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平 成 24 年 ３ 月 ７ 日
横浜ポルタ会
横浜新都市センター㈱

３月１０日（土）
横浜駅東口地下街 「横浜ポルタ」に新グルメゾーン

「ＹＯＫＯＨＡ・ＭＡ・ＲＣＨＥ（ヨコハマルシェ）」
いよいよオープン！
テイクアウト中心のスウィーツ＆デリゾーン（13 店舗）も誕生！

横浜新都市センター株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：小谷 昌）が運営する横浜駅東口地下
街「横浜ポルタ」に、３月 10 日（土）
、こだわりの素材を使用したスウィーツや惣菜をお手軽にお求めい
ただけるテイクアウトゾーンとレストラン＆カフェで構成される「ＹＯＫＯＨＡ・ＭＡ・ＲＣＨＥ（ヨコ
ハマルシェ）
」がオープンします。
「マルシェ」とは、フランス語で「屋外マーケット」のことであり、ゾーン全体がマーケットをイメー
ジした空間構成になっています。
昨年秋にプレオープンしている店舗（既存店舗１店舗含む）と新たにオープンする期間限定店舗１店舗
に加えて、テイクアウトを中心としたゾーンとして、神奈川・横浜初出店を含む 13 店舗で構成される
「Sweets & Deli Plus（スウィーツ＆デリ プラス)」がオープンします。オープンを記念し、期間限定で
各店において特別サービスを実施します。
また、まもなく東日本大震災発生から１年が経過いたしますが、被災地では十分な復興が進んでいない
というのが現状です。そこで、
「人にやさしい。あなたにうれしい。
」を理念とする横浜ポルタでは、横浜
から東北を応援したいという想いをお届けするために、
「Sweets & Deli Plus」店舗の協力により、各店舗
の代表商品を詰め合わせた「グルメバッグ チャリティ販売」を実施し、売上金の全額を被災地に寄付
いたします。
さらに、被災地復興支援のため、地元Ｊリーグチーム「横浜Ｆ・マリノス」のチームマスコット
「マリノスケ」とともに横浜ポルタにおいて募金活動を実施いたします。

※この資料に関するお問い合わせ先
横浜新都市センター㈱ 総務部 江成（エナリ）
、蔦木（ツタキ） 電話０４５－４５３－２６１１
※お客様のお問い合わせ先
横浜ポルタ 電話０４５－４４１－１２１１（代）

詳細

１．「ヨコハマルシェ」について
（１） コンセプト 横浜を生活圏とする方にとっても、横浜に遊びにいらっしゃる方にとっても、便
利でお手軽に、安心して「食」を楽しんでいただけるテイクアウトとレストラン＆
カフェで構成されるグルメゾーン
（２）ターゲット 『20 代後半～ 40 代の女 性』を中 心とし て、幅 広 い年齢層 をター ゲット と していま す。
（３）店舗数

19 店舗（３月 10 日現在）

（４）店舗概要

●Sweets & Deli Plus（スウィーツ＆デリ プラス）
（テイクアウト中心の食物販ゾーン 13 店舗）※下記２．参照
●タリーズコーヒー＜シアトルカフェ＞（10 月 21 日オープン済み）
●ジャン・フランソワ＜ベーカリーカフェ＞（11 月２日オープン済み）
●東京純豆腐＜韓国純豆腐専門店＞（12 月１日オープン済み）
●三國屋善五郎＜日本茶・紅茶・ハーブティー専門店＞（11 月 25 日オープン済み）
●ミルクパーラーＭＯＵＭＯＵ＜デザート専門店＞（３月 10 日オープン：期間限定出店）
●ラ・ポルティコ＜イタリアンレストラン＞（既存店舗）

２．「スウィーツ＆デリ プラス」について
（１）コンセプト

ちょっとおしゃれな、こだわりの素材を使用したスウィーツと惣菜などをテイクア
ウトできる、女性にとってお気に入りの空間。横浜発祥の店や神奈川県内初出店を
含むテイクアウト中心のグルメゾーン

