
 

             

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

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）と、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）は、2022 年 8 月 5 日（金）～8 月 21 日（日）

の夏休み期間限定イベント『この夏、動く恐竜がやってくる！みなとみらい 恐竜ワールド』を開催します。 

今イベントでは、まるで生きているかのように動き出す、迫力のある恐竜ロボットの展示や、恐竜に乗ったり、恐竜の足音

を楽しめるアトラクションが体感できます。さらに、本物の恐竜の化石発掘体験や恐竜をモチーフにした工作などの様々な

「ワークショップ」や、恐竜と一緒に写真撮影が可能な「トリックアート」、恐竜研究家「恐竜くん」がプロデュースするオ

リジナルクイズラリーを 2 か所で開催など、家族全員で楽しめるコンテンツを色々ご用意しております。今夏は、横浜ラン

ドマークタワーと MARK IS みなとみらいにご来館いただき、太古の恐竜たちの織り成す躍動感あふれる息づかいを感じて

ください。 
 

 

 

まるで生きているかのような迫力の恐竜たちが大集結！ティラノサウルスからトリ

ケラトプスまで、人気の恐竜たちが「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみら

い」で躍動する恐竜ロボット展示となります。その迫力はまさに本物！近づきすぎる

とその咆哮に驚いてしまうかも！？ 

【展示期間】 2022年8月5日（金）～8月21日（日）  

【展示時間】 各施設の営業時間に準ずる 

【展示場所】  

●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：サーボティラノサウルス 

フェスティバルスクエア：ステゴサウルス 

●MARK IS みなとみらい １階  

グランドガレリア：トリケラトプス、ヴェロキラプトル 

 

 

 

2022年7月26日 

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

報道関係者各位 
 

まるで本物！？動く恐竜が出現 『恐竜ロボット展示』 

2022年夏 みなとみらいエリアが太古の時代にタイムスリップ？！ 

ダイナミックな恐竜が続々出現！！ 

夏休み限定イベント 

『この夏、動く恐竜がやってくる！みなとみらい 恐竜ワールド』を開催 

開催期間：2022 年 8 月 5 日（金）～8 月 21 日（日） 
開催場所：横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい 

※画像はイメージとなります。 



 
 

人気の恐竜に乗れるアトラクションが登場します。さらに「MARK IS みなとみらい」では、踏んで“音”を楽しめる恐竜ア

トラクション「足音どんどん！」も楽しめます。 

【開催期間】 2022年8月5日（金）～8月21日（日）  

※「足音どんどん」は、2022年8月11日（木・祝）から設置となります。 

【開催時間】 11：00～17：00（受付終了） 

【開催場所】 

●ランドマークプラザ １階  

フェスティバルスクエア：パラサウロロフス（乗り物） 

●MARK IS みなとみらい １階 

グランドガレリア：ティラノサウルス（乗り物）、 

足音どんどん！（恐竜の足音アトラクション） 

【参加費】乗り物：200円（税込）/１回、 足音どんどん！：無料  

 

 

■化石発掘体験～本物の化石を使った発掘体験！～ 

 発掘を楽しみながら、本物の化石に触れることができる化石発掘体験です。発掘した化石は

お一人様1つまでお持ち帰りすることができます。 

【開催期間】 2022年8月20日（土）・21日（日）  

【開催時間】 ①11:00～/②11:45～/③13:00～/④13:45～/⑤14:30～  

各回10分～30分程度 

【開催場所】MARK IS みなとみらい 5階 みんなの庭 

【参加費】300円（税込）※みなとみらいポイントアプリ提示で200円（税込）お一人様のみの割引となります。 

 

 

■恐竜キャンドルワークショップ「恐竜のキャンドルをつくろう！！」 

 グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めて、恐竜をモチーフとしたガラス細工を配置すれば、世界に

ひとつだけのオリジナルキャンドルが完成します。すみっコぐらしキャンドルも同時開催！ 

【開催期間】 2022年8月11日（木・祝）～8月14日（日）  

【開催時間】 11:00～17:00（最終受付） 

【開催場所】 ランドマークプラザ １階 フェスティバルスクエア 

【参加費】1,210円（税込）～ 

 

 

 ■LaQ®を使って恐竜をつくろう～LaQ®パーツで恐竜づくり～ 

 作り方シートを見ながらパズルブロックを組み合わせて恐竜をつくります。参加者には作

成モデルを1つプレゼント！（お子様のみ） 

※なくなり次第終了となります。保護者同伴でご参加ください。 

当日LaQ®商品をご購入いただくと、各種特典※1がございます。 

 

