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今年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」(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)は開業30周年、MARK IS みなとみらい（同／運営:同）は開
業10周年を迎えます。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年
をお祝いするイベントを多数開催してまいります。 

この度、アニバーサリーイヤーを記念し、「ありがとうをみらいへつなぐ。」をテーマとした周年記念ロゴ、特設アニバー
サリーサイトを公開しました。期間中はアニバーサリーを記念した限定イベント・キャンペーンや「横浜観光応援団」の
リーダーに就任し横浜および横浜ランドマークタワーにもゆかりのあるアーティスト、秦 基博さんによるコラボイベントや、
劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』とのコラボイベント等を実施いたします。 

また、MARK IS みなとみらいは、開業10周年という大きな節目を迎え、さらに皆様に充実した時間をお過ご
しいただける施設へと成⾧していくべく、開業以来最大規模となるリニューアルを実施します。リニューアル第一弾と
して、2月～4月にかけ、新しく５店舗がオープンするほか、6月下旬に、地下1階を全面リニューアルし15店舗が
オープン。今夏を予定しているリニューアル第二弾でも続々とオープン・リニューアルが予定されております。さらに、
2024年春のオープンを目標に、5階・6階にシネマコンプレックスも計画しております。「なんか心地いい」を施設テ
ーマに、幅広いお客様が心地よくお過ごしいただける空間づくりを目指し、装いを新たに、皆様をお待ちしておりま
す。 

今後もアニバーサリーイヤーを彩るイベントを多数開催してまいります。記念すべき年を迎えた横浜ランドマークタ
ワーとMARK IS みなとみらいにぜひご期待ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
今後のイベント情報等は、各施設の公式HPほか、下記特設WEBサイトよりご確認いただけます。 
特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama 

◆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  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 

【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 

横浜ランドマークタワー30周年・MARK IS みなとみらい10周年 
感謝を込めたアニバーサリーイベントを多数開催 

 
MARK IS みなとみらいは開業以来  

最大規模のリニューアルに着手 
地下1階を全面リニューアルし全15店舗OPEN、5階・6階にはシネマコンプレックスも計画 

＜報道関係各位＞ 

周年記念ロゴ 
周年記念ロゴ 

MARK IS みなとみらい 
地下 1 階「食品館 まいにちマルシェ」 全面リニューアル 



 
 
今年、1993年に開業した横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は30
周年、2013年に開業したMARK IS みなとみらいは10周年のアニバーサリーイヤーを迎えます。両施設より、日
頃の皆様への感謝の気持ちを、一年かけて伝えてまいります。 

■周年記念ロゴ デザイン公開 
「ありがとうをみらいへつなぐ。」をテーマとした、みなとみらいエリアの周
年をお祝いする記念ロゴ。三菱地所グループの「三角形」をモチーフと
したハートマークは、今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝
の気持ちを表現しています。華やかさと親しみやすさを兼ね備えたデ
ザインを基調としながら、みなとみらいエリアの洗練された街並みと、ア
ニバーサリーイヤーを迎える三菱地所グループの施設をシルエットで
表しています。 

■特設アニバーサリーサイトをオープン 
周年を記念し、3月9日（木）より横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい合同の特設WEBサイトをオー
プン。今後のイベント情報等は、各施設の公式HPほか、下記サイトよりご確認いただけます。 
特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama 

■秦 基博さんが登場!アルバムリリースを記念したコラボイベントを開催! 
横浜観光応援団リーダーに就任した秦 基博さんがアルバムのリリースを記念して、
ランドマークプラザにて、コラボイベントを実施します。  

【開催期間】 2023年3月25日（土）～4月9日（日） 
【開催場所】 ランドマークプラザ 
【内 容】 「FMヨコハマ」公開生放送、アルバムジャケット写真のアート展示、 

映画「イカロス 片羽の街」写真展 
※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

※詳細は、3月中旬以降横浜ランドマークタワー公式HPにて公開予定です。 

・秦 基博さん「FMヨコハマ」 公開生放送 

コラボイベント初日には、FMヨコハマ「God Bless Saturday」に秦 基博さんを迎え、公開生放送を行います。
横浜の皆様へ、生の声をお届けします。 

【開 催 日】 2023年3月25日（土） 
【時 間】 13:00～15:55 
【会 場】 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」 

・総勢46名の子供たちによってペイントされたニューアルバム「Paint Like a Child」 ジャケットアート展示 

秦 基博さんの7thオリジナル・アルバム『Paint Like a Child』のリリースを記念し、ジャケット写真で使用された
アートの展示を開催。総勢46名の子供たちによって鮮やかにペイントされています。 

