
2021年 9⽉ 1⽇
報道関係各位

三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社は、本⽇2021年9⽉1⽇（⽔）に、みなとみらい
エリアでのお買い物でお得にポイントが貯まる「みなとみらいポイントアプリ」をリリースしました。みなとみ
らいポイント対象店舗（ランドマークプラザ︓約130店舗、MARK IS みなとみらい︓約170店舗）にて「みなと
みらいポイントアプリ」を提⽰すると、お買上げ⾦額100円（税抜）につき1ポイントを貯めることができ、お⽀
払い時には500ポイントごとにご利⽤いただけるほか、みなとみらいポイントカードとのポイント連携も可能で
す。またアプリ限定特典やクーポンキャンペーン情報など最新情報も配信。みなとみらいでのお買い物をよりお
トクにお楽しみいただけます。なお、サービス開始を記念して本⽇9⽉1⽇（⽔）より、「みなとみらいポイントア
プリ」を本登録いただくと、先着3万名様に、みなとみらいポイント対象店舗にて利⽤可能な500円クーポンをプ
レゼントいたします。
＊「みなとみらいポイントアプリ」URL︓https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/

また、9⽉1⽇（⽔）〜9⽉30⽇（⽊）の期間限定で、2つのポイントプレゼントキャンペーンを実施。対象期間
中に館内（ランドマークプラザ、クイーンズタワーA、MARK IS みなとみらい館内及び周辺エリア）に来街いた
だき、「みなとみらいポイントアプリ」でチェックインするだけで1ポイントを、期間中に10回チェックインいた
だくと100ポイントを（※1）、期間中のみなとみらいポイント対象店舗での5回のお買い物で100ポイントをプレゼ
ントいたします（※2）。

9⽉中旬には、「みなとみらいポイントカード ポイントアップ7days」を開催予定です。三菱地所グループCARD
（みなとみらいポイントカード⼀体型）のご利⽤でみなとみらいポイントが10倍に、みなとみらいポイントカー
ドのご利⽤でみなとみらいポイントが5倍になるスペシャルな7⽇間です。
さらに、9 ⽉以降順次新店舗オープンやおトクなキャンペーン、イベントも予定しております。ランドマーク
プラザ・MARK IS みなとみらいでは、引き続き新型コロナウイルス感染予防に努め、利⽤者の⽅が安⼼してみな
とみらいでのお買い物をお楽しみいただけるよう取り組みを進めてまいります。

みなとみらいエリア約300店舗で
おトクに貯めて使えるポイントアプリが登場
〜先着で500円クーポン付与や期間限定でのポイント付与も実施〜

〜ランドマークプラザ/MARK IS みなとみらい 各施設 新店舗＆イベント情報も〜

https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/


■「みなとみらいポイントアプリ」概要
みなとみらいポイント対象店舗にて「みなとみらいポイントアプリ」を提⽰すると、お買上げ⾦額100円（税
抜）につき1ポイントを貯めることができ、お⽀払い時には500ポイントごとにご利⽤いただけるほか、みなとみ
らいポイントカードとのポイント連携も可能です。またアプリ限定特典やクーポンキャンペーン情報など最新情
報も配信。スタンプをためるとポイントがもらえ、マイページでお買い物やポイントの履歴をチェックできるな
ど、よりお買い物が便利になる機能も搭載。「みなとみらいポイントアプリ」でのランドマーク駐⾞場・MARK IS
みなとみらい駐⾞場のサービス提供は2021年冬を予定しております。

URL︓
https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/

＜アプリ登録キャンペーン＞
本⽇9⽉1⽇（⽔）より「みなとみらいポイントアプリ」
を本登録いただくと、先着3万名様に
みなとみらいポイント対象店舗にて利⽤可能な500円
クーポンをプレゼント。

■「みなとみらいポイントアプリ」期間限定キャンペーン
＜チェックインキャンペーン＞
期間︓9⽉1⽇（⽔）〜9⽉30⽇（⽊）
詳細︓対象期間中に館内（ランドマークプラザ、クイーンズタワーA、MARK IS みなとみらい館内及び周辺エリ

ア）に来街いただき、「みなとみらいポイントアプリ」でチェックインするだけで1ポイント、期間中に10
回チェックインいただくと100ポイントプレゼント（※1）。期間中のみなとみらいポイント対象店舗での5回
のお買い物で100ポイントをプレゼント（※2）。

＜みなとみらいポイントカード ポイントアップ7days＞
期間︓9⽉中旬（予定）
詳細︓三菱地所グループCARD（みなとみらいポイントカード⼀体型）のご利⽤でみなとみらいポイントが10倍

に、みなとみらいポイントカードのご利⽤でみなとみらいポイントが5倍になるスペシャルな7⽇間。
＊⼀部対象外の店舗・サービス・商品がございます。
＊「ポイントアップ7days」期間中のご利⽤はみなとみらいポイント5倍、残りの5倍分は開催期間終了後４⽇程でおつけし、
合計でポイント10倍になります。

＊みなとみらいポイント10倍は、三菱地所グループCARD（みなとみらいポイントカード⼀体型）のVISA、JCB（各⼀般券⾯、ゴールドカー
ド）の全4種類が対象です。

＜三菱地所グループCARD（みなとみらいポイントカード⼀体型）⼊会キャンペーン＞
期間︓9⽉1⽇（⽔）〜11⽉30⽇（⽕）
対象︓アプリ経由で三菱地所グループCARD（みなとみらいポイントカード⼀体型）に⼊会申込をしていただき、

発⾏された⽅ ※詳細はみなとみらいポイントアプリでご確認ください。
詳細︓対象の⽅にもれなく6,000ポイント（三菱地所グループポイント4,000ポイント＋みなとみらいポイント

