２０１８年７月３日
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

＜報道資料＞

～横浜ランドマークタワー 夏のイベント情報～

『LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary』
音楽やダンスなど２５周年を盛り上げる多彩なイベントを開催
２０１８年７月１３日（金）～
横浜ランドマークタワー（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）では、
７ 月 １ ６ 日 （ 月 ・ 祝 ） に 開 業 ２ ５ 周 年 を 迎 え る の を 記 念 し て 、 『 LANDMARK PLAZA ２ ５ th
Anniversary』と題し、夏のアニバーサリーイベントを開催します。
７月１４日（土）から７月２９日（日）までの期間中の週末と祝日に開催するイベント
『LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary supported by Fm yokohama ８４.７』では、横浜
を本拠地とするクレイジーケンバンドの横山剣や、青山テルマをゲストに招いた公開生放送、島谷ひとみ、Ｋ、
lol（エルオーエル）など、豪華アーティストが出演するライブイベントを開催。１６日（月・祝）の開業記念日
には森山直太朗も出演し、２５周年を盛り上げます。ご来場の皆様と一緒に２５周年を祝い楽しめるイベント
です。
また３年に１度開催されるダンスの祭典『Dance Dance Dance @ YOKOHAMA ２０１８』の期間中、
『横浜ダンスパラダイス in ランドマークプラザ』を開催。8 月１８日（土）にはアメリカ最大級のダンスコンテスト
で２年連続優勝を果たし、近年では HERMES のファッションショーや、MBS 主催の「音舞台」にて夜の金閣寺
を舞台にパフォーマンスを行うなど、活動の幅を広げている s**t kingz（シットキングス）が登場します。また同日
にポカリスエットの CM で印象的なポカリガチダンスを横浜市内の中高生が披露します。
今年の夏は、ランドマークプラザがお届けする多彩なイベントで是非お楽しみください。
＜イベント情報一覧＞
イベント名

日程

場所

LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary supported by Fm yokohama８４.７
FUTURESCAPE SPECIAL（公開生放送）

7月14日（土）

God Bless Saturday SPECIAL（公開生放送）

7月14日（土）

SPECIAL LIVE

7月15（日）、16日（月・祝）、21日（土）、
22日（日）、28日（土）、29日(日)

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

横浜ダンスパラダイス in ランドマークプラザ
s**t kingz ステージ

8月18日（土）

ポカリガチダンス@YOKOHAMA

8月18日（土）

プリキュア15周年記念企画 ダンススペシャルステージ

9月16日（日）

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

『LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary』 開催概要
＜LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary supported by Fm yokohama ８４.７＞

ランドマークプラザの開業２５周年を記念して、豪華アーティストを招いた公開生放送とスペシャルライブを行います。
7 月１４日（土）には FM ヨコハマの人気番組『FUTURESCAPE』と『God Bless Saturday』の公開生放送を
２本立てで行い、クレイジーケンバンドの横山剣や青山テルマが登場します。7 月１５日（日）からは『SPECIAL
LIVE』として多彩なラインナップでライブイベントをお届けします。開業日の７月１６日（月・祝）には森山直太朗が
登場し、２５周年を祝います。
＜スペシャル LIVE＞
■場所：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
■日程：

FUTURESCAPE SPECIAL（公開生放送）
7/14(土)

9:00~11:00

NakamuraEmi、たかのてるこ
[担当 DJ]小山薫堂、柳井麻希

God Bless Saturday SPECIAL（公開生放送）
7/14(土)

13:00~15:55

13 時台／青山テルマ
15 時台／横山剣（クレイジーケンバンド）
[担当 DJ]じゅんご、ほのか

SPECIAL LIVE
7/15(日)

7/16(月・祝)

7/21(土)

7/22(日)

7/28(土)

7/29(日)

蘭華 with
松武秀樹

ISEKI

erica

UNIONE

12:00~

TOMOO

14:00~

川嶋あい

lol

Ｋ

wacci

16:00~

SOLIDEMO

森山直太朗

島谷ひとみ

東京パフォー
マンスドール

＜出演アーティスト一例＞

横山剣
青山テルマ
（クレイジーケンバンド）

川嶋あい

K

森山直太朗

UNIONE

島谷ひとみ

東京パフォーマンスドール

wacci

『LANDMARK PLAZA ２５th Anniversary』 開催概要
＜横浜ダンスパラダイス in ランドマークプラザ＞

横浜で開催される日本最大級のダンスフェスティバル『Dance Dance Dance @ YOKOHAMA ２０１８』
の期間中、様々なダンスパフォーマンスイベントをお届けします。
■場所：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
■日程：８月１８日（土）
s**t kingz ステージ １４：００～１４：３０
ポカリガチダンス@YOKOHAMA ①１２：００～１２：１５ ②１５：３０～１５：４５
■日程：9 月 16 日（日）
プリキュア１５周年記念企画 ダンススペシャルステージ
～プリキュアが横浜市内の大学のダンスサークルのメンバーととも共にダンスを披露！～

＜出演アーティスト＞
s**t kingz

プリキュア 15 周年記念企画 ダンススペシャルステージ
(C)ABC－A・東映アニメーション

ポカリガチダンス

『LANDMARK PLAZA』 新店舗情報
【２０１８年７月１０日（火）OPEN 予定】
果実園リーベル（５階）
神奈川初出店の果実園がオープンします。果実園は、果物は
特別なものではなく、生活に密着したものであり、お越しいただく
お客様に「常に身近に果物(フルーツ)を感じていただきたい」
と考えています。オーナー自ら毎日仕入れる季節ごとのフルーツ
を使ったフルーツパフェやミックスパンケーキなどのデザートから、
お食事のメニューまで取り揃えご提供いたします。

■業

態：フルーツパーラー

■営業時間：７：３０～２３：００
■運

営：株式会社リーベル西源

イメージ

【２０１８年４月以降 OPEN】
餃子ストック２２１ 横浜みなとみらい店（地下 2 階）

ビジネスレザーファクトリー（２階）

もっちりとした皮の旨みと、口の中に広がる肉汁がたまらない自慢の餃子を

リーズナブルな価格で本革アイテムが揃う、福岡発の牛本革ブランドです。

ご提供します。

JUMP SHOP（２階）

AFURI（１階）

集英社オリジナルグッズを扱う神奈川で唯一の集英社オフィシャルショップです。

看板メニューの「柚子塩らーめん」は、爽やかな柚子の風味で老若男女
問わずご支持いただいております。

NEEL（４階）
世界を魅了してやまない日本の高級腕時計の正規販売店。

GODIVA（１階）
ゴディバのチョコレートとカフェを、一緒にお楽しみください。

キャラクターポップアップショップ（４階）
ＮＨＫキャラクターポップアップショップがオープンしました。

糖朝カフェ（１階）

鼎泰豊（５階）

香港での開店以来アジア各国で展開しているレストラン「糖朝」が、香港

日本における２０号店である当店は、テーブル席からみなとみらいの綺麗な

の食文化を代表するメニュー“お粥”を中心としたカフェを作りました。

景色を楽しみながら、お食事が出来る日本最大面積の店舗です。

＜本件に関する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
TEL：０３－４３２１－０９００ FAX：０３－３２６５－５１３５
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
ランドマークプラザ TEL：０４５－２２２－５０１５
http://www.yokohama-landmark.jp

