2019年10月8日
MARINE & WALK YOKOHAMA

報道関係者各位

MARINE & WALKの10月はイベントが目白押し！

食欲の秋やスポーツの秋を楽しむイベントを毎週開催！
◇女性による女性のためのマーケット「GIRLS FARMERS MARKET」10/12
◇新感覚ファンランイベント「Runtrip via≫YOKOHAMA」10/22
◇潮風を浴びながらヨガでデトックス「MARINE YOGA」10/26・27

MARINE & WALK YOKOHAMA（所在地：神奈川県横浜市）は、初めての試みとして、モデル・アーティス
ト・クリエイター・女性起業家・農家として活躍し素敵なライフスタイルを過ごす女性たちが出店する、新たな
マーケット「GIRLS FARMERS MARKET」を10月12日（土）に開催いたします。また、参加者200名を動員し、
アプリ片手に自由にゴールを目指す一大イベント「RUN TRIP」を10月22日（祝）に実施。秋の爽やかな潮風
と心地よい日差しを感じながらヨガを楽しめるイベント「MARINE YOGA」の第8回を2019年10月26日(土)、
27日(日)に開催いたします。
◇ GIRLS FARMERS MARKET (10/12)

MARINE & WALKで初めての実施となる「GIRLS FARMERS MARKET 」
は、華やかで、美味しく、現代を美しく生きる女性たちが作り上げるマーケ
ットです。身体に優しいこだわりフードやドリンクをはじめ全12店舗が出店
し、SNSなどにとらわれないホンモノを求める皆さんにこだわりの商品をお
届けします。今までは、青山ファーマーズマーケットや表参道
commune2ndなどで実施されてきた本マーケットですが、新たな出会いや価
値観の創出という理由からこの度、MARINE & WALKにて実施されることと
なりました 。
◇ Runtrip via On JAPAN TOUR 2019 (10/22)
また、10月22日（祝）には「ランニングをもっと楽しいものにする」を表現し、ランナーの遊び場を提供する
目的で、『Runtrip via On JAPAN TOUR 2019』を実施します。決まっているのはゴールの場所と時間だけ。
自分に合った好きな距離・自由なコースを走るため、普段走ることがない人、体力に自信のない人も気軽に参加
することが出来ます。ゴールの後は、人気ヨガ講師が教えるクールダウンYOGAや、MARINE & WALK内で飲食
可能なスペシャルフードの提供、横浜ビールの提供や野外での映画鑑賞そしてランニングシューズの試し履きブ
ースなど、様々なコンテンツを楽しむことが出来ます。イベントを一層楽しくする専門アプリを使用することで
、他のランナーの位置を把握し、それぞれがどんなRUNを楽しんだかを共有でき、本イベントを通して新しい仲
間を作ることが可能です。
◇ MARINE YOGA 2019 Autumn (10/26-27)
第8回となる「MARINE YOGA 2019 Autumn」では、夏の疲れが溜まった身体に、秋の心地よい潮風を全身
に受けながらデトックスする場を提供します。有名ヨガ講師のエドワーズ壽里さんをはじめ7名の講師をお招き
し、幼児から小学生のお子様が一人で参加できる“キッズヨガ”や、“ハタヨガ”、“ルーシーダットン”など、ヨガ
やピラティスを通して家族やカップル、お友達、もちろんお一人でも楽しめるヨガイベントを開催いたします。
また、前回初めて実施した“ビールヨガ”が多くのお客様に好評だったことを受け、今回も実施することが決定し
ました。ヨガでリフレッシュした後にそのまま美味しい食事やショッピングを楽しめるのも魅力の一つであり、
美と健康にまつわる“BEAUTY WORKSHOP” では「ブーケワークショップ」や「イヤービューティーセラピー
（耳つぼジュエリー）」なども開催いたします。

「GIRLS FARMERS MARKET」概要
◇日時
2019年10月12日(土) 11:00～18:00
※雨天の際は中止となります。その際は前日夜までにHP上で告知いたしますのでご注意ください。
◇会場
MARINE & WALK YOKOHAMA横

カップヌードルミュージアムパーク

◇出店情報
真心を込めて作られた体にやさしいフードや、女性なら誰もが気になる小物類、そして手相占いなど12店
舗が集結します。
≪FOOD≫
・発酵人 田上彩：ラップサンド&酵素ジュース
・chigaya bake shop：ドーナツ
・GUGGA vegan goodies：焼き菓子
・宮内舎：玄米麺 ※物販
・HOSANNA CAFE ：コーヒーパック、マグカップ、焼き菓子
・MIRATOAMI：黒焼き玄米茶 ※物販

