2019年12月13日

＜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
三菱地所リテールマネジメント株式会社

横浜・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施設の約110店舗が 最大70％ＯＦＦ！！～

『ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい Ｗ★ＳＡＬＥ』
2020年1月2日（木） 10時スタート
1月2日（木）には獅子舞の練り歩きも実施
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)と、MARK IS みなとみらい（同／運営：三菱地所リテールマネジメント株式会社）は、2020年1月2日
（木）～1月13日（月・祝）の12日間、2020年の新春セール「ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい
W★SALE」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
110店舗以上（ランドマークプラザ：約40店舗、MARK IS みなとみらい：約70店舗）の人気ショップが、
1月2日（木）10時から一斉に最大70％のプライスダウンを実施。注目のショップでお得にショッピングを
お楽しみいただけるほか、対象店舗110店舗以上（ランドマークプラザ：約45店舗、MARK IS みなとみらい：
約70店舗）では、数量限定の福袋もご用意しております。
また、新春特別イベントとして、1月2日（木）に獅子舞が各施設を練り歩き、新年の幕開けを賑やかに
盛り上げます。さらにMARK IS みなとみらいでは、1月3日（金）に書道家による書初めのパフォーマンス
イベントを開催いたします。

2020年1月2日（木）～13日（月・祝）
「ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい W★SALE」 実施概要
ランドマークプラザ
名称
会期

MARK IS みなとみらい

ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい W★SALE
2020年1月2日（木）～1月13日（月・祝） 計12日間

※一部店舗により異なる

会場

ランドマークプラザ、クイーンズタワーA（ショップ）

MARK IS みなとみらい

対象店舗

ファッション・雑貨 約40店舗

ファッション・雑貨・食物販 約70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

＜物販店舗＞11：00～20：00
※初日の1月2日（木）は、10：00～20：00
＜飲食店舗＞11：00～22：00
みらい横丁 11：00～23：00
※一部店舗により異なる

＜物販店舗・フードコート＞10：00～20：00
（金～日・祝・祝前日～21：00）
※1月2日（木）10：00～21：00
＜飲食店舗＞11：00～23：00
※一部店舗により異なる

住所

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

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）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

・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

HP

http://www.yokohama-landmark.jp

http://www.mec-markis.jp/mm/
※セール情報の詳細は、１２月２６日（木）からホームページにて公開いたします。

２０２０年１月２日（木） 『新春 獅子舞』 実施概要
ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの館内各所を、正月の
風物詩「獅子舞」が無病息災を祈り、初売りを祝いながら練り歩き
ます。
◆日
程
◆時間・場所

： 2020年1月2日（木）
： 各施設にて4回

新春 獅子舞（画像は過去の様子）

ランドマークプラザ

MARK IS みなとみらい

1回目

11：00～11：30

ランドマークプラザ 1F
サカタのタネ ガーデンスクエア

11：30～12：00

1F各所

2回目

13：00～13：30

ドックヤードガーデン B1F・B2F
みらい横丁

13：30～14：00

B1F、B2F、B4F各所

3回目

14：00～14：30

ランドマークプラザ 1F
サカタのタネ ガーデンスクエア

14：30～15：00

4F、5F各所

4回目

15：00～15：30

ランドマークプラザ
館内各所

15：30～16：00

2F、3F各所

２０２０年１月３日（金） MARK IS みなとみらい『書道家パフォーマンス』実施概要
あ わ づ こ う か

MARK IS みなとみらいでは、書道家の粟津紅花 さんをお招きして、
ダイナミックな書初めパフォーマンスを開催いたします。
◆日
◆場

時
所

： 2020年1月3日（金） 14：00～
： MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア
書道家パフォーマンス（過去の様子）

２０２０年１月２日（木） ランドマークプラザ『グルメ福袋』実施概要
ランドマークプラザでは、人気店舗のファッション、グッズの福袋に
加えて、コメダ珈琲店の「コメ宝くじ付き コメダの福袋」や鼎泰豐の
お 得 な 「 小 籠 包 チ ケ ッ ト 」 、 TWG Tea の 「 2020 LUCKY BAG 」 等 、
美味しい福が詰まった『グルメ福袋』も販売いたします。
◆実 施 店 舗 ： 飲食・食物販１4店舗
（参加店舗変動の可能性あり）
◆販 売 期 間 ： 2020年1月2日（木） 11:00～
※なくなり次第終了
※一部店舗で販売時間が異なる場合あり
◆販 売 場 所 ： グルメ福袋販売実施店舗にて

【年末年始 特別営業時間】
※一部店舗を除きます。 ※ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい共に1月3日（金）以降通常営業となります。
※横浜ランドマークタワー69F展望フロア「スカイガーデン」は1月2日（木）以降通常営業、1月6日（月）以降はリニューアルに伴う改装のため縮小・臨時休業
となります。また、最終入場は閉館30分前までです。

ランドマークプラザ
日程

12月31日
（火）
1月1日
（水・祝）
1月2日
（木）

MARK IS みなとみらい

物販店舗
＆サービス

飲食店舗

69F展望フロア
スカイガーデン

物販店舗・サービス・
フードコート

飲食店舗

11：00～18：00

11：00～20：00
※一部店舗は延長
営業あり

10：00～25：00

10：00～18：00

11：00～21：00
※一部店舗は延長
営業あり

休館日
※一部飲食店舗は営業

6：00～8：00
10：00～18：00

11：00～22：00
みらい横丁
11：00～23：00

10：00～20：00

休館日

10：00～21：00

11：00～23：00

通常営業
1月3日
（金）

通常営業

通常営業

◆お問い合わせ先◆

ランドマークプラザ

MARK IS みなとみらい

【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

【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】
ランドマークプラザ （11：00～20：00）
TEL：045‐222‐5015

【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