【開催期間】 2023年3月25日（土）～4月9日（日） 
【会 場】 ランドマークプラザ １階「フェスティバルスクエア」 
 
・横浜が舞台となった映画「イカロス 片羽の街」の写真展を開催 

秦 基博さんの最新アルバム収録曲「イカロス」からインスピレーションを受けた喪失と再生を描く物語を、３人の
映画監督の完全オリジナル脚本によって映画化した「イカロス 片羽の街」の写真展を開催します。 
映画特設サイト:https://t.unext.jp/r/icarus 

【開催期間】 2023年3月25日(土)~4月9日(日)  
【会 場】 ランドマークプラザ １階「フェスティバルスクエア」 

横浜ランドマークタワー30 周年・MARK IS みなとみらい 10 周年 
アニバーサリー関連情報 

横浜ランドマークタワー 
周年記念ロゴ 

MARK IS みなとみらい 
周年記念ロゴ 

秦 基博さんコラボイベント ビジュアル 



 
・秦 基博（はた もとひろ）さんプロフィール 
宮崎県生まれ、横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。“鋼と硝子で出来た声”と称
される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。2016
年、ランドマークプラザのクリスマスツリー点灯式のゲストとして登場。サプライズライブを実施するなど、横
浜およびランドマークプラザにもゆかりのあるアーティスト。2023年2月に、横浜の魅力をSNSや口コミ
などで発信していただき「横浜好き」の輪を広げることを目的として立ち上げた、「横浜観光応援団」の
リーダーに就任。 

  

■今後のアニバーサリーイヤー イベント情報（予定） 
●2023年4月下旬開催予定: 
劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』コラボイベントを実施! 
劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2023年4月28日（金）公開予定）
のロケ地となった横浜ランドマークタワー。劇中で登場する場所を含め、みなとみらいエリア
各施設で展示やキャンペーンを中心としたコラボイベントを実施します。（詳細は4月中
旬頃公開予定） 
特設サイト:https://tokyomer-movie-tieup-minatomirai21.com 

●2023年6月～７月開催予定:両施設のお誕生日に世界記録に挑戦! 
MARK IS みなとみらい10周年の6月、ランドマークプラザ30周年の７月には、就業者
の方や地域の皆様と一丸となって、世界記録にチャレンジします。 

●2023年夏開催予定:株式会社ポケモンと共催となる特別企画「Pokémon Card Game Special 
Exhibition in 横浜みなとみらい（仮称）」開催!（開催予定期間:2023年6月末～9月末） 
今夏は、横浜ランドマークタワー・MARK IS みなとみらいを初めとする横浜・みなとみらいエリアで、いまだかつて
無いポケモンカードゲームのスペシャル展示やイベントを開催!（詳細は5月中旬以降公開予定） 
©Pokémon. ©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。 

 

■アニバーサリーイヤーを彩る周年限定商品・サービス（一部） 

・ランドマークプラザ 
＜ゴディバ＞ 
ゴディバ オリジナルバッグ／3,851円（税込） 

 

＜ラ・メゾン アンソレイユターブル＞ 
彩りフルーツショートケーキタルト／1ピース 1,400円（税込） 

 
 
 

 

 
 
 
 

数量限定!「ゴディバ オリジナルバッグ」を販売します。ゴディバの人気商品
をオリジナルトートバッグに詰め合わせた特別なセットです。トートバッグは選
べる2色展開。 グレーとワインレッド、お好みでお選びください。 
※内容の一部・金額が変更になる場合がございます。 
【販売期間】2023年4月29日（土）～無くなり次第終了 
【場所】ランドマークプラザ 1階 
【TEL】045-222-5168 
 

いちごなどのフルーツを挟み込み、ふわふわなスポンジとホイップクリームで仕上
げたショートケーキタルトに、彩り鮮やかなフルーツを華やかに飾りました。 
※フルーツは季節によって異なります。 
【販売期間】2023年4月下旬から販売予定 
※商品の内容・販売期間等は変更になる場合がございます。 
【場所】ランドマークプラザ 1階 
【TEL】045-511-8211 
 

©2023 劇場版『TOKYO MER』製作委員会 



・MARK IS みなとみらい 

＜青山ネイル＞ 
フットジェルネイル（ワンカラー、ラメグラデーション限定）＋角質ケア／期間限定特別価格 7,150円（税込） 

 
 
 
 
 
 
 
＜ボーネルンド あそびのせかい＞ 
キドキド 延⾧料金10分無料 
 
 
 
