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魔法ワールドに包まれた、特別なクリスマスの旅に出かけよう︕

“MINATOMIRAI CHRISTMAS 2022
「ハリー・ポッター」魔法ワールドと出会う旅”開催
開催期間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 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
横浜ランドマークタワー・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 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）の期間中、Warner Bros. Themed Entertainment とのパートナーシ
ップのもと、クリスマス限定イベント“MINATOMIRAI CHRISTMAS 2022「ハリー・ポッター」魔法ワールドと出会う旅”
を開催します。
世界中で愛され、現在も⼈々を魅了し続け、いまだに熱狂的なファンも多い「ハリー・ポッター」シリーズ。2022 年は、
みなとみらい地区にて「ハリー・ポッター」魔法ワールドのクリスマスイベントを展開します。今回のテーマは、“「 ハ リ ー
・
ポッター」魔法ワールドと出会う旅”。
「横浜ランドマークタワー」と「MARK IS みなとみらい」が、
「ハリー・ポッター」
の世界観を感じられるクリスマス装飾を施し、みなとみらいを訪れた⼈に魔法ワールドに包まれた、特別なクリスマスの旅
をお届けします。
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
“「ハリー・ポッター」ホグワーツ 魔法の樹”

MARK IS みなとみらい １階 グランドガレリア
“「ハリー・ポッター」クィディッチの樹”

※上記画像はイメージとなります。

ランドマークプラザ 1 階の「サカタのタネ ガーデンスクエア」に登場するのは、メインツリー“「ハリー・ポッター」ホ
グワーツ 魔法の樹”。⾼さ８メートルのツリーの周りには雪やキャンドルが浮遊し、華やかで幻想的なクリスマスを演出し
ます。さらに、69 階展望フロア「スカイガーデン」では、“SKY JOURNEY”をテーマに「ハリー・ポッター」魔法ワールド
が体感できる眺望を活⽤したフォトスポットなどをご⽤意し、まるで魔法使いになったかのような気分で、地上 273ｍから
の横浜の街の景観をお楽しみいただけます。
「MARK IS みなとみらい」では、1 階「グランドガレリア」に、魔法界の⼈気スポーツ「クィディッチ」をイメージした
メインツリー“「ハリー・ポッター」クィディッチの樹”を展⽰。⾵と⾳に演出されたツリーの周りに魔法使いの軌跡が描か
れます。また、5 階「みんなの庭」には魔法動物たちが宿るシンボルツリー“「ファンタスティック・ビースト」 魔法動物
の樹”を展⽰。フラッシュ撮影で魔法動物が浮かび上がります。
期間中には、
「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」の各施設を巡るデジタルスタンプラリーや、対象施設
の⼀部店舗での限定アイテムの販売を実施。また、POPUP STORE「ハリー・ポッター マホウドコロ」では関連グッズを
販売します。

“MINATOMIRAI CHRISTMAS 2022「ハリー・ポッター」魔法ワールドと出会う旅”開催概要
実 施 期 間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
実 施 場 所︓横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい
主
催︓三菱地所株式会社（運営︓三菱地所プロパティマネジメント株式会社）
協
⼒︓Warner Bros. Themed Entertainment、
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
※本イベントは、新型コロナウイルス感染拡⼤状況に応じて、イベント内容に変更が⽣じる場合がございます。

「横浜ランドマークタワー」および「MARK IS みなとみらい」各施設ツリー詳細

【横浜ランドマークタワー】
■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」メインツリー︓
「ハリー・ポッター」ホグワーツ 魔法の樹
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」に出現するクリスマスツリーは“「ハリー・ポッター」ホグワーツ
魔法の樹”。夜のショータイムには、空中の雪や キャンドルが輝き、煌めく光が流れ⾶び交う、幻想的で華やかな空間を演出しま
す。凍てつく雪の中、現れた魔法使いが雪に魔法をかけると、クリスマスツリーにキャンドルが灯り、世界に活気が蘇り、再び旅
⽴ってゆくストーリーを展開します。
■ランドマークプラザ・クイーンズタワーA 館内各所
館内各所にはミニツリーを設置し
ます。フェザーや魔法のほうきを
イメージしたオーナメントを飾
り、メインツリーとともにクリス
マスを盛り上げます。

※画像はイメージとなります。

※画像はイメージとなります。

【MARK IS みなとみらい】
■MARK IS みなとみらい 1 階「グランドガレリア」メインツリー︓
「ハリー・ポッター」クィディッチの樹
MARK IS みなとみらい 1 階「グランドガレリア」では、魔法界の⼈気スポーツ「クィディッチ」をテーマにしたクリスマスツリ
ー“「ハリー・ポッター」クィディッチの樹”が出現。⾵・⾳・光がツリーを旋回するエキサイティングなクリスマスを体験できま
す。ファンファーレの響きで始まるクィディッチのビッグ・ゲーム、⾵を切り、⾶び、回る、躍動感あふれるスリリングな攻防、
そのフィニッシュで現れる魔法のクリスマスツリーをぜひご覧ください。
■MARK IS みなとみらい 5 階「みんなの庭」
クリスマスデコレーション︓
「ファンタスティック・ビースト」
魔法動物の樹
5 階「みんなの庭」⼊⼝では、“「フ
ァンタスティック・ビースト」魔法
動物の樹”に遭遇。ニュートの スー
ツケースから逃げ出してクリスマ
スツリーに隠れてしまった魔法動
物が、フラッシュ撮影の光で浮か
び上がります。
※画像はイメージとなります。
※画像はイメージとなります。

