-1111（代表経由 11:00～20:00）

上

