
 

             

 
  
 

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）、スカイビル（神奈川県横浜

市／運営：株式会社横浜スカイビル）、MARK IS みなとみらい（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）、横浜ロイヤルパークホテル（神奈川県横浜市／運営：株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ）は、

2022 年 4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日）のゴールデンウィークに、期間限定での 4 施設 6 カ所を巡る映画『シン・

ウルトラマン』スタンプラリーを開催します。スタンプを３つ集めた参加者の方にはオリジナルステッカーを、さらに、6 カ

所すべてのスタンプを集めた参加者には、抽選でオリジナルグッズや商品券などをプレゼントします。また、6 月 30 日（木）

まで、各施設にて、『シン・ウルトラマン』や『ウルトラマン』の世界観を感じられる様々なコンテンツをご用意しておりま

す。是非、ゴールデンウィーク中にみなとみらいエリアで、『シン・ウルトラマン』とともに、皆さまをお待ちしております。 
 

■GW限定企画！限定グッズが手に入るチャンス！映画『シン・ウルトラマン』スタンプラリー 

【開催期間】4月29日（金・祝）～5月8日（日） 

【開催場所】スカイビル、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル、 

      ランドマークプラザ 

【時 間】11:00～20:00（抽選カウンター受付時間） 

【内  容】スタンプラリーに参加してスタンプを3つ集めた方全員に 

『シン・ウルトラマン』オリジナルステッカーをプレゼント。 

   6か所すべてのスタンプを集めると、ここでしか手に入らない 

           『シン・ウルトラマン』コラボグッズが当たる抽選にご参加いただけます。 

【グ ッ ズ 詳 細】『シン・ウルトラマン』オリジナル３Dクリスタル 

ムービーモンスターシリーズ/ 対象施設で使用可能な商品券 

（※すべて抽選100名様） 

 

 

 

 

 

さらに、6月30日（木）までのイベント期間中は、横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」にて、『ウ

ルトラマン』(1966)全39話のパネルや、「科学特捜隊」の衣装、映画『シン・ウルトラマン』より俳優の斎藤工氏が着用し

た衣装展示を行います。また、限定コラボグッズやキャラクターをイメージした飲食メニューの登場など、『ウルトラマン』

ファンの方も、映画『シン・ウルトラマン』からウルトラマンに触れる方も楽しめるコンテンツをご用意しております。   

横浜ロイヤルパークホテルでは、まるで「科学特捜隊」に入隊したような気分が味わえる特別な客室が5月13日（金）より

登場します。 

2022年4月27日 

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 

株式会社横浜スカイビル 

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 

報道関係者各位 
 

みなとみらいエリアにて、映画『シン・ウルトラマン』とのコラボイベント 第二弾情報解禁  

4 施設 6 カ所を巡り、オリジナルグッズがもらえる 

GW 限定イベント映画『シン・ウルトラマン』スタンプラリーを開催 

開催期間：4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日） 

開催場所：横浜ランドマークタワー、スカイビル、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル 

『ウルトラマン』とのコラボイベントも、6 月 30 日（木）まで同時開催 
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オリジナル３D クリスタル ムービーモンスターシリーズ 
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※画像はイメージです。 
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■みなとみらいにウルトラマン現る！  

横浜ランドマークタワー（69階展望フロア「スカイガーデン」、ランドマークプラザ）、

スカイビル、MARK IS みなとみらい、横浜ロイヤルパークホテルにて『ウルトラマ

ン』と『シン・ウルトラマン』とコラボレーションしたイベントを期間限定で開催い

たします。  

【開催期間】 4月29日（金・祝）～6月30日（木） 

      ※一部イベントは開催期間が異なります。  

【開催時間】 各施設の営業時間に準ずる 

【開催場所】 横浜ランドマークタワー 

（69階展望フロア「スカイガーデン」、ランドマークプラザ) 

スカイビル 

MARK IS みなとみらい 

横浜ロイヤルパークホテル        

 

 

 

■怪獣3体のジオラマを展示 

スカイビルでは、10・11階の吹き抜けエリアに、ウルトラマン第25話に登場する怪獣たちのジオラマ「どくろ怪獣 レッ

ドキング VS 彗星怪獣 ドラコ VS 冷凍怪獣 ギガス」を展示。 

【場  所】 スカイビル10階 中央広場 

【展示期間】 4月29日（金・祝）～6月30日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日本最大級巨大カプセルマシーン「MONSTER CAPSULE」＜1回500円（税込）＞ 