≪SHOP≫
・The Skips：キーホルダー
・aiai：バッグ
・LAURENCE：お花
・un_reve：シルバー小物
※物販 ・フェイ 辛口手相占い：手相占い
・flower_yoh：バッグ、小物

◇主催
GIRLS FARMERS MARKET
◇企画・運営
This is label

◇後援・協力
MARINE&WALK YOKOHAMA

1日限定のおすすめ出店6選！
発酵人 田上彩

発酵人として手仕事を広める彼女
が作った発酵食品。フードロス、
環境に配慮した食材、容器を意識
して、こだわりの素材で作ったジ
ュースや発酵フードを販売。

宮内舎

島根県のおいしいお米をなるべく
環境に負荷の少ない農法で育て、
玄米麺として販売。

MIRATOAMI

無農薬・無化学肥料・在来種を使
用し、日本の自然と大切な人たち
の幸せを願うブランド。黒焼き玄
米茶を販売。

HOSANNA CAFE

モーニングが好評の三鷹に店を構
えるホサナカフェからは、焼き菓
子やマグカップを販売。

Chigaya bake shop

海辺の小さなベーカリーカフェ。
身体に優しい素材を使用し、自家
製天然酵母でパン、焼き菓子を提
供。

aiai

旅行業界を中心に活躍するインフルエン
サー。自身の結婚式ギフトとして作った
オリジナルbagに販売リクエストが多く
寄せられ、今回はじめての販売。

「 Runtrip via≫YOKOHAMA 」概要
◇日時：2019年10月22日（火･祝）16:30 - 19:00
◇目的地：MARINE & WALK YOKOHAMA（神奈川県横浜市中区新港1-3-1）
◇POPUP SHOP：On、goodr、Jaybird、GARMIN
◇主催：オン・ジャパン株式会社
◇当日スケジュール：
00:00：START 当日0:00以降好きな場所から好きな時間に、Runtrip via専用
アプリをスタート。
11:00：OPEN
MARINE & WALK YOKOHAMAにてPOPUP SHOPがオープン！
16:30：GOAL
ゴール後、16:40よりYOGAを実施
17:45：映画鑑賞
18:30：映画終了
19:00：イベント終了
◇参加費用：3,000円（ランイベント・1フード・1ドリンク・各種コンテンツ付き）
◇エントリー期間：売り切れ次第終了、下記URLよりお申し込みください。
◇詳細URL：https://via.runtrip.jp/runtrip/294
＜Runtrip viaとは＞ https://via.runtrip.jp/
アプリ連動型の競争が生まれないファンランイベント。決められたゴール会場を目指して、各自がアプリ片手に
好きなコース・ペース・距離を走る、レベルを問わずに誰もが参加できるイベントです。ランニング中はアプリ
のマップに他のランナーの位置情報が表示され、バーチャル上でも人とのつながりを感じられるようになってい
ます。

10月22日(祝)限定！ MARINE & WALK YOKOHAMAにPOPUP SHOPがオープン！
MARINE & WALK YOKOHAMAでは、楽しいランを応援するPOPUP SHOPを1日限定でオープンします。当日イベント
に参加される方はもちろん、そうでない方もぜひお立ち寄りください。

On

GARMIN

スイス生まれの高機能ランニングブランド。
まるで雲の上を走っているかのような軽快
なランを実現。試し履きや特別販売などの
体験をご用意。

アウトドア・ビジネスシーンでも使える
ワンランク上のGPSウォッチ。耐久性の
あるランニングウォッチで、より快適な
走りを演出。

goodr

Jaybird

アメリカの西海岸を中心に大人気のL.A.発
ランニングサングラスを展開。身につける
だけで心も踊るラインナップでランを楽し
む全ての人にハッピーなマインドを提供。

過酷な環境下でも快適にランニングが楽し
めるよう、デザインや防汗性能はもちろん、
フィット感や音質など細部までこだわって
作られたスポーツ専用イヤホンブランド。

ゴール後はクールダウンYOGAや映画を上映！
ランニングのあとは、クールダウンYOGAを
楽しみましょう！人気ヨガ講師が教える心も
身体もリラックスするヨガで、疲れた体をリ
フレッシュさせ、明日からの活力にしましょ
う。

18:30頃よりMARINE & WALK YOKOHAMA のオープンシネ
マで映画を上映します。イベントに参加される方は大迫力の映
像が楽しめる特別シートでご覧いただけます。横浜の海を横目
にみなとみらいの美しい夜景の中で、映画を楽しみましょう。
※一般の方への席のご
用意はございませんが、
周辺からのご鑑賞は可
能です。