 
 
 
 
 
※情報は随時各施設の公式HP、および特設サイトにて公開してまいります。今後の情報にご期待ください。 

MARK IS みなとみらいでは、「なんか心地いい」をテーマに、ファッション・各種雑貨などバラエティに富んだ店舗を
展開し、幅広いお客様が心地よくお過ごしいただける空間づくりを目指しています。 
この度、開業10周年という大きな節目を迎え、さらに皆様に充実した時間をお過ごしいただける施設へと成⾧
していくべく、大規模リニューアルを実施します。リニューアル第一弾として、2月～4月にかけ、新しく５店舗がオ
ープンするほか、6月下旬には10周年を記念し、地下1階フロアが全面リニューアル。また、今夏を予定してい
るリニューアル第二弾でも続々とオープン・リニューアルを実施予定です。さらに、2024年春のオープンを目標に、
5階・6階にはシネマコンプレックスも計画しております。新たに生まれ変わり、より一層充実した空間をお届けす
るMARK IS みなとみらいへ、是非お立ち寄りください! 
 
 
【地下1階 「食品館 まいにちマルシェ」を全面リニューアル、15店舗がオープン・リニューアル】 
周辺にお住まいの方やお勤めの方のデイリーニーズをサポートする「食品館 まいにちマルシェ」が6月下旬にリニュー
アルオープン。15店舗が地下1階フロアに集結し、食品ニーズだけではなく、ショッピング途中のご飲食・休憩ニーズ
にもお応えします。気取らない食料品マルシェで、「心地いい」時間をお過ごしください。 

 
 
【2024年春オープン目標、5階・6階にシネマコンプレックスを計画】 
みなとみらい駅直結のMARK IS みなとみらい5階・6階に最先端の上映システムを搭載したシネマコンプレックスを
計画いたします。 
 

MARK IS みなとみらい 開業以来最大規模  
リニューアル情報 第一弾  

10周年を記念して、人気のフットジェルネイルと角質ケアをセットにしたプラン
を期間限定特別価格にて、ご提供いたします。 
【期間】2023年6月21日（水）～7月7日（金） 
【場所】MARK IS みなとみらい B4階 
【TEL】045-319-6677 
 

MARK IS みなとみらい店 10 周年特別メニューとして、キドキドを時間
制でご利用のお子様を対象に、延⾧料金が 10 分間無料。 
※時間制子ども最初の 30 分【平日:700 円（税込） 休日:800
円（税込）】 
※大人 1 名につき施設利用料 600 円（税込）を頂戴いたします。
（延⾧料金なし） 
※延⾧料金 10 分ごとに 200 円（税込） 
【期間】2023 年 6 月 21 日（水）～7 月 31 日（月） 
【場所】MARK IS みなとみらい 3 階 
【TEL】045-650-1232 

MARK IS みなとみらい 地下 1 階「食品館 まいにちマルシェ」 全面リニューアル 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURAL CREPE（ナチュラルクレープ） 

国産1等小麦100％の無添加生地が自慢の自然派クレープ専門店。旬の食材を
たっぷりと使用した、こだわりのクレープをぜひお楽しみください。 

オ ー プ ン 日:2月1日（水） 
業 態:クレープ 
場 所:MARK IS みなとみらい 4階 みんなのフードコート 
T E L:045-264-9012  
 
 
 
grirose（グリローズ） 
こころ躍るランドセルと一緒におしゃれを楽しんだら、毎日がもっとわくわくしそう。グリロー
ズは、子どもたちの「好き」や「憧れ」の気持ちを応援します。 

期 間:2月16日（木）～6月25日（日） 
業 態:ランドセル・服飾雑貨 
場 所:MARK IS みなとみらい 3階 
T E L:050-1742-0274  
 
tandey mooi（タンデイモーイ） 
横浜初出店。シンプルで上質な日常をコンセプトに、落ち着いた大人の女性に向け
て、ゆったりとした時間に溶け込むライフスタイルを提案します。 

オ ー プ ン 日:3月10日（金） 
業 態:レディースファッション・服飾雑貨 
場 所:MARK IS みなとみらい 1階 
T E L:045-225-8302  
 
BRIEFING（ブリーフィング)） 
バッグアイテムのみならず、スタイリッシュなデザインが人気のゴルフライン「BRIEFING 
GOLF」もラインナップし皆様のライフスタイルをサポートするプロダクトをお届けします。 
 