ジオラマ展示のほか、高さ2.4mの巨大カプセルマシーン「MONSTER CAPSULE」を設置。『シ

ン・ウルトラマン』に登場するウルトラマンのシールやマグネット、珪藻土コースターに加え、

シンプルなデザインがおしゃれな手帳型スマホケースや縦40センチのビッグアクリルスタンド

などの『シン・ウルトラマン』のオリジナルグッズといった豪華な景品が当たるチャンスです。 

【場所】スカイビル10階 中央広場 

【期間】 4月29日（金・祝）～5月8日（日） 

※景品が無くなり次第終了いたします。 
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ファン必見の見どころが充実の『シン・ウルトラマン』コラボイベント 

スカイビル 

「MONSTER CAPSULE」 

※画像はイメージです。 
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左から「冷凍怪獣ギガス」「彗星怪獣ドラコ」「どくろ怪獣レッドキング」 
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■４施設合同企画！ウルトラマン VS 怪獣の迫力のジオラマを展示 

 グランドガレリアに入って目に入るのは圧巻のジオラマ。ウルトラマンと亡霊怪獣

「シーボーズ」が対峙するシーンがご覧いただけます。 

【場  所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 

【展示期間】 4月29日（金・祝）～5月24日（火）  

       

 

 

 

 

 

■親子で楽しめるウルトラマンのゲームを設置 

ゲームコーナーでは、子供でも楽しめるサイコロゲームや、大人も思わず身

を乗り出すスマートボールを設置。いずれもウルトラマンのシールがもらえ

ます。 

【場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア 

【日時】 4月29日（金・祝）～5月8日（日） 11:00～18:00 

 

【ゲーム①】ウルトラサイコロゲーム<1回500円（税込）> 

ウルトラマンが描かれたサイコロを３回振って、上に出た面のシールを3枚

もらうことができます。 

シールは平成から令和のウルトラヒーローたち16種類に加え、 

キラ面がでたらキラキラシールがもらえます。 

 

【ゲーム②】ウルトラスマートボール<1回500円（税込）> 

大人も思わず夢中になるスマートボールを展開。 

4球打ち、入ったマスに応じたシールがもらえます。 

昭和のウルトラヒーローたちより、8種類のシールをご用意いたします。 

 

 

MARK IS みなとみらい 
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シーボーズのジオラマ※イメージ 

ウルトラスマートボール 
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■５階『シン・ウルトラマン』フォトスポット展示  

 『シン・ウルトラマン』に登場するウルトラマンと怪獣「ネロンガ」「ガボラ」がフォトスポットとして登場いたします。 

【場  所】 MARK IS みなとみらい ５階 イベントスペース 

【展示期間】 4月29日（金・祝）～6月30日(木)  

 

 

 

■気分は科学特捜隊！『ウルトラマン』スペシャルコラボルーム 

『ウルトラマン』とコラボレーションした特別な内装の客室が期間限定で登場いたします。『ウルトラマン』に登場する憧れ

の「科学特捜隊基地に泊まろう！」がテーマのスペシャルコラボルームでは、基地をイメージした装飾に加え、まるで目の

前でウルトラマンと怪獣が戦っているようなデザインを窓に施し、たっぷりとウルトラマンの世界観をお楽しみいただけま

す。宿泊者限定で作品をイメージしたメニューのお食事や、お土産として『シン・ウルトラマン』とコラボしたエコバッグ、

キーホルダー付き手帳型スマホケース、マグカップをご用意。ウルトラマンファンにはたまらない充実した宿泊プランで、

お客様をおもてなしいたします。 

【料   金】 1室 50,000円～（1名利用時）／55,000円～（2名利用時） 

    ※表示価格には、室料、ルームサービスディナー、お土産、 

サービス料（13％）、税金が含まれます。 

【開催期間】 5 月 13 日（金）～6 月 30 日（木） 

【客   室】 スカイリゾートフロア「アトリエ」デラックスツイン シティビュー 

【ご 予 約】 横浜ロイヤルパークホテル公式ホームページ、またはお電話より 

ご予約いただけます。 

URL https://www.yrph.com/stay/plan/ultraman_stay.html 

TEL 045-221-1133（宿泊予約 9:00～19:00） 

 

 

⚫ 特典1：＜『ウルトラマン』コラボ ルームサービスディナー＞ 

『ウルトラマン』の世界観をイメージしたお食事をコラボルームにお泊りの方限定

でご用意いたします。「ハヤタ隊員」が、ベーターカプセルと間違えてスプーンを掲

げて変身しようとするシーンから着想を得たハンバーグカレーは、カラータイマー

が光るウルトラマンの胸元を演出したライスと一緒に。バルタン星人のハサミ型の

クルトンが入ったシーザーサラダや、ウルトラマンに見立てたショートケーキはス

ペシウム光線をイメージしたアングレーズソースと金粉を添えてご提供いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ロイヤルパークホテル 

