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MARINE & WALK YOKOHAMA

SHOP INFORMATION

April

MONTHLY SHOP INFO
グッドスプーン

エーシックスティーン

goodspoon（海側2F）

A16（海側2F）

TEL.045-319-6659

NEWSHOP OPEN

TEL.045-323-9610

2周年記念デザート
『宇治抹茶とホワイトチョコのトライフル』
4/1 ( sun ) 〜 5/31 ( thu )

あの 超人気チーズ料理専門店 goodspoon（グッドスプーン）
が、
MARINE &
WALKに関東初上陸しました。
海が臨めるベイサイドビューという最高のロケーションの中、
目の前で作る出
来立てモッツァレラチーズの食べ放題ランチビュッフェをはじめ、
店内併設の
チーズ工房で作る自家製のフレッシュチーズや、
色とりどりの洋食ブッフェ、
シェフ
こだわりのタパスや自家製ブッラータチーズ料理 etc… 。
美味しくてワクワクするメニューを多数取り揃えてお待ちしております。

期間
限定

新緑を思わせるグリーンが目を引く、
2周年記念デザート
『宇治抹茶とホワイト
チョコのトライフル』
が期間限定で登場します。
宇治抹茶をふんだんに使った
パンナコッタ、
バニラスポンジ、
はちみつ香るシュトライゼルなど、
様々な素材の
美味しさが味わえる贅沢なデザートです。
すくう部分によって変わる多彩な
味わいで、
最後の一口まで新鮮なハーモニーを楽しめます。

コミュニティミル

トム ス

TOMS（道路側1F）

COMMUNITY MILL （道路側1F）

TEL.045-263-8433

『The Venice Collection』

TEL.045-263-6448

『LAGUIOLE』POP UP
〜4/30 ( mon )

PICK
UP

TOMSから、
お洒落が楽しくなるカラフルな
「The Venice C olle ctio n 」が登場しました。カリフォルニアのベニス
ビーチで過ごす1日、降り注ぐ光と独特なカラーリングの看板や建物を
イメージした色合いを、
TOMSの定番人気シリーズクラシックスで再現し
ました。豊富なカラーバリエーションの中から、
きっとお気に入りの１足が
見つかるはず。

PO P
UP

フランスの老舗カトラリーブランド
「LAGUIOLE
（ライヨール）
」
。
POP UP期間中は、
通常よりもラインナップ・カラーバリエーションを豊富に取り
揃えて展開します。
クラシックでありながら、
カジュアルにテーブルコーディネート
できるカトラリーは、
春の彩り豊かな食卓をより華やかに演出してくれます。

フリーパーク

ル ールマランマー ケット& ギャラリー

LOURMARIN MARKET & GALLERY（道路側1F）

Free Park（海側1F）

TEL.045-264-4748

アトリエメコ サイザルバックカスタム受注会
4/18 ( wed ) 〜 5/16 ( wed )

富山のガラス食器『サブロウ』展
4/21 ( sat ) 〜 5/13 ( sun )

EVENT

カラフルなオリジナルサイザルバックが作れる受注会を開催します。
ベースとなるサイザルカゴに、
お好きな革やニットをお選びいただき世界に
ひとつだけのオリジナルバッグをお作りいたします。
こだわりのつまった特別なバッグでの春の出掛けは、
より一層毎日が楽しく
なりそうです。

EVENT

琵琶湖の湖面をモチーフに、
ゆらゆらと揺らめく水面(みなも)のようなデザイン
が美しい
『サブロウガラス』
を集めた展示会を、
2018年関東初開催します。
独自にブレンドして生み出したこの色は、
よく見ると色の中にも濃淡が見え、
色に奥行きもあり味わい深いです。
新生活にふさわしい美しい食器の数々を
揃えお待ちしています。※無くなり次第終了

グリーンル ーム ギャラリー

エム エスピーシー プロダクト ソート

MSPC PRODUCT sort （海側1F）

TEL.045-222-6213

GREENROOM GALLERY（道路側1F）

TEL.045-228-8880

『KEEN』POP UP
4/28 ( sat ) 〜 5/13 ( sun )

TEL.045-319-4703

『Aya Kawasaki』POP UP
4/27 ( fri ) 〜 5/6 ( sun )

PO P
UP

2003年アメリカで設立、
サンダルの快適性とシューズの機能性を融合させ
靴を超えたサンダル として幅広いユーザーから支持を得ている
『KEEN
（キーン）
』
のPOP UPを開催します。
春から夏にかけて大活躍するサンダルで、
一足早い足元のオシャレを楽しみ
ませんか？

PO P
UP

Instagramで話題のハンドメイドレザークラフト Aya Kawasaki の期間
限定POP UPを開催します。
ひとつひとつ表情の違うグラデーションカラー
のアイテムは、
全て手作業で作られた一点物。
今回だけの別注アイテムも販売
します。ぜひあなたにぴったりな、世界でひとつだけのグラデーションを
見つけにきてください。

MARINE YOGA 2018 Spring
春の潮風を感じながらヨガでデトックス
ヨガイベント『MARINE YOGA』の第５回目を開催します。さらにパワーアップした7名の講師陣がお届けする、
海辺での心地よいデトックスタイムで心も体もリフレッシュしませんか。

ルーシーダットン
& ハタヨガ

ヨガ会場

1 Lesson 75min 2,000yen
Kids Yoga 60min 1,000yen
ヨガ・ワークショップの詳細・参加申し込みはこちら

http://shonan-yoga.com
検索

湘南ビーチヨガ

※雨天時は、M A R I N E&WA L K 海 側 2F「NTL 中目卓球ラウンジ Yokohama Bay Cafe」で開催。

4.14 sat
ピラティス

11:00 〜12:15

13:30 〜14:45

野島裕子

鈴木サチ

WORK SHOP

背骨を整える
ヨガ

ヒーリング
ヨガ
11:00 〜12:15

渋木さやか

遠藤栄理香

16:00 〜17:15

4.15 sun

キッズ
ヨガ

11:00 〜12:15

やさしい
ハタヨガ

13:30 〜14:45

サンセット
ヨガ

堀井裕介

芥川舞子

エドワーズ壽里

16:00 〜17:15

季節のフルーツや野菜を使った「酵素シロップ作りワークショップ」や
「耳つぼジュエリーセラピー」など美と癒しのワークショップ&セラピーも開催します。

※表示価格は全て税込みです。 ※写真はイメージです。 ※雨天・強風など悪天候の場合は、予定していたイベントを予告無く中止することがございます。予めご了承ください。

#marineandwalk

