
ランドマークプラザ
［営業時間］ ショッピング/11：00～20：00

 
 カフェ＆レストラン/11：00～22：00 
 みらい横丁/11：00～23：00
 ※一部店舗により異なります。

TEL：045-222-5015（11:00～20:00）
URL：http://www.yokohama-landmark.jp

MARK IS みなとみらい
［営業時間］ ショッピング＆フードコート/月～木/10：00～20：00
 金～日・祝・祝前日/10：00～21：00

　
 カフェ＆レストラン/11：00～23：00
 ※一部店舗により異なります。

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

美術館会場配布用クーポンA3 おもて

横浜美術館
入場券提示 おトク！

ランドマークプラザ ＆

MARK IS みなとみらいが

2016年6月25日（土）～9月11日（日）有効期限
［ 本 展 会 期 中 ］

期間中、横浜美術館で開催されている上記展示の入場券を
ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいにご持参ください。
対象店舗へご提示いただくと、おトクなサービスを提供いたします。

ランドマークプラザ

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいをもっと楽しもう！

ドックヤード・プロジェクションマッピング 
「YOKOHAMA ODYSSEY」

場　　所 横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデン 入場料 無料（観覧には整理券が必要です） 

整理券発券時間 10:00～なくなり次第終了（各上映開始の40分前まで、各回500名、当日分のみ） 整理券発券場所 横浜ランドマークタワー3F スカイガーデン入口

※画像はイメージです

第17回文化庁メディア芸術祭
エンターテイメント部門審査委
員会推薦作品「YOKOHAMA 
ODYSSEY」。黒船来航から文
明開化、高度経済成長時代を
経て現代まで。横浜の歴史を、
そして未来を空飛ぶ船に乗っ
て駆け巡ります。スピーディー
なストーリー展開で描いたタイ
ムトリップ・アドベンチャー。

ポケモンたちの世
界にあるジャングル
の奥深くに存在す
る宝をめぐり、宝の
守り主であるダンス
が大好きなピカチュ
ウがたくさん登場！

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME 
FREAK inc.｠ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・
ゲームフリークの登録商標です。

左 《眠たい子どもを沐浴させる母親》1880年 油彩、
カンヴァス 100.3×65.7cm、ロサンゼルス郡立美術館蔵
Digital Image © 2015 Museum Associates / LACMA. 
Licensed by Art Resource, NY

右 《母の愛撫》1896年頃 油彩、
カンヴァス 38.1×54.0cm フィラデルフィア美術館蔵
Courtesy of the Philadelphia Museum of Art, 
Bequest of Aaron E. Carpenter, 1970
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Shop
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2016年6月25日（土）～9月11日（日）

メアリー・カサット展横浜美術館
入場券提示 MARK IS みなとみらいがおトク！

4F しゃぶキチ［しゃぶしゃぶキッチン］

ランチタイムご利用で
ドリンクバーサービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F 鎌倉パスタ［生パスタ専門店］

パスタご注文で
ソフトドリンクを１杯サービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F CHAO［チャイニーズダイニング］

お食事ご利用で
ソフトドリンクを１杯サービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F 鎌倉かつ亭 あら珠［とんかつ］

お食事ご利用で
ソフトドリンクを１杯サービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F まぐろ問屋 めぐみ水産［廻転寿司］
ご飲食代10％OFF（上限税込2,000円まで）
※入場券1枚につき1名様まで

4F 浅草 キッチン大宮［洋食］
ご飲食代10%OFF
※入場券1枚につき1名様まで

4F いしがまやハンバーグ［ハンバーグ専門店］

お食事ご利用で碁石茶アイス or
柚子シャーベットを１つサービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F 横濱こてがえし［お好み焼き］
ご飲食代10％OFF
※入場券1枚につき1グループまで

