2022年10月26日
ミッドランドスクエア

MIDLAND CHRISTMAS 2022
Stay in Touch

～

点は、いつか、線になる。 ~

アートツリー、イルミネーション、トークイベント、クリスマスマーケットなど開催

ミッドランドスクエアでは11月9日（水）～12月25日（日）、「ミッドランド・クリスマス2022 Stay in Touch ～点は、
いつか、線になる。～」を開催いたします。今年は「LEXUS DESIGN AWARD」2013年度受賞者で、デザインエンジニア
の吉本英樹さんによるサステナブルな “白いジャングルジムツリー” が登場！レクサスギャラリーでは「LEXUS DESIGN
AWARD展 - Design for a Better Tomorrow - 」も開催する他、毎年ご好評をいただいているクリスマスマーケット「ケー
テ・ウォルファルト」も開催。ぜひこの機会にご来館いただきますようお願いいたします。

【タイトル】

【ビジュアル】

ミッドランド・クリスマス 2022
11月9日（水）～12月25日（日）

【テーマ】

Stay in Touch
～点は、いつか、線になる。～

【キャッチ＆リード】

心に触れ、記憶に残る聖夜。
２つのものが出会い、
交差することで生まれた「点」のなかには
記憶とともに「線」となって、
長く心にとどめられるものがある。
一夜にして捨てられることのない、
クリスマスツリー。
それは多くの人の心にそっと触れ、
「点」となり、いつか、
思い出や絆という「線」となる。
また会うその日まで、
その「点」が光り輝いていますように。
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【ツリーアーティスト】

ロンドン・東京を拠点に活躍する吉本英樹さん＜デザインエンジニア＞
クリスマス後も街に生き続ける
廃棄ゼロのSDGsなツリーをめざして──
Stay in Touch ～点は、いつか、線になる。～
2022年のツリーデザインを手掛けるのは、宇宙工学からアート
まで、今、世界が注目するデザインエンジニア、Tangent創業者
の吉本英樹さん。＜Tangent＞とは＜接線＞を意味し、交わって
はいないけれど触れている直線のことを指します。ほんの少し
触れているだけで、夢見心地になったり、ホッとしたり。一点
しか触れていないけど、触れているからこそじんわりと効いて
くる、そんなやさしく温かな、人間の心にそっと寄り添うアー

デザインエンジニア
創業者

トツリーを製作いただきます。

吉本英樹

Hideki Yoshimoto

1985年和歌山県生まれ。2010年東京大学大学院
工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程修了。

聖夜だけで終わらないSDGsツリー

2016年英ロイヤル・カレッジ・オブ・アート博
士課程修了。デザイン工学博士。同年デザインエ

クリスマスの幸せな気分をすぐには終わらせたくないという想

ンジニアリングスタジオ＜Tangent＞設立。デザ

いから、廃棄ゼロのツリーをめざします。クリスマスが終わっ

インとテクノロジーを融合させる手法でさまざま

た後は、遊具などとして子どもたちに遊んでもらえるよう、躯

な作品を発表し、世界的ラグジュアリーブランド

体をリメイク。名古屋市内の保育園や幼稚園に寄贈する予定と

にも多くのデザインを提供。「LEXUS DESIGN

なっています。また、使用した発光体も照明器具に再利用。役

AWARD 2013」を受賞するなど国際的にも高く評

目を終えたクリスマスツリーが、形を変え、街のどこかで再び

価されている。2020年、東京大学先端科学技術
研究センター特任准教授に着任し、ロンドンと東

輝き続けますように。

京をベースにさらに活動の幅を広げている。

記憶に残る聖夜を─
ミッドランドスクエアでこのツリーを眺める時間は、私たちの
人生というタームから考えればほんの一時かもしれません。し
かしその一瞬の接点から生まれた印象や想いは長く心に残り得
るもの。またその作品も保存されることで、記憶は立体的に、
より永続性を増していくことでしょう。数えきれないほどの接

LEXUS DESIGN AWARD 2013を
受賞した「INAHO」。人が近くを
通ると、穂が揺れ、光り始める

点が生まれるであろうミッドランドスクエアのクリスマスイン
世界一高いとされるドバイの
ブルジュ・ハリファなどの外壁に

スタレーションを、今年もどうぞお楽しみください。

巨大なインスタレーションを演出
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【クリスマスツリー】

重なり合う四角いフレームの中で発光体がきらめく
白く、輝く、サステナブルな “ジャングルジムツリー”
2022年度クリスマスツリー
イメージパース

Stay n Touch

MIDLAND CHRISTMAS
2022

Stay in Touch

MIDLAND CHRISTMAS
2022

Stay in Touch

MIDLAND CHRISTMAS
2022

白いアイアンフレームのキューブをいくつも積み

■ 期間／11月9日（水）～12月25日（日）

重ねたツリー。カスタムで作る“光るオーナメン

■ 点灯時間／9:00～23:00
※初日は18:30点灯

ト”で装飾し、白いジャングルジムに雪がゆらゆ

■ 場所／商業棟1F

らと降りそそぐようなやさしく静謐な空間を演出

レクサスギャラリーMIDLAND SQUARE

します。

■ サイズ／高さ約5m×直径約3m

また企画～製作まで、ツリーができあがる様子を
おさめたメイキング映像も会場やYouTubeにて上
映します。
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【ビル外周樹木・植栽イルミネーション】

