
 

 

 

＜報道関係各位＞                                       2021年7月12日 

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARK IS みなとみらい (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)と、横浜ランドマークタ

ワー内ランドマークプラザ（同／運営：同）は、2021年7月22日（木・祝）～8月15日（日）の期間中、「ウルトラマン

シリーズ」の怪獣たちが “こどもかいじゅう“ になって登場するTVアニメ『かいじゅうステップ ワンダバダ』との特別コラボイベント 

「かいじゅうステップ ワンダバダ サマーフェスタ in MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ」を開催いたします。 

期間中、人気かいじゅうたちをコレクションできる「かいじゅうステップ AR   

スタンプラリー」を実施いたします。集めたスタンプ数に応じて、オリジナル壁紙を

プレゼントする他、各施設のお買物券やかいじゅうステップグッズが当たるコンプリ

ート抽選会にご参加いただけます。 

また、「SDGs パネル展＆フォトスポット」として、SDGs について楽しく考えるこ

とができる「かいじゅうステップ SDGs 大作戦」のパネル展や、「かいじゅうステップ」

のフォトスポットをご用意いたします。 

さらに、いずれかの施設のレストラン・フードコートおよび対象店舗を、お子様

連れで1会計あたり2,000 円（税込）以上ご利用いただいた先着

18,000名様に、『かいじゅうステップ ワンダバダ』コラボのオリジナルステッカーを 

プレゼントいたします。 

そして、7月16日（金）より、デリバリープラットフォーム「NEW PORT」の 

テイクアウト・デリバリーキャンペーンとして、ご利用金額に応じた割引特典や、 

デリバリー送料無料キャンペーンを実施いたします。 

7月20日（火）からは、ランドマークプラザでお得にご利用いただけるデジタ

ルギフト券「ランドマークプラザ Summer Gift」の販売を開始する他、7月22

日（木・祝）より、MARK IS みなとみらいのB1F食品館「まいにちマルシェ」を

期間中ご利用いただいたお客様へ、次回お得にご利用いただけるスペシャル 

クーポンをプレゼントいたします。 

夏の思い出として、安心してお楽しみいただけるよう、MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザは、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。 

 
 

◆お問い合わせ先◆ 

MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ 

【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 

【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9：30～18：00） 

TEL：03‐4321‐0900  FAX：03‐3265‐5135 

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：045‐222‐5015TEL：045‐222‐5015 

【MARK IS みなとみらい×ランドマークプラザ 夏イベント情報】 
「ウルトラマンシリーズ」の怪獣たちが “こどもかいじゅう“ になって登場する 

TVアニメ『かいじゅうステップ ワンダバダ』との特別コラボイベント 

 「かいじゅうステップ ワンダバダ サマーフェスタ 
in MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ」 

会期：2021年7月22日（木・祝）～8月15日（日） 
 

 

 

※最新情報は各施設の公式HPよりご確認ください。 
【MARK IS みなとみらい】 http://www.mec-markis.jp/mm/ 【ランドマークプラザ】http://www.yokohama-landmark.jp 

 

キービジュアル 
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■『かいじゅうステップ ワンダバダ』とは 

NHK Eテレで放送中のTVアニメ『かいじゅうステップ ワンダバダ』には、「ウルトラマンシリーズ」の怪獣たちが個性ふれ

る“こどもかいじゅう“ になって登場いたします。「ワンダバダー！」を合言葉に、「はじめのいっぽ」を踏み出す姿が描かれて

おり、NHK Eテレ 毎週金曜午後5時20分から放送中です。 

また、いま世界的に注目されている「SDGs（持続可能な開発目標）」について、子どもたちといっしょに考えるプロジ

ェクト「かいじゅうステップ SDGs大作戦」を展開しております。 

 

■ARスタンプラリー 

各施設に設置されたARラリースポットにある二次元コードを読み取ると、人気  

かいじゅうたちをコレクションできるスタンプラリーを実施いたします。スタンプを3つ以上

集めた方には、オリジナルの壁紙をプレゼントいたします。さらに、6つ全てのスタンプを

集めると、各施設のお買物券やかいじゅうステップグッズが当たるコンプリート抽選会に

ご参加いただけます。 

 

【実施期間】 7月22日(木・祝）～8月15日（日） 

【設置場所】 

MARK IS みなとみらい：1F グランドガレリア（ピグちゃん）・B4F えきまえ広場

（カネちゃん）・5F イベントスペース（エレちゃん） 

ランドマークプラザ：3F 公共歩廊（ダダちゃん）・B2F みらい横丁シースルーエレ

ベーター裏（ジョーちゃん）・4F 美農吉横スペース（ミクちゃん） 

【参加方法】 

 ブラウザよりアクセスし、各施設に設置されたARラリースポットにある二次元コードを

読み取ると、人気かいじゅうたちがコレクションできます。 

 

■SDGsパネル展＆フォトスポット 

SDGsについて、楽しく考えることができる「かいじゅうステップ SDGs大作戦」の 

パネル展を実施いたします。また、「かいじゅうステップ」のフォトスポットをご用意いたし

ます。 

 

【実施期間】 7月22日(木・祝）～8月15日（日） 

【展示場所】 MARK IS みなとみらい：1F グランドガレリア  

ランドマークプラザ：3F 公共歩廊 

 

■オリジナルステッカープレゼント 

いずれかの施設のレストラン・フードコートおよび対象店舗にて、お子様連れで、 

1会計あたり2,000 円（税込）以上ご利用いただいたお客様、先着18,000名

様に『かいじゅうステップ ワンダバダ』コラボのオリジナルステッカーを、ランダムで1枚プレ

ゼントいたします。 

 