（２）13 店舗の詳細（順不同）
店舗名
はらドーナッツ・はらロール

取扱商品
ドーナッツ・ロールケーキ

横浜ポルタ店
山下晴三郎商店

カップケーキ

保存料、添加物など一切不使用、
職人手作りの新感覚カップケーキ

マカロン

素材にこだわったカラフルで可愛い
マカロン

県内初出店
農ブランド

美味しく、安心して食べていただけ
る手作りおやつ

県内初出店

アルデュール

特色

ロールケーキ

パティシエがこだわった良質な愛知
県の原料を使ったロールケーキ専
門店

パステルデザート

洋菓子

「なめらかプリン」をはじめとする
デザートのテイクアウトショップ

ビアード パパ

シュークリーム専門店

出来立て、作り立てのこだわりシュ
ークリーム専門店

conanoco scone

スコーン

（コナノコスコーン）
鎌倉いとこ

素材にこだわったスコーン専門店、
おやつにも軽食にも

和菓子

鎌倉在住の職人が手作りした、ほっ
とする優しい甘さのきんつば

濱うさぎ
横浜発祥

創作和菓子

横浜発祥の和菓子専門店

かもめベーグル＆ワールド・ス

ベーグル＆デリ専門店

天然酵母のベーグルと楽しいプチ

マイル・デリ

パンマルシェ

マンゴツリーデリ横浜ポルタ

タイ料理弁当

タイ伝統の人気メニューをお弁当に

お弁当・惣菜

まごころ込めたお母さんの想いを

県内初出店
Mom’s Deli Yokohama
（ママズ・デリ

感じさせるお弁当と惣菜

ヨコハマ）

スウィーツセレクション

スウィーツ専門店

期間限定で店舗が入れ替わる、ス
ウィーツ専門店。第一弾は「下町バ
ウム」が出店

メインファサードイメージ

Sweets & Deli Plus 全体ファサードイメージ

３．オープニングイベントについて
（１） 「Sweets & Deli Plus」
「グルメバッグ チャリティ販売」
～売り上げの全額を被災地に寄付いたします。～
① 日

時：平成 24 年 3 月 10 日（土）～11 日（日）10:00～
※ 2 日間の限定販売。売り切れ次第終了（１日限定１２５個）

② 内

容：
「Sweets & Deli Plus」店舗の協力により、各店のおすすめ商品を詰め合わせた 2,500
円相当のグルメバッグを 2,000 円で販売いたします。

（２） 「Sweets & Deli Plus」各店オリジナルキャンペーン
①

期

② 内

間：平成 24 年 3 月 10 日（土）～18 日（日）
容：ノベルティプレゼント、期間限定特別価格での販売、期間限定特別セット割引等

（３） 東北応援！募金活動
① 日

時：平成 24 年 3 月 10（土）～11（日）10：00～18：00

② 内

容： 「ヨコハマルシェ」にご来場のお客様と共に、横浜から東北を応援するため、募金活
動を行います。2 日間共に、地元Ｊリーグチーム「横浜Ｆ・マリノス」のチームマス
コット「マリノスケ」とともに募金活動を行います。
また、3 月 1 日（木）～4 月末まで、インフォメーションカウンターに復興支援金を
募るための募金箱を設置いたします。（募金箱の設置時間帯：10:00～21:00）

４．その他のイベントについて
■横浜ポルタホームページ「横浜三塔クイズキャンペーン」
①期

間：平成 24 年３月 10 日（土）～４月 27 日（金）

②内

容：毎週、横浜ポルタのホームページで、横浜三塔に関するクイズを出題し、クイズに正解し
たお客様に抽選で横浜ポルタ商品券や京急グループ施設の利用券をプレゼントします。

③賞品内容：上記のほか、劇団四季ミュージカル「キャッツ」観劇券をはじめ、各種賞品を多数ご用意
しております。詳細は、3 月 9 日（金）～ポルタホームページをご覧ください。

５．参

考

（１）横浜新都市センター㈱について
イ．代表者

取締役社長 小谷 昌

ロ．本社所在地

横浜市西区高島二丁目 12 番 6 号

ハ．資本金

72 億円

二．設立

昭和 55 年 12 月 20 日

ホ．主な事業内容 横浜新都市ビル、横浜ポルタおよび横浜駅東口地下駐車場の管理・運営
（２）横浜駅東口地下街「ポルタ」について
横浜駅東口に直結した地下街。ファッション・雑貨・グルメ・サービスと幅広いジャンルで 131 店舗が軒を
連ねるショッピングセンター。開業 32 年目を迎え現在リニューアルを行っており、その第一弾として、
昨年 12 月、ポルタ入口にガラスのモニュメント「ＰＯＲＴＡ横濱三塔物語」が誕生しました。
イ．開業

昭和 55 年 11 月 7 日

ロ．売り場面積

9,300 ㎡

ハ、店舗数

122 店舗（3 月 10 日現在）

二．営業時間

10:00～21:00（飲食店 11:00～23:00）

ホ．売上高

194 億円(平成 22 年度実績)

以上