※画像はイメージ 
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https://www.yrph.com/stay/plan/ultraman_stay.html


 
⚫ 特典2：＜ここでしか手に入らない！『シン・ウルトラマン』とのコラボグッズ＞ 

 

ご滞在の方限定で、『シン・ウルトラマン』とホテルのコラボグッズを 

お1人様につきお1つずつお持ち帰りいただけます。 

 

＜お土産内容＞ 

・エコバッグ 

・キーホルダー付き手帳型スマホケース 

・マグカップ 

 

 

※そのほか、コラボグッズがついた通常の客室プランもございます。 

※画像は全てイメージです。 

※状況により営業内容やメニュー内容に変更がある場合がございます。 

 

 

  

スカイガーデンでは、『シン・ウルトラマン』の限定クリアファイルが付いてくる特別な入場チケットを販売いたします。

また、フロアには、コラボキービジュアルの大型パネルを配置したフォトスポットに加え、ウルトラマンの展示コーナーを

設置。科学特捜隊の基地をモチーフとしたデザインの中に、全39話のストーリーを追ったパネルやジオラマ、科学特捜隊衣

装や映画『シン・ウルトラマン』主人公役の斎藤工氏が着用した衣装展示を行います。さらに併設のスカイカフェでは、ウ

ルトラマンや怪獣をイメージしたオリジナルコースター付きコラボドリンクを期間限定でご提供いたします。ウルトラマン

から話題の映画『シン・ウルトラマン』まで、世代を超えたウルトラマンの世界を存分にお楽しみください。 

【場  所】 69階展望フロア スカイガーデン 

【展示期間】 4月29日（金・祝）～6月30日（木）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカイガーデン 
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窓面装飾のイメージ 

 

ベムラージオラマ イメージ 

 ©円谷プロ 

 

科学特捜隊 衣装  
 

 

『ウルトラマン』 
展示スペースイメージ 
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※すべてイメージ 
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■『シン・ウルトラマン』コラボドリンクが、スカイカフェに登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※すべてのコラボドリンクに怪獣シルエットデザインのコースターが付きます。 

 全3種類、ランダムでお配りしています。お客様にお選びいただくことは出来ません。 

 また、数に限りがございます。予めご了承ください。 

※画像はイメージです。 

 

 

・期間限定販売のアイテムをタワーショップにて販売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【ウルトラマンのフランボワーズラテ】 900 円（税込） 

ウルトラマンを想像させるカラー、フランボワーズのソースにミルク

を合わせたラテ。ホワイトチョコ風味の生クリームをトッピング。 

【ガボラのトロピカルドリンク】 900 円（税込） 

ザクロのシロップにトロピカルジュース。柑橘の皮でガボラをイメージ

した仕上げに。 

【ネロンガのレモンミントジンジャー】 900 円（税込） 

ネロンガのツノをレモンでイメージしたレモンミントのジンジャーエー

ル。 

タワーショップでは、期間中ウルトラマン関連グッズ販売を行います。 

映画『シン・ウルトラマン』のオリジナル描き下ろしイラストを使用したア

クリルスタンドがラインナップ。ウルトラマンや、神永新二、そして劇中に

登場するガボラやネロンガも登場！！  各 1,100 円（税込） 

※1 会計につき、4 個までの販売とさせていただきます。 
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ランドマークプラザでは、ガーデンスクエアのダイナミックな吹き抜けを利用し、10メートル級

の『シン・ウルトラマン』に登場するウルトラマンの巨大バルーンを設置。まるで目の前にウルト

ラマンが現れたかのような臨場感あふれる気分を味わえます。さらに、フェスティバルスクエアで

は4.5メートルのウルトラマンの展示をお楽しみいただけます。5月21日（土）～5月29日（日）の

期間中、「チェキ」でウルトラマンの巨大バルーンと記念撮影ができるキャンペーンを実施。フォト

カードに記載されたQRコードにアクセスすると、アンケート回答でみなとみらいポイントがもら

えます。 

【場所】 サカタのタネ ガーデンスクエア、フェスティバルスクエア 

【期間】 4月29日（金・祝）～6月30日（木）  

     ※チェキでの記念撮影キャンペーンは5月21日（土）～5月29日（日）まで 

 

 

 

 

 

