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＜報道関係各位＞ 

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

MARK IS みなとみらいと横浜ランドマークタワー内ランドマークプラザ(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12月26日（月）～2023年1月15日（日）の期間中、 「MARK IS  

みなとみらい×ランドマークプラザ W★SALE」と題し、合同で新春セールを開催いたします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
レディス、メンズ、キッズウェアからファッション雑貨、インテリア雑貨、食物販まで、2つの商業施設で合計      

約90店舗（MARK IS みなとみらい：約60店舗、ランドマークプラザ：約30店舗）の人気ショップが、12月26日

（月）からMARK IS みなとみらい、ランドマークプラザともに最大70％のプライスダウンを実施いたします。参加 

ショップの詳細については、各施設のホームページにて12月19日（月）頃にご案内いたします。 

その他、新春の風物詩「獅子舞」や「書初め」など、新年ならではのイベントも多数開催いたします。ぜひこの機会に、

みなとみらいでお買い物をお楽しみください。 

 
◆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：045‐222‐5015 

 MARK IS みなとみらい  ランドマークプラザ  

名称 MARK IS みなとみらい×ランドマークプラザ W★SALE 

会期 2022年12月26日（月）～2023年1月15日（日） 計21日間   ※一部店舗により異なる 

会場 MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ、クイーンズタワーA（ショップ） 

対象店舗 ファッション・雑貨・食物販 約60店舗 ファッション・雑貨・食物販 約30店舗 

値下げ率 
最大70％   

※店舗により異なる（一部の店舗は対象外） 

対象商品 一部を除く全商品 

営業時間 
営業時間の詳細は各施設の公式ＨＰをご覧ください。 

http://www.mec‐markis.jp/mm/ http://www.yokohama‐landmark.jp 

みなとみらい2つの商業施設が、新春セールを同時開催！ 
～2施設 約90店舗が最大70％OFF！！～ 

「MARK IS みなとみらい×ランドマークプラザ W★SALE」 

会期：2022年12月26日（月）～2023年1月15日（日） 

新年の風物詩！獅子舞や書初めパフォーマンス・ワークショップなど、お正月イベントも実施 

mailto:koho@markis-mm.com
mailto:y-landmark@ozma.co.jp
http://www.mec-markis.jp/mm/
http://www.yokohama-landmark.jp/


 

新型コロナウイルス感染予防対策の観点から、福袋の事前予約や来店

日時の指定、整理券の配布などを行うことで、感染予防対策に取り組ん

でまいります。新年の夢がギッシリつまった人気ブランドの『新春 福袋』を

はじめ、安心してお買い物をお楽しみください。 

※詳細は、各施設公式ホームページまたは各店舗情報をご確認ください。 

 

◆実施店舗：MARK IS みなとみらい 約40店舗 

ランドマークプラザ 約25店舗 

※参加店舗数は変動する場合があります。 

◆販売期間：一部店舗では年内から数量限定で予約・販売スタート 

 

 

 

MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザの館内各所を、お正月の   

風物詩「獅子舞」が、新年の無病息災を祈り、初売りを祝いながら練り歩

きます。 

◆実施日程：1月2日（月） 

◆場 所：MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ館内各所 

 

※詳細は決まり次第、各施設の公式HPにてお知らせいたします。 

※実施内容・時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ・クイーンズタワーAの各レストランでは、

忘新年会シーズンにおすすめの宴会コースのほか、納会用のテイクアウトメニューや、

飲み会で体が疲れた時のヘルシーメニューまで、幅広いプランを用意しています。 

ぜひこの機会にご利用ください。 

◆開催期間：11月17日（木）～2023年1月31日（火） 

◆場 所：MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ、クイーンズタワーA 

 各店舗 

 

※詳細は下記URLよりご確認ください。 

https://www.yokohama‐landmark.jp/enkai202211/ 

 

＜メニュー（一例）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ合同開催】  

新年を盛り上げる！ 1 月 2 日（月） 新春獅子舞演舞 

新春 獅子舞（画像は過去の様子） 

【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ合同開催】  

人気ブランドの『新春 福袋』を、年内より続々予約・販売開始！ 

『新春 福袋』 バナー 

【MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ合同開催】  

忘新年会 おすすめプラン 

【MARK IS みなとみらい】 梅蘭 

お手軽おすすめコース（飲み放題 120 分付き） 

4,000 円（税込） 

【クイーンズタワーA】 ハードロックカフェ 

ライトコース＋飲み放題付きメニュー（飲み放題 90 分付き） 

4,500 円（税込） 

忘新年会 おすすめプラン バナー 

https://www.yokohama-landmark.jp/enkai202211/


 
 