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」での展開
69階展望フロア「スカイガーデン」では、“SKY JOURNEY”をテーマに、地上273mからの眺望を背景に、魔法使い気分
で映えるフォト撮影がお楽しみいただけます。魔法ワールドの魅⼒が詰まった、組分けのシーンやほうきに乗り空を⾶ぶシ
ーンなどのフォトスポットが出現します。
■「ハリー・ポッター」スカイガーデン／魔法使いたちが横浜上空に⼤集合︕
横浜上空に魔法ワールドを味わえるフォトスポットが⼤集合︕更にみなとみらいの空を駆けるような窓⾯グラフィック、
「ハ
リー・ポッター」のLEGOや関連書籍の展⽰など、展望フロア全体で「ハリー・ポッター」の世界観が楽しめます。

※上記画像はイメージとなります。

さらに、
「横浜・空の図書室」で「ハリー・ポッター」の様々な本の展⽰や、
「タワーショップ」で「ハリー・ポッター」の
関連グッズの販売、特別グッズ付き⼊場券の販売を予定しています。クリスマスシーズンに魔法ワールドの世界観で表現さ
れた「スカイガーデン」を特別な⼈と⼀緒にお楽しみください。
スマホを活⽤した「ハリー・ポッター」魔法ワールドのスタンプラリーを開催
「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観に染まったみなとみらいエリアを「ハリー・ポッター」と「ファンタスティ
ック・ビースト」のアイコンを探しながら歩き、合計 6 ヶ所のポイントを巡るスタンプラリーをお楽しみいただけます。
各ポイントでは、アイコンにまつわる「ハリー・ポッター」魔法ワールド作品の情報をおさらいできるだけでなく、⼆次元バ
ーコードから特設サイトにアクセスすると「ハリー・ポッター」魔法ワールドをモチーフとしたデザインの壁紙をダウンロ
ードすることが可能です。またスタンプを集めて応募するとオリジナルグッズが当たります。
実施期間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
実施場所︓ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい 合計 6 ヶ所

「ハリー・ポッター」魔法ワールド POPUP STORE 「ハリー・ポッター マホウドコロ」が登場
「ハリー・ポッター」魔法ワールドのグッズが購⼊できる POPUP STORE 「ハリー・ポッター マホウドコロ」が登場
します。クリスマスギフトや⾃分へのご褒美にもぴったりなグッズの数々をお楽しみいただけます。
■ランドマークプラザ 1 階 フェスティバルスクエア
実施期間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
■MARK IS みなとみらい 5 階 イベントスペース
実施期間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
「ハリー・ポッター」魔法ワールド オリジナルコラボグッズを発売
期間中、「横浜ランドマークタワー」および「MARK IS みなとみらい」の各店舗では、限定アイテムを含む魔法ワールドとコ
ラボレーションしたグッズを販売します。
実施期間︓2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
（予定）
実施場所︓横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい 各施設対象店舗
※在庫が無くなり次第終了いたします。 ※価格や仕様は変更となる場合がございます

「ハリー・ポッター」魔法ワールドとは

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の 9 と 3/4 番ホームに連れて来られてから年⽉は流れ、ハリー
が体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、⼈々の⼼に他に類をみない“痕跡”を残しまし
た。8 作もの⼤ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、⼈々の⽣活に魔法の物語を届け、
「ハリー・ポ
ッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの⼀つとなりました。
さらに、壮⼤な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ 3 作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポ
ッターと呪いの⼦』
、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ＆モバイルゲーム、⾰新的なコンシューマープロダ
クツ、４つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを
⾒せています。
また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフ
ラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」
、
「スタジオツアーロンドン -メイキング・オブ・ハリー・ポ
ッター」
、
「スタジオツアー東京 -メイキング・オブ・ハリー・ポッター」
、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」
も含まれます。
「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で⼼躍る魔法の世界へ『ハリー・ポッター』シリ
ーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の⼈々を、⾃らが魔法を発⾒する冒険へご招待し
ます。
Warner Bros. Themed Entertainment について
ワーナー・ブラザース グローバルブランド＆エクスペリエンスに属する Warner Bros. Themed Entertainment
(WBTE)は、ワーナーが保有するアイコニックなキャラクター、ストーリー、ブランドのロケーションベース・エンタ
ーテイメント、ライブイベント、展覧会やテーマパークなどの創造、制作、ライセンスを⾏っています。世界各国で展
開するエクスペリエンスには、DC、ルーニー・テューンズ、スク―ビー、ゲーム・オブ・スローンズ、フレンズ等の
作品にインスパイアされたものや、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、Warner Bros. World Abu
Dhabi、WB Movie World Australia 等が含まれます。WBTE は、ワーナーのブランドやフランチャイズの世界に没頭
できる体験を、最⾼クラスのパートナーと共に世界のファンへ提供します。
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
Publishing Rights © JKR. (s22)

各施設における感染予防対策
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/

＜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/