 

※各施設の公式 Instagram 登録提示で乗り物は 100 円（税込）となります。 

※現金のみのお取り扱いとなりますので、予めご了承ください。 

乗れる恐竜や足音が体感できる『恐竜アトラクション』が登場！ 

恐竜をモチーフにした工作や化石発掘などが体感できるコンテンツ『恐竜ワークショップ』を開催 

※先着 100 名/1 日。混雑時は整理券を発行する場合がございます。現金のみのお取り扱いとなりますので、予めご了承ください。 

※一部のパーツは追加料金が必要となります。混雑時は整理券を発行する場合がございます。現金のみのお取り扱いと

なりますので、予めご了承ください。 

※画像はイメージとなります。 

※画像はイメージとなります。 

※画像はイメージとなります。 

※画像はイメージとなります。 



 
【開催期間・開催場所】 

① 2022年8月13日（土）・14日（日）/ MARK IS みなとみらい B4階 えきまえ広場 

② 2022年8月20日（土）・21日（日）/ ランドマークプラザ ３階 イベントスペース 

【開催時間】各日 11:00～17：00（16:30受付終了） 

【参加費】無料 

※1 購入特典は、税込1,000円以上お買い上げでパーツキットを１つプレゼント。税込2,000円以上お買い上げで、キラキラパーツすくい

が１回、税込5,000円以上お買い上げで、キラキラパーツすくいが2回。数に限りがございますので、予めご了承ください。 

 

 

■人気恐竜と一緒に写真撮影ができる『恐竜トリックアート』 

 恐竜をモチーフにしたトリックアートを、ランドマークプラザやMARK IS 

みなとみらいの各所に展開します。施設を巡り、SNS映えする恐竜写真を撮っ

て楽しんでください。 

【展示期間】 2022年8月5日（金）～8月21日（日）  

【展示時間】 各施設の営業時間に準ずる 

【展示場所】  

●ランドマークプラザ ３階公共歩廊（トリケラトプス、アロサウルス） 

●MARK IS みなとみらい 5階イベントスペース（パキケファロサウルス）、   

B4階えきまえ広場（ティラノサウルス） 

 

■恐竜くんプロデュースのクイズラリー 

恐竜研究家「恐竜くん」がプロデュースするオリジナルクイズラリーを2か所で開催いたします。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」では恐竜の頭骨や部分骨格を見ながらクイズに答える『クイズ！恐竜探偵！』、MARK 

IS みなとみらいでは、クイズに答えながら恐竜図鑑の完成を目指す『恐竜くんクイズラリー 恐竜図鑑』をそれぞれご用意

しております。 

 

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」で開催！ 

『クイズ！恐竜探偵！』 

スカイガーデン内の69階展望フロアに展示された、恐竜の頭骨や部分骨格などをもとに恐竜に

関するクイズに答えていくクイズラリーです。「ティラノサウルス」や「アロサウルス」といった

様々な恐竜の標本や、恐竜に関するパネルからクイズを出題します。太古の恐竜を感じながら、横浜の景

色を満喫できるイベントとなります。参加者には恐竜くんが描いた恐竜イラストのオリジナル缶バッ

ジをもれなくプレゼント！ 

【開催期間】 2022年8月5日（金）～8月21日（日） 

【受付時間】 スカイガーデンのチケット販売時間に準ずる 

【参加費】  特別入場チケット（通常の入場料に加え、＋200円（税込））を購入して

いただくと、恐竜クイズとオリジナル恐竜缶バッジ（全3種類の中から一つ）をお渡しし、

参加となります。 

 

 

 

 

子どもから大人まで家族で楽しめる様々な恐竜コンテンツをご用意 

※画像はアロサウルスのイメージとなります。 

※特別入場チケットは割引適用不可となります。 

※缶バッジの配布はランダムとなり、ご希望の種類をお選び頂くことはできません。 

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。詳細はスカイガーデン HP をご覧ください。 

 

 

※イメージとなります。 



 
MARK IS みなとみらい で開催！ 

恐竜くんクイズラリー『恐竜図鑑』 

オリジナルの「図鑑シート」と「恐竜シール」を持って館内5か所のラリースポットを巡

るクイズラリーです。ラリースポットで図鑑に恐竜シールを貼り、クイズに答えて恐竜図鑑

を完成させます。 

【開催期間】 2022年8月5日（金）～8月21日（日） 

【受付時間】 11:00~17:00 

【受付場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア  

※1日の参加者上限に達したら終了 

【参加費】 無料 ※1日先着300名 

 