オ ー プ ン 日:4月7日（金） 
業 態:バッグ・ゴルフ 
場 所:MARK IS みなとみらい 1階 
T E L:045-228-9797 

 NEW OPEN＆リニューアル 店舗情報 

・携帯・本・カフェが 

シネマコンプレックス 

 
NEW OPEN 

 
RENEWAL 

 
期間限定 SHOP 

 
RENEWAL 



 
TravisMathew MINATOMIRAI 
（トラヴィスマシュー みなとみらい） 
横浜及びショッピングセンター初出店。サーフィンの聖地 アメリカ・カリフォルニア州
ハンティントンビーチで誕生。サーフカルチャーから生まれた、トラヴィスマシューなら
ではの世界観は、ゴルフウェアとしての垣根を超えた上質で洗練されたアイテムの
数々を提案します。 

オ ー プ ン 日:4月7日（金） 
業 態:メンズファッション 
場 所:MARK IS みなとみらい 1階 
T E L:045-211-4185 
 

 

 

 

 

 

店舗名 画像 概要 

Foodway 

（フードウェイ） 

 

フードウェイは生鮮品を強化して品揃えをした「生鮮強化型スーパーマ
ーケット」です。お客様のライフスタイルに合わせた「食の提案」をチーズ
の量り売りや全国から集めたこだわり商品のコーナー「一想庵」など選ぶ
楽しさを感じる商品を取り寄せてお客様の食卓を笑顔にするお手伝い
をいたします。 

お肉処 牛蔵 

（オニクドコロ 

ウシクラ） 

 

 

神奈川・東京・福岡・沖縄など全国で49店舗展開するお肉の専門店
「お肉処 牛蔵（うしくら）」。スタッフが選別した自信のお肉を店舗で
手切りで加工し、販売します。九州産の黒毛和牛など全国のおいしい
お肉を専門スタッフが厳選しお客様の食卓を笑顔にするお手伝いをい
たします。 

山助 

（ヤマスケ） 

 

神奈川を中心に48店舗展開する鮮魚専門店「山助」市場より直送
された新鮮なお魚を専門知識をもったスタッフが専門店ならではの鮮度
感、品揃えでご提供いたします。スーパーマーケットにはない本物の「魚
屋」を目指します。 

大東青果 

（ダイトウ 

 セイカ） 

 

「自然の恵み」自信を持ってお届けします。 新鮮な野菜・果物をできる
だけ早く、そして、お買いトク感あるプライスにてお届けします。 また、お
客さまとのコミュニケーションを高め、青果専門店ならではの細やかな商
品のご提案をいたします。 

ソウル市場 

（ソウルイチバ） 

 

新大久保にある韓国食材専門店「ソウル市場」のミニショップがOPEN      
店内で特におすすめのコーナーは、インスタントラーメン売り場。韓国メ
ーカーの辛いラーメンやチーズのラーメンなど、人気商品は必見です! 
他にも韓国料理の冷凍食品やお菓子、調味料も揃っていて、自宅で
も韓国グルメが堪能できます。韓国のお酒やお茶などのドリンクもおすす
めです。 

MARK IS みなとみらい 地下1階 2023年6月下旬 全面リニューアル 
 

 
NEW OPEN 



丼処 山助 

（ドンドコロ  

ヤマスケ） 

 

横浜・みなとみらい地区初出店!鮮魚専門店山助が手掛ける「丼処 
山助」。鮮魚専門店こだわりの鮮度抜群の海鮮丼や釜揚げしらす丼を
ご用意。その他約20種類以上の商品をテイクアウトコーナーで、毎日
ご用意いたしております。専門店ならではのどんぶり、を是非ご堪能くだ
さいませ。 

やきとり 鶏陣 

（ヤキトリ  

トリジン） 

 

当店のやきとりは、全品が安心・安全の国産鶏を使用。季節に応じた
やきとりを揃え、その数は常時10種類以上。 
また、さすが鶏専門店と唸っていただける鶏惣菜も是非、ご賞味くださ
い。 

はなまる 

ダイニングセレクト 

 

コンセプトは“Home Meal Replacement”。家庭料理の代行ショッ
プとして、選べるHappy&出来立てのワクワクをディッシュアップしました。
フレッシュ野菜満載の旬のメニューをセレクトしたジャポンデリカです。 

中華旬彩料理 

東方紅 

（チュウカシュン

サイリョウリ トウホ

ウコウ） 

 

中華旬彩料理東方紅の惣菜は、本場のシェフが店内厨房で鍋を振っ
て出来たての料理を提供しております。 
定番メニューから当店オリジナルメニューまで、たくさんの料理を取り揃え
てお客様のご来店をお待ちしております。 