CO2フリー電力、ボタニカルライト、海洋プラリサイクルなど
SDGsに配慮したサステナブルなイルミネーションを実施
全体を名駅エリアイルミネーションのシャンパンゴールドに統一し、名駅を訪れた人の心を暖かく照ら
します。イルミネーションには、CO2フリー電力を導入。また微生物の力で発電するボタニカルライト
を一部採用したり、リサイクルプラスチックを使用したオーナメントを装飾し、SDGsに貢献します。
■期間／ 2022年11月9日（水）
～2023年2月28日（火）
■時間／17:00～23:00
■場所／＜樹木＞ビル北側・西側・南側
＜植栽＞北側・西側
■電球数／LED約9万球

北側イメージ

廃材プラスチックオーナメント。
ミッドランドスクエアのロゴを
かたどる等で利用

海洋性プラスチック
オーナメント

西側イメージ

B1FシャトルEV前イメージ
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【イベント】

MIDLAND CHRISTMAS 2022
ツリー完成＆LEXUS DESIGN AWARD展 開催記念

アーティスト・スペシャルトーク
今年のクリスマスツリーアーティストであるデザインエンジニアの吉本
英樹さんとITやメディアアートの世界でジャーナリストとしてご活躍の
林信行さんによるスペシャルトーク。ツリー制作に対する思いや制作秘
話、また吉本さんが受賞されたLEXUS DESIGN AWARD2013の受賞作品
紹介等。工学とアートとITの世界を股にかけるお二人のコラボレーショ
ントークをお楽しみください。
吉本英樹氏

■ 期間／11月9日（水）
■ 時間／18:30～19:15
■ 場所／商業棟1F通路および レクサスギャラリーMIDLAND SQUARE
■ 内容／スペシャルトークYouTube公開録画（約30分）
フォトセッション（約15分）
■ 出演／デザインエンジニア Tangent 吉本英樹氏、
ITジャーナリスト 林信行氏、MC 平野裕加里
■ 主催／ミッドランドスクエア
■ 協力／LEXUS
★自由観覧

LEXUS DESIGN AWARD展
- Design for a Better Tomorrow 2013年度受賞者である吉本英樹さんの受賞作品を
レクサスギャラリーにて特別展示
今年のクリスマスツリーアーティストである吉本英樹さんの原点となっ
た国際デザインコンペティション「LEXUS DESIGN AWARD」。デザイ
ンの力で、豊かな社会とより良い未来の創造をめざすこの取り組みを、
日本人受賞者を中心に、実際の作品や映像で紹介します。吉本さんの
LEXUS DESIGN AWARD受賞作「INAHO」もご覧いただけます。

■ 期間／11月9日（水）～12月25日（日）
■ 時間／11:00～20:00
■ 場所／商業棟1F レクサスギャラリーMIDLAND SQUARE
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林信行氏

【イベント】

Käthe Wohlfahrt
ケーテ・ウォルファルト

ドイツのクリスマスが
今年もミッドランドスクエアに登場！
クリスマスツリー発祥の地・ドイツから、今年もクリスマス用品専門店
の「ケーテ･ウォルファルト」がやって来ます。本店のあるローテンブル
クの家々のように、エルツ山地地方の木製品やテーブルデコレーション
など、たくさんの心温まるアイテムをご用意。日本ではまず見られない
デコラティブなガラスボールやフォームグラス等、さまざまなツリーオ
ーナメントを販売いたします。クリスマスの思い出となるお気に入りを
見つけてください。

■ 期間／11月9日（水）～12月22日（木）
■ 時間／11:00～20:00 ※最終日は18:00まで
■ 場所／商業棟B1F アトリウム
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【イベント他】

Martelli POP UP SHOP
■ 日時／11月16日（水） ～22日（火）
11:00～19:00 ※最終日は18:00まで
■ 場所／商業棟2Ｆ イベントスペース
■ 内容／丹念に制作され、洗練された個性を放つハットが魅力の「マッテルリ」。カシミ
ヤやツイード素材のキャスケットやベレー、カチューシャなど、上質なヘッドピースと帽
子のコレクションは、帽子作家・川部雅広によっていずれもなごのキャンパスにあるアト
リエでハンドメイドされています。また、期間中はサイズオーダーも承ります。

金城学院中学校・高等学校クリスマスコンサート
■ 日時／12月24日（土）・25日（日）
①13:00～ハンドベルクワイア ②14:30～弦楽アンサンブル
③16:00～グリークラブ
■ 場所／商業棟 B1Fアトリウム
※コロナの影響により内容変更、中止の場合がございます。詳しくはホームページでご確認ください。