■MARK IS みなとみらい 特別イベント『恐竜くんトークショー』 

恐竜研究家「恐竜くん」がMARK IS みなとみらいに来館！恐竜の基本から最新研究まで、クイズを交えながらわかりや

すく解説します。 

 

【開催場所】 

●MARK IS みなとみらい 5階 イベントスペース 

【開催日時】8月7日（日） 1回目：11:00～11:50 2回目：13:00～13:50 

【参加費】 無料 ※各回とも先着制での入場人数制限がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ティラノサウルスと記念撮影ができる『チェキ撮影体験会！』 

 ランドマークプラザ １階 サカタのタネ ガーデンスクエアに展示しているティラノサウルスと一緒にチェキで記念撮影

体験。みなとみらいポイントアプリ会員及び会場で新規会員登録をいただいた方にはWIDE版チェキをプレゼントします。

写真にあるQRコードを読み取ると、オリジナル恐竜コンテンツの視聴もお楽しみいただけます。 

 

【開催期間】 2022年8月20日（土）・21日（日）  

【開催時間】 12:00～18:00 

【開催場所】 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 

【参加費】 無料  

 

■恐竜パターゴルフ『ディノゴルフ』 

恐竜と一緒にパターゴルフにチャレンジ！ちょっとかわったゴルフでハラハラどき

どき体験をお楽しみください。 

 

【開催期間】 2022年8月11日（木・祝）～21日（日）  

【開催時間】 11:00～17:00（混雑時には早めに受付を終了する場合がございます） 

【開催場所】 MARK IS みなとみらい ５階 イベントスペース 

【参加費】500円（税込）/１回  

【恐竜くんプロフィール】幼いころに恐竜に魅せられ、16才で単身カナダ

に留学。恐竜研究が盛んなアルバータ大学で古生物学を中心にサイエンス

を学ぶ。卒業後、恐竜展の企画・監修、トークショーや体験教室の開催、

イラスト制作、模型の学術アドバイス、執筆、翻訳など幅広く手がける。 

 

※恐竜シールのイメージとなります。 

※みなとみらいポイントアプリ画面提示で400円（税込）、お一人様のみの割引となります。 

※現金のみのお取り扱いとなりますので、予めご了承ください。 

 



 
 

恐竜をテーマにしたグルメやグッズを取り扱う店舗をご紹介します。自分だけのお気に入りを見つけてください。 

 

【恐竜グッズ関連】 

① 『ocean Day』ランドマークプラザ ２階 

「T-Res Surfing Animal／マットプリントSサイズ：4,950円（税込）」 

動物やサーフアートを中心に活躍するスイス出身のアーティストFabian Lavater（ファビ

アン・ラヴァター）の作品。恐竜がサーフボードを抱えている可愛らしいモチーフにやさし

いタッチで描かれた作品はお子様から大人まで楽しめます。 

 

② 『ハードロックカフェ横浜』クイーンズタワーA １階 

「キッズ ダイナソー Tシャツ：3,080円（税込）」 

ヘッドフォンを付けた恐竜が叫んでいるかのような、ハードロックカフェらしいデザインが魅

力のキッズTシャツ。暗闇で光る蓄光加工が楽しいギミックも！どこが光るのかは着てからの   

お楽しみ！  

 

③ 『ボーネルンド あそびのせかい』MARK IS みなとみらい 3階 

「ミニゲーム恐竜ドミノ：1,320円（税込）」 

並べたカードと同じ色・絵柄のカードをつなげていくミニゲーム。夏休みに家族で一緒に遊ん

でみよう！ 

 

④ 『ダッドウェイ』MARK IS みなとみらい 3階 

「アニマルビッグパズル／ティラノサウルス：1,980円（税込）」 

動物型にカットされたパズルは、常識の”枠”にはまらない！新しいカタチのジグソーパズル

で恐竜を作ろう！ 

 

⑤ 『fäfä』MARK IS みなとみらい 3階/「スイッチケース：3,300円（税込）」 

任天堂スイッチがぴったり収まる耐久性バッチリのゲームケース。※任天堂スイッチ専用のケースとな

ります。 

 

⑥ 『トイザらス・ベビーザらス』MARK IS みなとみらい 3階 

トイザらスには恐竜をモチーフにしたおもちゃ、グッズがたくさん！店舗に足を運んで   

自分だけのお気に入りを見つけよう！ 

 

