2016年2月22日
三菱商事都市開発株式会社は三菱商事グループの一員であり収益不動産開発の専門家集団として、
「型にはまらず新しいカタチを共創する」のビジョンを掲げ社会にとって優良な収益不動産のあり方を追求しています。

「MARINE & WALK YOKOHAMA」3月4日11：00開業
オープニングキャンペーンを開催
- 先着2000名様にオリジナルロリポップをプレゼント ‐
三菱商事都市開発株式会社（以下「当社」、所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：村田 弘一）は、
ストリートスケープ型商業施設『MARINE & WALK YOKOHAMA』（マリン アンド ウォーク ヨコハマ）のオープンを
記念して、 2016年3月4日（金）より全館及び、各店舗でオープニングキャンペーンを開催いたします。

オープニングキャンペーン 概要
＜オープニングセレモニー＞
「MARINE & WALK YOKOHAMA」の3月4日(金)11時オープン
にさきがけて、10時からオープニングセレモニーを行います。
セレモニーではNYを拠点に活躍する女性アーティスト集団
chez conversationsがゲストとして登場。メンバーのmargotが
バイオリンによるパフォーマンスをいたします。
URL: www.chezconversations.com
↑chez conversations

＜オープニングキャンペーン＞
3月4日(金)から期間限定のオープニングキャンペーンを開催いたします。当日11時から、横浜の海をイメージ
したMARINE & WALK YOKOHAMA オリジナルロリポップを先着2000名様にプレゼント致します。
また、「MARINE & WALK YOKOHAMA」の各店舗では、限定ノベルティプレゼント、店舗限定アイテムの先行販
売など、オープンのタイミングでしか手に入らないお得な特典や各種サービスをご用意しております。

■開催期間 ： 2016年3月4日（金） 11時～
■開催概要 ： ・先着2000名様にオリジナルロリポッププレゼント
・キャンペーン期間中に各店舗にて特典・サービスなど
オープニングキャンペーンを実施いたします。
（期間、内容は店舗により異なります。）
↑ MARINE & WALK YOKOHAMA
オリジナルロリポップ

各ショップキャンペーン詳細 ＜限定アイテム販売＆プレゼント＞
MARINE & WALK YOKOHAMA限定アイテムの販売や、オリジナルアイテムのプレゼント等、今だけの特典を
多数ご用意しております。
■ Fred Segal （フレッド シーガル）
Fred Segalは、1961年にロサンゼルスにて創業。”The Best of Southern California
Laid-Back Luxury”をブランドカルチャーとし、リラックス感とCoolを兼ね備えたセレクトショップ。
今回オープンニングキャンペーンとして、「限定トートバック」をご用意。
キャンパス地にロゴがプリントされたトートバックはどんなシーンでも使えるアイテムです。

実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・オープニングキャンペーン限定商品（Tシャツ・トップス・チュニック・バンダナ・キャップ）
・18,000円以上お買上げの方、限定トートバッグをプレゼント
業種： メンズ/レディス/雑貨/カフェ＆レストラン
URL： https://www.fredsegal.co.jp/

KOLOR BEACON T-shirt
販売価格 ： 各18,000円

ROBERTA ROLLER RABBIT
販売価格 ： 25,000円（Tops）
29,000円（Tunic）

ALLEX MILL
販売価格 ： 8,000円（Bandana）
8,000円（Cap）

限定トートバッグ
※画像はイメージです。

■ NEIGHBORHOOD （ネイバーフッド）
1994年、デザイナーである滝沢伸介によって東京原宿にてスタートしたブランド
“NEIGHBORHOOD”。店舗限定商品（Tシャツ2種類・JKT・パーカ） は、オープニング
キャンペーン限定で販売。この機会でしか手に入らない貴重なアイテムです。

実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・NEIGHBORHOOD × MOONEYESオリジナルマグカップをプレゼント
・オープニングキャンペーン限定商品（Tシャツ2種類・JKT・パーカ）
・ 2016春夏アイテム・NEIGHBORHOOD × Gショックを先行販売
業種： メンズ/キッズ/雑貨
URL： http://www.neighborhood.jp/ http://www.luker.jp/

Photo Courtesy by MOONEYES

MOONEYES / C-TEE . SS
販売価格 ： 7,000円

NY-CWP / C-JKT
販売価格 ： 31,000円

NY-CWP / C-ZIP HOODED .LS
販売価格 ： 24,000円

NHGS . DW-5600 / P-WATCH
販売価格 ： 18,000円
※画像はイメージです。

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

各ショップキャンペーン詳細 ＜限定アイテム販売＆プレゼント＞

■ COMMUNITY MILL / SODA BAR （コミュニティ ミル / ソーダ バー）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・5,000円以上お買い上げの方、「パロサント（香木）＆オリジナルマッチセット（非売品）」
・10,000円以上お買い上げの方、「オリジナルトートバッグ」をプレゼント
業種：雑貨/カフェ＆レストラン