プレミアムマガジン「Winter Book」デジタルブック
■ 日時／2022年11月初旬
■ 場所／公式サイト

https://www.midland-square.com/

■ 内容／会員向けに年4回発行しているプレミアムマガジン「My Story」。11月
発刊の№55冬号特別版“Winter Book ”は、デジタルブック版も作成いたします。
ファッション特集では、2022年10月7日に開業したばかりの「富士スピードウェ
イホテル」も併せてご紹介。また、連載中の「ここにもSDGs@MIDLAND」はフ
ァッション業界に焦点を当てて特集しています。こちらもぜひご覧ください！
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【クリスマス~年末年始 限定商品・限定メニュー（一例） 】
NEW OPEN

＜クリスマスディナー＞

4F

42F

しゃぶしゃぶと焼肉
わにく

エノテーカ
ピンキオーリ

文明

Menu di Natale2022
¥26,400（税込）

¥12,000（税込）

しゃぶしゃぶと焼肉が楽しめる
わにくのメインコース【洗練】等、
各種ご用意。香り高い和出汁で
至極のヒレしゃぶを贅沢に堪能。
11月1日（火）「わにく」の
旗艦店として グランドオープン。

［前菜、魚料理、パスタ、肉料理、
デザート、小菓子、コーヒー］
※写真はイメージです ※2日前までに
要予約 ※12/23～25期間限定（ディナ
ーのみ、2部制）
※別途サービス料10％

＜クリスマスケーキ＞

＜ファッション＞

2F

2F

ビチェリン

ストラスブルゴ

Dolce Natale
（ドルチェ・ナターレ）
¥3,780（税込）

グローブ 税込¥38,500（マッツォレーニ）
ニットキャップ 税込¥22,000（マックジョージ）

キャラメルムース、ミルクムース、コーヒー味の3層からなる
ケーキの中にクルミを散りばめました。
※12/1～予約受付 ※12/23～25期間限定

グローブはイタリアの美学がつまった逸品。ニットキャップは
スコットランド製のニットづくりを貫いています。

＜クリスマスグルメ＞

＜御歳暮・ギフト＞

B1F

B1F

ラスール
オーバカナル

パティスリー
GIN NO MORI

シュトレン
Sサイズ ¥1,800（税込）／Mサイズ￥2,600（税込）

プティボワWinter缶 ¥4,050（税込）

スパイス香る生地にはコニャックとラム酒に漬けたレーズン等のほか
マルコナアーモンドやクルミがぎっしり。
※11/17～12/25期間限定販売※予約も可能
※数量限定、売り切れ次第終了

森のめぐみを詰め込んだ宝石箱のようなクッキー缶「プティボワ」の
冬の期間限定商品。
※数量限定※12/3～2月末の期間限定、毎週土～火曜の週4日間限定販売

＜新春ディナー＞

＜おせち＞

4F

B1F

尾張 三ぶん

富澤商店

冬の味覚 河豚鍋コース ¥6,930（税込）

丹波黒豆 飛切 200g 時価

［前菜、鉄刺、唐揚げ、河豚鍋、河豚雑炊、香の物］
河豚を存分に味わい尽くすコース。各¥2,200（税込）で河豚の白子、
河豚のしゃぶしゃぶを追加できます。
※3日前までに要予約※11/15~2/28期間限定（ディナーのみ）

兵庫県産の丹波黒豆の中でも10.3mm以上の粒だけを選りすぐった
最上品。ふっくらと柔らかに炊きあがる新物は12月上旬から店頭に。
※写真は調理のイメージ
※時価のため価格は変動する場合があります。
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【イベントカレンダー】
日付・曜日

イベント

日付・曜日

イベント

11/1

火

12/1

木

11/2

水

12/2

金

11/3

祝

12/3

土

11/4

金

12/4

日

11/5

土

12/5

月

11/6

日

12/6

火

11/7

月

12/7

水

11/8

火

12/8

木

11/9

水

12/9

金

11/10

木

12/10

土

11/11

金

12/11

日

11/12

土

12/12

月

11/13

日

12/13

火

11/14

月

12/14

水

11/15

火

12/15

木

11/16

水

12/16

金
土

LEXUS展

ケーテ・ウォルファルト

マッテルリ

続き

11/17

木

12/17

11/18

金

12/18

日

11/19

土

12/19

月

11/20

日

12/20

火

11/21

月

12/21

水

11/22

火

12/22

木

11/23

祝

12/23

金

11/24

木

12/24

土

金城学院コンサート

11/25

金

12/25

日

金城学院コンサート

11/26

土

12/26

月

11/27

日

12/27

火

11/28

月

12/28

水

11/29

火

12/29

木

11/30

水

12/30

金

12/31

土

1/1

祝

1/2

月

12/25まで

12/22まで

年末年始営業のご案内
■ 12月30日（金）まで通常営業
※物販11:00～20:00、飲食11:00～23:00 一部店舗除く
■ 12月31日（土）18:00まで営業
※レストランはランチ営業にて終了
■ 2023年1月1日（日・祝） 休業
※ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業
■ 2023年1月2日（月）より通常営業

LEXUS展 ケーテ・ウォルファルト

クリスマスCP終了
※館外イルミは2月28日まで

新年営業開始

※当リリースに記載の情報は予告なく変更となる場合がございます。
また今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、今後開
催予定イベントを中止させていただく場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願い致します。
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