MARK IS みなとみらいでは、書道家の粟津紅花(あわづこうか)さんによる、

書初めパフォーマンスを開催。また、作品はMARK IS みなとみらい 1F 

グランドガレリアにて、1月7日（土）まで展示します。さらに、お客様にも 

ご参加いただける書初めワークショップも開催いたします。ぜひ皆さまでご参

加ください。 

 

◆開催日程 

パフォーマンス＆ワークショップ：1月3日（火） 

作品展示：1月3日（火）～1月7日（土） 

◆開催時間 

パフォーマンス：11:00～11:30 

ワークショップ：13:00～ ※先着50名様（定員に達し次第終了） 

◆開催場所：MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 
 

 

 

MEYER（マイヤー）  
調理器具メーカーのMEYERがマークイズに初出店 

世界の調理器具市場をデザインと技術でリードするアメリカマイヤー社。  

フードセレブリティのオリジナルブランドも手がけ、ミシュラン3つ星シェフからも

信頼を得ている。使いやすくて美しい、そして調理するのが楽しみで待ち 

遠しくなる調理器具をお買い求めやすいお値段で提供いたします。 

 

◆期 間：12月8日（木）～2023年6月30日（金） 

◆業 態：調理器具 

◆場 所：MARK IS みなとみらい 3F 

◆T E L：045‐225‐8132 

 

＜オープンSALE情報＞ 

一部商品が60％OFF～ お得にお買い物をお楽しみいただけます。 
 
 

インド料理ムンバイ  
インド大使館御用達。日本で一番インドに近いインドレストラン® 

キッチンから漂うスパイスの香りと窯で焼かれた香ばしいナンの香りが食欲を

そそります。こだわりのカレーの他にもタンドリーチキン、チーズナンにラッシー、

本格チャイもオススメです。テイクアウトメニューも豊富にご用意しております。 

 

◆オ ー プ ン：12月8日（木） 

◆業 態：インド料理 

◆場 所：MARK IS みなとみらい 4F 

◆T E L：045-228-7168 

 

＜オープン限定特典＞ 

12月8日（木）～12月31日（土）の期間、「終日 ナン・ライス おかわり自由」で 

お食事をお楽しみいただけます。 

 

＜MARK IS みなとみらい限定メニュー＞ 

サンバル、レモンライス等の南インド料理を楽しめるプレート「マドラスターリー」をご用意しております。 

販売期間：1月15日（日）頃～ 

【MARK IS みなとみらい】 12 月の新店情報 
 

【MARK IS みなとみらい】 お正月イベント情報 

書道家パフォーマンス＆書初めワークショップ/作品展示 
 

書初めワークショップ イメージ 

（画像は過去の様子） 



 

 

※一部店舗によって時間が異なります。詳しくは各施設HP及び各店舗にお問い合わせください。 

 

 
 

＜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 

【施設公式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 

【施設公式HP】 https://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＞ 

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＞ 

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

日程 

MARK IS みなとみらい ランドマークプラザ 

物販店舗・サービス 

フードコート 
飲食店舗 

物販店舗 

＆サービス 
飲食店舗 

69階展望フロア 

スカイガーデン 

12月31日

（土） 
10：00～18：00 11：00～21：00 11：00～18：00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

延長営業 

10:00～22:00 

※最終入場21:30 

1月1日 

（日・祝） 
休館日 

休館日 

※一部店舗は営業 

10:00～18:00  

元日営業 

1月2日 

（月） 
10：00～21：00 

11：00～ 

最大23：00 
10：00～20：00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

通常営業 

10：00～21：00 

※最終入場20:30 

1月3日 

（火） 
10：00～21：00 

11：00～ 

最大23：00 

通常営業 
11:00～20:00 

通常営業 

11:00～22:00 

みらい横丁 

11:00～23:00 

通常営業 

10：00～21：00 

※最終入場20:30 

施設基本情報 

年末年始の営業時間について 

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