ちがさき  

濱田屋 

（チガサキ  

ハマダヤ） 
 

ちがさき濱田屋は、創業58年を迎える湘南・茅ヶ崎のお届け料理専
門店です。 折詰弁当・お届け料理等は、職人の手によりひとつひとつ
丁寧に手作りでお届けします。 

BISTRO石川亭

DELI 

（ビストロイシカワ

テイデリ） 

 

『美味しいものをおなかいっぱいに』をコンセプトにした神田発祥のフレン
チビストロ「ビストロ石川亭」。フレンチの一品料理や定番のキャベツ入り
ハンバーグやチキンソテーをメインとしたテイクアウト専門店 

R Baker 

（アールベイカー）

 
自家製天然酵母のパンを提供するベーカリーカフェ。薔薇からおこした
自家製天然酵母とこだわりの小麦粉と米粉で作った自慢のパンとその
美味しさを引き出すコーヒー、バラエティ豊かなドリンクをご提案するベー
カリーカフェです。 

カルディ  

コーヒーファーム 

 

「コーヒーと輸入食品のワンダーショップ」をコンセプトに、こだわりのオリジ
ナルコーヒー豆30種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各
国の珍しい食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなど多彩な商品を
取り揃えています。世界の食材巡りの旅をお楽しみ下さい。 

ダイソー 

 

Find!Surprise&Fun! 「あっ、見つけた」が楽しい。 カラフルでバラエ
ティ豊富な商品の中から お気に入りのものが見つかった時の楽しさ!
新しい発見や感動を提案できるお店を目指します。 



青山 

フラワーマーケット 

（アオヤマフラワ

ーマーケット） 
 

花･花束･フラワーギフトの青山フラワーマーケットです。「Living With 
Flowers Every Day」をコンセプトに、花や緑に囲まれた心ゆたかなラ
イフスタイルを提案しております。ご自宅を彩る花は勿論、誕生日のお
祝いや母の日等の季節の贈り物も数多くご用意しております。 

※上記内容は変更となる可能性がございます。尚、最新情報は施設の公式HPにて公開してまいります。 
 
 
 
カフェ・ベローチェ 
クイーンズタワーAの店舗がリニューアルオープン! 
リニューアルオープンに合わせて、「できたてパスタ」全５種類が新登場。
また、数量限定でオリジナルトートバック付きのおたのしみ福袋（2,500
円／税込）も販売致します。さらに過ごしやすくなった店内でのお食事
をお楽しみください。 
 
【オープン日】 3月1日（水） 
【業 態】 喫茶 
【場 所】 クイーンズタワーA １階 
【T E L】 045-682-0550 
 
 
 
MACARON 
定番の中にもこだわりを感じる"マカロン"。大人の女性の上品でかつ優雅
な着こなしを演出し、「アクセントは色使いを」常に意識したコーディネート
をご提案いたします。 
 
【オープン日】 3月3日（金） 
【業 態】 婦人服・服飾雑貨 
【場 所】 ランドマークプラザ 2階 
【T E L】 045-212-1008 
 
 
muta MARINE POP-UP 
「ムータ」とは「変化・変容・変動」を意味し、身につけた人の価値観を変
化させるクリエーションを提案しています。マリンアパレルラインである「ムー
タ・マリン」は、機能性とファッション性の両立を目指したクリエーションで、ア
クティブシーンからタウンまでボーダレスなアイテムを提案しています。ポップ
アップではマリンアイテムはもちろんのこと、「ムータ・マリン ゴルフ」アイテム
も展開。ムータの世界観を存分に感じていただくことができます。 
 
【オープン日】 3月17日（金） 
【業 態】 マリンアパレル・グッズ/ゴルフアパレル・グッズ 
【場 所】 ランドマークプラザ 4階 
【T E L】 045-319-4682 
 
 
 
 
 
 
 

ランドマークプラザ 新店情報 

 
RENEWAL 

 
NEW OPEN 

 
期間限定 SHOP 



 
 
＜横浜ランドマークタワー概要＞ 

【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 H P】 http://www.yokohama-landmark.jp 
 
＜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 H P】 http://www.mec-markis.jp/mm/ 

※最新の営業時間は、各施設の公式 HP よりご確認ください。 

 

 
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防止対策 
https://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/skygarden_news/detail.php?id=49493 
 
■MARK IS みなとみらいの感染予防対策 
 https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html 
   

施設基本情報 

各施設における感染予防対策 
 