4F 元天ねぎ蛸［たこ焼き］

たこ焼きご注文で
ドリンクを１杯サービス
※入場券1枚につき1名様まで

4F らんまん食堂［からあげプレート］

630円（税込680円）以上ご利用で
ご飲食代50円OFF（現金でのお支払いのみ） 
※入場券1枚につき1名様まで

4F どうとんぼり神座［ラーメン］

麺類1点につき
100円のトッピング無料
※入場券1枚につき1グループまで

4F 博多だるま JAPAN［ラーメン］

4F 果汁工房 果琳［生フルーツジュース］
ジュース50円OFF（セール品、ソフトクリーム除く）
※入場券1枚につき1名様まで

4F サーティワンアイスクリーム［アイスクリーム］
レギュラーサイズ30円OFF
※入場券1枚につき1グループまで

3F カフェ コクテル堂［カフェ］

店内でのご利用で
お会計5%OFF
※入場券1枚につき1グループまで

1F AMALFI CAFFÉ［カフェ&ダイニング］
お会計5%OFF（現金でのお支払いのみ）
※入場券1枚につき1グループまで

1F j.s. pancake cafe［カフェ］

パンケーキとドリンクご注文で
100円ＯＦＦ
※入場券1枚につき1グループまで

B1F インドカレームンバイ［インドカレー］

お食事ご利用で
マンゴーラッシーを１杯サービス
※入場券1枚につき1グループまで

お会計5％ＯＦＦ
※入場券1枚につき1名様までB1F シフォンケーキ ムムス［シフォンケーキ］

お会計10％ＯＦＦ
※入場券1枚につき1名様までB1F 軽井沢きなり［ナッツ・ドライフルーツ］

お会計5％ＯＦＦ
※入場券1枚につき1グループまで

B1F ギョウザキッチン［餃子］

B4F PRONTO IL BAR［カフェ&バー］

カフェタイム、バータイム：
ドリンク全品50円OFF
※入場券1枚につき2名様まで

B4F 上島珈琲店［カフェ］
お会計5%OFF
※入場券1枚につき1グループまで

3F パーツクラブ［ビーズ・アクセサリー］

お買い上げで
「Ｄｅｃｏグッズ作り」本を１冊プレゼント
※入場券1枚につき１名様まで

3F マーノクレアール［手芸用品］

当店会員証提示または新規入会で
お会計10%OFF（一部商品除く）
※入場券1枚につき１名様まで

3F ホットマン［タオル］

お買い上げ1,500円（税込1,620円）以上で1点
3,000円（税込3,240円）以上で2点
ネーム刺繍をサービス（一部商品除く） 
※入場券1枚につき1名様まで

3F
マーレマーレ
デイリーマーケット
［シューズ］

お会計5%OFF（セール品、シューケア商品除く）
※入場券1枚につき2名様まで

3F 212 KITCHEN STORE［キッチン雑貨］
お会計5%OFF（セール品、一部商品除く）
※入場券1枚につき2名様まで

3F move［腕時計・時計修理］
お会計10%OFF（セール品、一部商品除く）
※入場券1枚につき1グループまで

2F Mahler［バッグ・シューズ］
お会計10％ＯＦＦ（セール品除く）
※入場券1枚につき1グループまで

2F LAGLAIA［レディス］

メンバーズカード入会で
お会計5%OFF
※入場券1枚につき１グループまで

2F 3COINS［生活雑貨］

お買い上げで
ノベルティをプレゼント
※入場券1枚につき1名様まで

2F アルモニー パー コンジェ ペイエ
［レディス・シューズ］

5,000円（税込5,400円）以上お買い上げで
お会計10％ＯＦＦ
※入場券1枚につき1名様まで

2F go slow caravan［メンズ・レディス］
お会計5%OFF（一部商品除く）
※入場券1枚につき１グループまで

1F ACTUS［インテリア・雑貨］
お会計5%OFF（セール品、グリーン等一部商品除く）
※入場券1枚につき1グループまで

1F SPORTIFF［レディス］

10,000円（税込10,800円）以上お買い上げで
お会計5％OFF（セール品、一部商品除く）
※入場券1枚につき1グループまで

B1F 金山新吉［キッチン雑貨］

2,000円（税込2,160円）以上お買い上げで
お会計10%OFF（セール品除く）
※入場券1枚につき1名様まで

B4F 濱文様［手ぬぐい・和雑貨］
お会計5%OFF（セール品、一部商品除く）
※入場券1枚につき1名様まで

B4F アイシティ［コンタクトレンズ］

コンタクトレンズ、ケア用品
店頭税抜価格より全品10％OFF
※入場券1枚につき1グループまで

Service

2F UNIX Beauty Innovation［美容室］
045-319-6880

当店オリジナルスパ＋カットを
特別価格でご提供
※入場券1枚につき2名様まで

※入場券はご利用時にご提示ください。精算後のご返金はできません。 ※各施設、店舗割引は各1回限り有効です。 ※サービス内容は変更になる場合がございます。詳しくは各店舗スタッフにお尋ねください。 
※除外日があることがございますのでご了承ください。 ※他の引換券、サービスとの併用はできません。 ※2016年6月25日（土）現在

※悪天候時は運休となる場合がございます。 ※混雑状況により、発券開始時間を早める場合がございます。あらかじめご了承ください。

※イベントの詳しい内容は、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの各ホームページにて順次情報を掲載してまいります。

710Sun.
まで

ドックヤード・プロジェクションマッピング　　
「ピカチュウと踊る探検家」～ジャングル遺跡の謎～

※画像はイメージです

税込670円以上のラーメンご注文で
替玉 or 100円以下のトッピング or 
ソフトドリンクをサービス
※入場券1枚につき1名様まで

リバイバル上映

MARK IS みなとみらい

遊ぶ、見つける、
超地球体感

BBC Earthの映像とSEGAのエンタ
テインメント技術を融合し、地球上の
様々なシーンを再現。大自然の神秘を
全身に感じることができるまったく
新しいミュージアムです。

場　　所 MARK IS みなとみらい 5F

営業時間 10：00～23：00
（最終入館21：00）

お問合先 045-319-6543

※画像は
イメージです

8 31Wed.

716Sat.

上映時間 ●19：30～／20：10～／20：50～（YOKOHAMA ODYSSEY）●19：30～／20：10～／20：50～／21:30～ （ピカチュウと踊る探検家） 

8/6 Sat. ～8/16 Tue. 10:30～20:30

※8/2（火）は20:50～、21:30～のみの上映となります。

8/5 Fri. ～8/16 Tue. 10:00～21:00
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