【開 始 日】 7月22日(木・祝）～※ノベルティが無くなり次第終了 

【対 象】 お子様連れで、1店舗1会計あたり2,000円（税込）以上、ご利用

いただいたお客様（レシート合算不可） 

※ステッカーの種類はお選びいただけません。 

※お子様連れ以外でお越しの方で、ご希望の場合は店舗にてお申し付けください。 

 

 

 

「かいじゅうステップ ワンダバダ サマーフェスタ in MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ」  

イベント概要 

AR スタンプラリー イメージ 

フォトスポット イメージ 

オリジナルステッカー イメージ 

※画像はすべてイメージです。 



 

期間中、デリバリープラットフォーム「NEW PORT」から、テイクアウトおよびデリバリ
ー対象店舗をご利用いただいた方に、ご利用金額に応じた割引特典を実施いたし
ます。さらに、同日よりデリバリーの送料無料キャンペーンも実施いたします。通常では
買い周りすることが出来ない2施設の商品をこの機会に限り、まとめて注文いただけま
す。おうちでのスポーツ観戦などのお供に、ぜひご自宅でMARK IS みなとみらいと  
ランドマークプラザの人気メニューをお楽しみください。 

【実施期間】 7月16日（金）～8月31日（火） 
【実施店舗】 右記サイトよりご確認ください。https://www.new‐port.jp/LMS‐markis  

※7月16日(金)より公開予定 
【配送エリア】 横浜エリア（横浜ランドマークタワーから半径約2.5km）※テイクアウトはエリア制限なし 
 
■ご利用金額に応じた割引特典 

1,000円（税込）以上のご利用で500円の割引、3,000円（税込）以上のご利用で1,000円の割引を実施
いたします。 
※テイクアウト、デリバリーどちらも対象となります。 
※クーポンのご利用回数は、お一人様3回までとさせていただきます。 
※割引キャンペーンの適用は、各施設、先着300オーダーまでとさせていただきます。 
 
■デリバリー送料無料キャンペーン 

期間中、デリバリーメニューを送料無料にてお届けいたします。 
※ランドマークプラザ送料無料期間：常時  
 
 

 
期間中ランドマークプラザ・クイーンズタワーＡの飲食店舗にてご利用いただける、 

デジタルギフト券「ランドマークプラザ Summer Gift」を発売いたします。特設サイト 
にて、3,000円で4,000円分のデジタルギフト券をご購入いただけ、ランドマーク   
プラザ・クイーンズタワーＡでのお食事をお得にお楽しみいただけます。 

【販売期間】 7月20日（火）～9月26日（日）※完売次第終了 

【利用期間】 7月20日（火）～9月30日（木） 

【特設サイト】 https://yokohamagift.com/LMT 

※7月20日（火）より特設サイト公開 

【発行総数】 500セット 

【購入対象者】 どなたでもご購入いただけます。 

【販売方法】 特設サイトより、1セット3,000円でご購入いただけます。 

※購入上限は、1人1セットまでとさせて頂きます。 

※購入はPayPalまたはVisa、MasterCard、JCB、American Express、Discoverのロゴが付いた 

デビットカードまたはクレジットカードでの決済となります。 

【 使 い 方 】 デジタルギフト券は以下の通りのチケットになっています。 

500円×8枚=4,000円 合計4,000円相当 

※1会計複数枚ご利用いただけます。 

※利用時にお釣りは出ませんのでご注意ください。 

【対象店舗】 特設サイト内の対象店舗一覧よりご確認ください。 

※対象店舗は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

 

 
MARK IS みなとみらいのB1F食品館「まいにちマルシェ」にて、期間中ご利用

いただいたお客様へ、次回お得にご利用いただけるスペシャルクーポンをプレゼント
いたします。 

 
【配布期間】 7月22日（木・祝）～8月1日（日）※無くなり次第終了 
【利用期間】 7月22日（木・祝）～8月15日（日） 
【利用条件】  
スイーツグルメ：1,500 円（税込）以上のお買い上げで、200円クーポンご利用可能 
生鮮食品：3,000 円（税込）以上のお買い上げで、500円クーポンご利用可能 
 
【対象店舗】 MARK IS みなとみらい B1F 食品店舗 ※一部店舗を除く 
スイーツグルメ：R Baker、カルディ、ナチュラルクレープ、口福堂、はなまるダイニングセレクト、手作り点心舗 阿里城、 

東方紅、鶏陣、ビストロ石川亭、インドカレームンバイ、横浜くりこ庵、ありあけ、フランセ、大野屋商店、
蜂の家 銀座、オーガスタミルクファーム 

生鮮食品：京急ストア、澤光青果、タカギフーズ、山助 

7 月 16 日（金）からスタート デリバリープラットフォーム「NEW PORT」のテイクアウト・デリバリーキャンペーン 
 

7 月 20 日（火）より販売開始 デジタルギフト券「ランドマークプラザ Summer Gift」  

MARK IS みなとみらい B1F まいにちマルシェクーポン 7 月 22 日（木・祝）よりプレゼント 

クーポン イメージ 

キャンペーンバナー 

デジタルギフト券バナー 

https://www.new-port.jp/LMS-markis
https://yokohamagift.com/LMT


※対象店舗は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

＜MARK IS みなとみらい概要＞ 

【住   所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい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概要＞ 

【住   所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい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 

 

※最新の営業時間は、各施設の公式 HP よりご確認ください。 

 

 

 

 
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 
 
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 

 

施設基本情報 

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 

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