2,000ポイント）をプレゼントします。
■注釈

（※1） チェックインは1⽇1回、位置情報設定、Bluetoothオンが必要になります。
（※2） 買上額の制限はございません。1円から対象となります。

みなとみらいポイントアプリ / 期間限定キャンペーン

https://www.mm-card.jp/campaign/mp/pointapp/


■8⽉30⽇（⽉）オープン︕『Eggs 'n Things 横浜みなとみらい店』
ハワイ州オアフ島で1974年に誕⽣、⽇本に上陸して10年以上経った

今でも⼤⼈気のハワイアンカジュアルレストラン。"All Day Breakfast"
をコンセプトにパンケーキはもちろん、料理は朝⾷アラカルトやハワイを
感じられるロコフードなど、明るい店内でハワイの⾵を感じながら、⼀⽇
を通して美味しく、ボリューム感のあるメニューが楽しめます。

開 店 ⽇︓8⽉30⽇（⽉）
場 所︓クイーンズタワーＡ 2階
営 業 時 間︓9:00〜22:00（LO. 21:00）
公式ホームページ︓https://www.eggsnthingsjapan.com

■9⽉1⽇（⽔）オープン︕『タオルサロン カラカラ』
世界のタオル、ヨーロッパを中⼼に輸⼊しています。デザインは

カラカラオリジナルです。国内で縫製されたエプロン、⼩物、バッグ、
ぬいぐるみ、ベビー⽤品等、約300アイテム以上ご⽤意しております。
何でもお持ちの⽅へのプレゼントにも、お祝、ご出産祝、内祝にも
ご利⽤いただけます。

開 店 ⽇︓9⽉1⽇（⽔）
場 所︓ランドマークプラザ2階
営 業 時 間︓11:00〜20:00
公式ホームページ︓http://www.caracara.jp

■全国のこだわりの⾷材、商品が揃う期間限定のマルシェ︕『「⻘空市場」ランドマークマルシェ』
全国の⽣産者や企業が出展して、期間限定でマルシェを開催いたします。⽣産者の想いがこもった果物・

和菓⼦・乾物・ジャム・紅茶などこだわりの⾷材や商品をお求めいただけます。

開催期間︓9⽉17⽇（⾦）〜9⽉26⽇（⽇）
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
営業時間︓10:30〜18:30

＊記載の営業時間は通常営業の場合となります。
＊新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により、営業状況は予告なく変更となる場合がございます。
詳細はホームページをご確認ください。

ランドマークプラザ・クイーンズタワーA 新店舗＆イベント情報

https://www.eggsnthingsjapan.com/
http://www.caracara.jp/


■9⽉8⽇（⽔）オープン︕湘南で60年の歴史 『濱⽥屋』
茅ヶ崎にて仕出し屋から始まり、60年にわたり、湘南エリアでお弁当を
販売してきました。「ひとつひとつ丁寧に⼿作り」「⼿間を惜しまず『ひと⼿
間』かける」をモットーに、お弁当を作っています。

開 店 ⽇︓9⽉8⽇（⽔）
場 所︓MARK IS みなとみらい B1階
営 業 時 間︓10:00〜20:00
公式ホームページ︓https://hamadaya.net/

■9⽉ 16⽇（⽊）オープン︕イタリアのヘアケアブランド 『ダヴィネス』
「サステナブルビューティー」をコンセプトに、環境負荷を最低限に

抑えたものづくりを⾏いながらも、さまざまなお悩みに対応する充実の
商品展開。環境への配慮、⾒た⽬のお洒落さ、プロ仕様の使⽤感を兼ね
備えたこだわりの商品を、アンティーク家具や⾃然素材をふんだんに
取り⼊れた、温かみのある店内でお楽しみいただけます。

開 店 ⽇︓9⽉16⽇（⽊）
場 所︓MARK IS みなとみらい 1階
営 業 時 間︓10:00〜20:00
公式ホームページ︓http://www.davines.jp/

＊記載の営業時間は通常営業の場合となります。
＊新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により、営業状況は予告なく変更となる場合があります。詳細はホームページをご確認ください。

■MARK IS AUTUMN スペシャルクーポン
期間︓「みなとみらいポイントカード ポイントアップ7days」期間中
対象︓物販店舗（みなとみらいポイント対象外店舗も含む、サービス、飲⾷⾷物販を除く）で1回のお買い物で

3,000円（税込）以上ご購⼊いただいた⽅
詳細︓対象の⽅に「MARK IS AUTUMN スペシャルクーポン」を1枚プレゼント。「MARK IS AUTUMN スペシ

ャルクーポン」は、物販店舗での1回で5,000円（税込）以上のお買い物につき1,000円割引として、飲⾷
店舗ではドリンクサービス券としてご利⽤いただけます。

＊新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により中⽌、もしくは内容が変更となる場合がございます。

■ランドマークプラザ概要
所 在 地︓神奈川県横浜市⻄区みなとみらい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
公式ホームページ︓https://www.yokohama-landmark.jp

■MARK IS みなとみらい概要
所 在 地︓神奈川県横浜市⻄区みなとみらい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
公式ホームページ︓https://www.mec-markis.jp/mm/

MARK IS みなとみらい 新店舗＆イベント情報

施設基本情報 ※最新の営業時間は、各施設の公式ホームページよりご確認ください。

https://hamadaya.net/
http://www.davines.jp/
https://www.yokohama-landmark.jp/
https://www.mec-markis.jp/mm/


■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
■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

■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

以 上

◆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10︓00〜18︓00）

TEL︓03-4321-0900
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

【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

◆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10︓00〜18︓00）

TEL︓03-4321-0900
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

【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

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
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