「MARINE YOGA 2019 Autumn」概要
◇日時
2019年10月26日(土) ＆ 27日(日)
各日 11:00～17:00
※雨天の際は、11月2日（土）、3日（日）に順延いたします。
◇会場
MARINE & WALK YOKOHAMA横

カップヌードルミュージアムパーク

◇ヨガクラス
参加費：1レッスン （75分） 2,000円（当日チケット：2500円）
キッズヨガ（60分） 1,000円（当日チケット：1500円）
ビールヨガ（60分） 2,000円（当日チケット：2500円）
※ビール付き
ヨガマットレンタル 300円
◇ 申込方法・詳細
下記ホームページより、申込をしてください。素敵な参加特典もご用意しています。
https://shonan-beach-yoga.stores.jp/
◇主催
※プログラム内容、コーチ、実施日は変更になる場合がございます。
ビーチヨガ実行委員会

10.26 SAT
エドワーズ壽里

11:00
イグナイトヨガ

10.27 SUN

堀井祐介

鈴木サチ

14:00
キッズヨガ

14:00
ピラティス

▼イグナイトヨガとは
ヨガをより効率よく現代的に進化
させた、エドワーズ壽里さん考案
のモダンスタイルヨガ。有酸素運
動と筋トレが融合されているため、
一般的なヨガよりも運動強度が高
いことが特徴です。

笠井愛子

16:00
ビールヨガ

菅井悦子

野島裕子

11:00

13:00

芥川舞子

15:00

ヨガ＆
やさしいハタヨガ
UBY
～アッパーバランス ルーシーダットン
ボディヨガ～ ▼ルーシーダットンヨガとは

▼ビールヨガとは
ビール大国ドイツ発と言われてい
るビールビンを使って行うヨガ。
笑顔いっぱい！最後は皆で乾杯し
ましょう。
※お車を運転される方はご試飲頂
けません。

タイに伝わる自己整体法で、ルー
シー（修行者）たちに伝えられて
きたタイ式のヨガ。簡単なポーズ
が多いため、体が硬い人でも安
心・安全に取り組めるエクササイ
ズ。

美を最大限に引き出す、Beauty Workshopを2日間限定で開催！
「小顔リンパ矯正」

カッサと手技で行う即効
性抜群の小顔矯正セラ
ピー。眼精疲労、左右差
を解消し、美しいフェイ
スラインを目指します。

「Happy Flower Essence」 「耳つぼジュエリー」

38種の花や木のエネル
ギーを移したエッセン
スを、花の朝露を口に
含むように「飲用す
る」ことで、心と身体
のバランスを整えます。

身体を内側から美しくす
る神経が集まると言われ
る耳を美しく飾りながら、
ツボを刺激し、
”美しくなる力”を呼び覚
ましましょう。

「ブーケワークショップ」

自分のスタイルで、暮らし
に取り入れたくなるブーケ
を作りましょう。
ドライになっても楽しめる
花材をご用意いたします。

【MARINE & WALK YOKOHAMAについて】
SHOPPING ＆RESTAURANT
セレクトアイテムやインポートブランドを扱う個性的なショップ、ベ
イフロントの景観を生かしたテラス席が自慢のレストランやカフェ、
全フロア完全貸切型の結婚式場など、全25店舗からなるオープンモー
ルです。横浜を象徴する赤レンガ倉庫に隣接する海と緑に囲まれた空
間はまるで一つの街。街歩きを楽しむショッピングや、海を眺めなが
らの食事など、洗練された上質な時間とリラックスできる空間をお楽
しみいただけます。
ART SPOT！

＜WRDSMTH×Angel Wings＞
＜Angel Wings ＞
日本初上陸のワードスミスの壁画
「天使の羽」の壁画で世界を
ハッピーにするアートプロジェク
ト”Global Angel Wings Project” 。

■施設概要
（1）施設名称
（2）所在地
（3）交通
（4）駐車場
（5）営業時間

DOG FRIENDLY！

犬連れのお客様も、リードをつけることでモー
ル内の散歩が可能。犬の水飲み場やリードフッ
クなども設置された、ドッグフレンドリーな
オープンモールです。

：MARINE & WALK YOKOHAMA （マリン アンド ウォーク ヨコハマ）
：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号
：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
：駐車場 89台 / 駐輪場 63台 / バイク置場 3台
：物販 11:00～20:00 / 飲食 11:00～23:00 ※一部営業時間が異なります。
駐車場入出庫可能時間 6:00～24:00
（6）運営会社 ：三菱商事都市開発株式会社（所在地：東京都千代田区）
（7）公式サイト：http://www.marineandwalk.jp/