その他、恐竜をモチーフとしたグッズやグルメを楽しめる店舗をご紹介 

※画像はイメージです。 



 
⑦ 『Lamplit』 ランドマークプラザ 4階 

「sebra グリーティングカード：550円（税込）」 

デンマーク生まれのインテリアブランド「sebra」（セバ）のグリーティングカード。温かみの   

ある北欧デザインに恐竜モチーフを取り入れた可愛らしいデザイン。 

 

【恐竜グルメ関連】 

⑧ 『Le mitron（ル・ミトロン）』ランドマークプラザ １階 

「恐竜フレンチトースト：200円（税込）」 

中はしっとりふわふわ、外はカリっとした人気のフレンチトースト。恐竜のシルエットがあしら

われ見た目にも楽しいフレンチト―ストに！どの恐竜のシルエットに出会えるかは運次第！ 

 

⑨ 『果実園 リーベル』ランドマークプラザ 5階 

「果実園のフルーツザウルス：2,750円（税込）」 

恐竜の背中をズコットで表現した可愛らしい一皿。生チョコで飾られた背びれ、卵をモチーフ

にした季節のフルーツや足跡の飾りも！フルーツが映える白い生クリームとチョコスポンジとの

相性はバツグン！※イートインのみ、1日5食限定、販売は14時からとなります。 

 

⑩ 『世界のビール博物館』ドックヤードガーデン（みらい横丁） B2階 

「ベイビーバックリブステーキ ダイナソーマッシュポテト：3,480円（税込）」 

ジューシーな骨付きバックリブステーキを食欲そそる甘辛のソースで。マウンテンマッシュ 

ポテトとご一緒にどうぞ。※イートインのみ 

 

⑪ 『インドカレームンバイ』MARK IS みなとみらい B1階 

「ダイナソーカレーセット：950円（税込）」 

恐竜の巣をイメージした見た目にも楽しいカレーセット。お好きなカレーを選べます！（カレー

1種、ライス、ミニナン、ダイナソークラッカー）※イートインのみ     

 

⑫ 『サーティワンアイスクリーム』MARK IS みなとみらい 4階 

「ハッピーフレンズきょうりゅう：500円（税込）」 

お好きなアイスクリームの上にホイップとかわいらしい恐竜のチョコレートをのせて。 

 

※掲載画像は実際の商品・メニューと異なる場合がございます。 

※掲載商品・メニューが売り切れの場合は何卒ご了承ください。詳しくは各店舗へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

本場の点心師が作る「自家製４色焼小籠包・胡椒餅・点心」の店 

① 『DA PAI DANG LABO 横浜みなとみらい』（台湾・アジア屋台料理） 

焼小籠包で人気のda pai dang105プロデュース。 本場点心師が作る「自家製４色焼小籠包・胡

椒餅・点心」をはじめ、アジア屋台飯が楽しめるお店です。毎日店内の厨房で手作り。常に出来立てを提

供しています。 

【開 店 日】 2022年8月11日（木・祝） 

【場 所】 ランドマークプラザ B２階 

【営業時間】 11:00～15:00、17:00～22：00 

【H P】 https://dpd105.com/ 

 

 

ガラスの中の小宇宙―世界唯一の“スノードームの常設美術館” 

② 『スノードーム美術館』（インテリア/サービス） 

世界で唯一、スノードームの常設展示を行っている美術館。3,000点以上のシーズンごとに入れ替

わるコレクションの展示の他、世界各国からセレクトしたスノードームの販売、手作りスノードームのワークシ

ョップも実施しています。ガラスの中の小さな世界をのぞいてみませんか。 

【開 店 日】 2022年8月下旬 

【場 所】 ランドマークプラザ 4階 

【営業時間】 11：00～20：00 

【H P】 https://snowdome-museum.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW OPEN 

https://dpd105.com/
https://snowdome-museum.org/


 

 

 

本イベントの開催に際し、各施設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予防対策について、詳しくは下記URLをご参照ください。 

■ランドマークプラザの感染予防対策 

 https://www.yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.php?id=29456 

■スカイガーデンの感染予防対策 

 https://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/pdf/202006physicaldistance.pdf 

■MARK IS みなとみらいの感染予防対策 

https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html 

 

 ＜ランドマークプラザのSDGsへの取り組み＞ 

https://www.yokohama-landmark.jp/sdgs/ 

 

 

 

各施設における感染予防対策 

＜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 E-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 E-mail：koho@markis-mm.com 

 

＜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 
 

スカイガーデン事務局 TEL：０４５－２２２－５０３０ 

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

MARK IS みなとみらい TEL：０４５―２２４―０６５０（10:00～20:00） 
https://www.mec-markis.jp/mm/ 
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