■ウルトラマンシリーズ＆『シン・ウルトラマン』グッズ発売 

・期間限定ショップ「ウルトラマンワールドM78 POP-UP STORE」 

４月29日（金・祝）～5月29日（日）の間、横浜ランドマークタワー フェスティバルスク

エアに期間限定のウルトラマンショップ「ウルトラマンワールドM78 POP-UP STORE」を

オープンいたします。 

「ウルトラマンワールドM78 POP-UP STORE」では、5月13日(金)に全国公開される『シ

ン・ウルトラマン』のグッズや、ビジネスシーンやご家庭でも使いやすいグッズやお子様が

楽しく遊ぶことのできるおもちゃなど、大人の方からお子様まで幅広く楽しんでいただける

ような商品をご用意。ウルトラマンショップ限定のアイテムも多数取り揃えています。また、

開催記念スペシャル企画として、お買い上げいただいた全てのお客様に特製ステッカーをプ

レゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランドマークプラザ 

※ウルトラマンバルーンイメージ画像 
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なりきりタオル ウルトラマン  

3,080 円（税込） 

 

ウルトラマンフィギュアマグネット２  

990 円（税込） 

 

ロルバーンポケット付メモ 

ウルトラセブン  

1,045 円（税込） 

 

ジェットストリーム 4 色ボールペン  

ウルトラマンティガ  

2,200 円（税込） 

 

 
※イメージ 
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■お買い上げ金額に応じてプレゼント！『シン・ウルトラマン』 エコバッグ 

ランドマークプラザの1会計3,000円（税込）以上のレシート（展望台含む、当日分の

み）を提示の方に、先着でもれなく『シン・ウルトラマン』オリジナルエコバッグをプ

レゼントいたします。 

【内  容】 ランドマークプラザ 、クイーンズタワーＡで 

購入条件を満たした方を対象に 

オリジナルエコバッグを先着でプレゼント。 

【実施期間】 5月21日(土)～ 5月29日(日)  

 

 

 

■お買い上げ金額に応じてプレゼント！『レストランフェア』 

対象の店舗でお食事をされた合計の金額1,500円（税込）ごとに1枚、 

歴代ウルトラヒーローたちのポストカードをプレゼントいたします。 

【実施期間】 4月29日(金・祝)～ 6月30日(木) 

【対象店舗】 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、スカイビル 

 

 

 

■「シン・ウルトラマン」コラボ商品の販売 

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいのテナントショップにて、『シン・ウルトラマン』とのコラボ商品を販売いた

します。 

【実施期間】5月21日(土)～ 6月30日(木)  

【対象店舗】ランドマークプラザ：ビジネスレザーファクトリー  

MARK IS みなとみらい：くりこ庵 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大状況に配慮し、イベントは予告なく中止・変更となる場合がございます。店舗の在庫状況に

より予告なく終了する場合があります。 

※画像の使用に際しましては、下記の権利表記をご使用いただくようお願いいたします。 

 ©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 ©円谷プロ 

 

 

 

 

各施設でのお買い物がさらに楽しく！『シン・ウルトラマン』キャンペーン 

歴代ウルトラヒーロー ポストカード 

 ©円谷プロ 

 ※イメージ 

©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 ©円谷プロ 

 ※イメージ 

©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 ©円谷プロ 

 

 



 
 

 

本イベントの開催に際し、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予防対策 

 https://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/pdf/202006physicaldistance.pdf 

■スカイビルの感染予防対策 

  http://www.yokohama-sky.co.jp/information/911/ 

■MARK IS みなとみらいの感染予防対策 

https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt369.html 

■横浜ロイヤルパークホテルの感染予防対策 

 https://www.yrph.com/information/information_measures.html 

 ＜ランドマークプラザのSDGsへの取り組み＞ 

https://www.yokohama-landmark.jp/sdgs/ 

 

 

 

各施設における感染予防対策 

＜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 E-mail：y-landmark@ozma.co.jp 

株式会社横浜スカイビル SC事業部 担当：宮崎・畑 

TEL：０４５－４４１－１３５０ 

E-mail：hiroyuki.miyazaki@yokohama-sky.co.jp 

MARK IS みなとみらい広報事務局（平日9:30～18:00） 

TEL：０３－５２２６－０８８７ E-mail：koho@markis-mm.com 

横浜ロイヤルパークホテル マーケティング部 担当：三留 

TEL：０４５－２２４－５０５０ E-mail：a-mitome@rphs.jp 

 

＜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 
 

スカイガーデン事務局 TEL：０４５－２２２－５０３０ 

http://www.yokohama-landmark.jp/skygarden 
 

スカイビルインフォメーションカウンター（10:00～19:00） 
TEL：０４５－４４１－２４２４ 

 
MARK IS みなとみらい （10:00～20:00） 

TEL：０４５―２２４―０６５０ 
 

横浜ロイヤルパークホテル 代表：０４５-２２１-１１１１ 

宿泊予約：０４５－２２１－１１３３（9:00～19:00） 

https://www.yrph.com/ 
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