URL： http://www.communitymill.jp/

※画像はイメージです。

■ Gente di Mare （ジェンテ ディ マーレ）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～3月13日（日）
・新規会員登録で2000ポイント（2,000円相当）プレゼント
・15,000円以上お買い上げの方、イタリア製オリジナルマグカップをプレゼント
（＊無くなり次第終了）
(フィレンツェの熟練の職人が１点づつ丁寧に絵付けしています)
業種： メンズ/レディス/雑貨

※画像はイメージです。

URL： http://gentedimare.jp

■ A16 (エー シックスティーン）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 2016年3月6日（日）
・MARINE & WALK YOKOHAMA店限定「A16オリジナルトートバッグ 」
各日、ランチ（11：00～） 、ディナー（17：00～）それぞれ先着100名様
（合計600名様）にプレゼント
業種： カフェ＆レストラン

URL： http://www.giraud.co.jp/a16/index.html

※画像はイメージです。

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

各ショップキャンペーン詳細 ＜SHOPS＞
その他、ポイントアップやプレゼント特典も多数ございます。

■ Steven Alan （スティーブン アラン）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・10,000円以上お買い上げの方、
<TEMPO>インテリア雑貨プレゼント（先着200個）
業種： メンズ/レディス/雑貨

URL： http://www.stevenalan.jp

■ TODD SNYDER （トッド・スナイダー）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 4月3日（日）
・ 20,000円以上お買い上げの方、ノベルティプレゼント （＊無くなり次第終了）
・上記期間中、メンバーズカードWポイントフェア開催
業種： メンズ/雑貨

URL： http://www.toddsnyder.jp/

■ MARGARET HOWELL （マーガレット・ハウエル）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 3月13日（日）
・30,000円以上お買い上げの方、ソックス（メンズ）を先着30名様、
ハンカチ（ウィメンズ）を先着50名様にプレゼント （＊無くなり次第終了）
・上記期間中、メンバーズカードWポイントフェア開催
業種： メンズ/レディス/雑貨

URL： http://www.margarethowell.jp

■ MSPC PRODUCT sort （エムエスピーシー プロダクト ソート）
実施期間 ： 2016年3月4日（金） ～ 3月13日（日）
・ご来店先着100名様にオリジナルレザーコースターをプレゼント
・20,000円以上お買い上げの方、先着50名様にオリジナルキーケースプレゼント
・直営店限定商品(かぶせリュック・ラウンドリュック・ウエスト型)先行販売
（＊無くなり次第終了）
・上記期間中、 20,000円以上お買い上げの方にメンバーズカードWポイントフェア開催
業種： メンズ/雑貨

URL： http://www.mspc-product.com/

■ COS （コス）
実施期間 ： 2016年3月4日（金） ＊無くなり次第終了
・フリーフード＆ドリンクをサービス
業種： メンズ/レディス/雑貨

URL： http://www.cosstores.com

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

各ショップキャンペーン詳細 ＜SHOPS＞

■ HELLY HANSEN (ヘリー ハンセン）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・5,000円以上お買い上げの方、 先着100名様にオリジナルTシャツプレゼント
業種： メンズ/レディス/雑貨

ＵＲＬ： http://www.goldwin.co.jp/hellyhansen/

■ LOURMARIN MARKET&GALLERY （ルールマラン マーケットアンドギャラリー）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・MARINE & WALK YOKOHAMA店限定発売
「LOURMARIN Ｔシャツ（スーピマ天竺 8,000円）」
「LOURMARIN カーディガン（ビンテージ天竺 9,000円）」
・20,000円以上のお買上げの方、トートバックプレゼント（200個限定）
・アーティスト集団ノマディックサーカスによる写真展、作家物の作品展示販売を開催。
業種： メンズ/レディス/雑貨

ＵＲＬ： http://www.melrose.co.jp/lourmarin

■ KIT AND ACE (キット アンド エース）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・1５,000円以上お買上げの方、オリジナルフエルトバッグをプレゼント
・ご来店の方にフリードリンクをサービス（3月5日限定）
業種： メンズ/レディス/雑貨

ＵＲＬ： http://www.kitandace.com/

■ TOMS （トムス）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・ご来店時、TOMSバルーン＆フェアトレードチョコレートを先着200名様にプレゼント
業種： メンズ/レディス/キッズ

ＵＲＬ： https://tomsjapan.jp/

■ DENHAM （デンハム）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・ 店舗限定フルカウントとのコラボスカジャン販売
・ 店舗限定ミュラー＆ブロスとのコラボアイウェア販売
業種： メンズ/レディス/キッズ

ＵＲＬ： http://www.denhamthejeanmaker.com/

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

各ショップキャンペーン詳細 ＜CAFE&RESTAURANTS＞
CAFE&RESTAURANTでは、ドリンクのサービスや、プレゼント等、 MARINE & WALK YOKOHAMAで過ごす
ひと時を盛り上げる様々な特典をご用意しております。

■ &Ｓｗｅｌｌ （アンドスウェル）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 3月10日（木）
・各日先着30名様にドリップコーヒーを1杯プレゼント

■ MIGUEL y JUANI （ミゲルフアニ）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 3月6日（日）
・パエリアをご注文頂いた方、各日先着50名様に自社輸入スペインワイン
お一人様1杯サービス
＊アルコールNGの方はソフトドリンクをご提供
ＵＲＬ： http://latin-service.jp/

■ JOE‘S SHANGHAI NEWYORK (ジョーズシャンハイニューヨーク）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～3月6日（日）
・各日先着30名様にスパークリングワイン、またはソフトドリンク1杯サービス
ＵＲＬ： http://r.gnavi.co.jp/cje2z8780000/

■ シロノシー
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 3月6日（日）
・ディナータイム限定（17時～）先着20名様にスパークリングワインを1杯サービス
ＵＲＬ： http://www.bistro-shiro.com/shironosea/

■ KAKA'AKO DINING & CAFE / KAMEHAMEHA BAKERY
（カカアコダイニング アンド カフェ/カメハメハ ベーカリー）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ 3月6日（日）
・ご利用の方、各日先着50名様に、日本初登場の限定商品
「ポイ・ハウピア」（ハウピアクリーム入りパン）を1個プレゼント
・1,000円以上の利用で、ハワイアンウォーター（各日100本）サービス
・2,000円以上の利用でコナビール（各日40本）サービス
ＵＲＬ ：http://www.tatsumi-food.com/kakaako/

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

各ショップキャンペーン詳細 ＜CAFE&RESTAURANTS＞

■築地玉寿司 YOKOHAMA BAY
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～3月6日（日）
・各日先着100名様に本マグロ3カン盛りを特別価格700円（税抜）でご提供
・お食事された方、全員に海苔プレゼント
URL： http://www.tamasushi.co.jp

■ TSUKUMI （ツクミ）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～3月8日（火）
・フリーズドライの「だし茶漬け」 各日先着100名様にプレゼント
URL： http://tsukumi.info/

■ Blue Papaya THAILAND （ブルーパパイア タイランド）
実施期間 ： 2016年3月4日（金）～ ＊無くなり次第終了
・タイ・モン族 グッズプレゼント（先着100個）
URL： http://www.bluepapaya.jp

※ 表示価格は全て税抜き価格となります。

施設概要
施設コンセプト

& walk -散歩-

海沿いの倉庫街に街路をつくるという発想から、海と緑をシームレスに繋ぐことによって生まれたオープン
モール。 中央のストリートに沿って並ぶ個性的なファサードのショップ、四季を彩る横浜の海沿いならでは
のランドスケープ、ゆったりとくつろげるファニチャーを設置し、快適な空間と魅力的な景観を作り出してい
ます。街歩きのショッピング、海を眺めながらの食事、あるいは散歩をしたり…そこにいるだけで上質な時間
を過ごせる空間を提供します。

（1）施設名称 MARINE & WALK YOKOHAMA
（2）所在地

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号

（3）交通

みなとみらい線 馬車道駅6番出口より徒歩9分
ＪＲ・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩15分

（4）建築概要 敷地面積 7,053.05㎡
延床面積 13,446.20㎡
店舗面積 8,346.98㎡
地下1階、地上2階（一部地上5階建）
（5）駐車場

駐車場 89台
駐輪場 63台 バイク置場 3台

（6）営業時間 物販（食物販含む）・サービス
飲食
駐車場入出庫可能時間
（7）開業日
（8）公式サイト

11時00分～20時00分
11時00分～23時00分
6時00分～24時00分

2016年3月4日
http://www.marineandwalk.jp/

3月4日(金)～6日（日) は桜木町駅からMARINE & WALK YOKOHAMA までの
無料シャトルバスを運行します。詳細はＨＰをご確認ください。
【リリースに関するお問合せ先】
MARINE & WALK YOKOHAMA PR事務局（株式会社イニシャル内） 担当：塩田、筑摩、伊藤
TEL： 03-5572-6064 FAX：03-5572-6065 MAIL :marineandwalk@vectorinc.co.jp

