
1

2014年7月１１日

ミッドランドスクエアでは、「ミッドランドスクエア サマーフェスタ 2014」と題し、

大人の夏のお楽しみを４つご用意いたしました。

ぜひ8月、熱くて涼しいミッドランドスクエアへお出掛け下さい。

― 記 ―

ミッドランド流、大人の夏休み。

「「「「MIDLAND SQUARE SUMMER FESTA MIDLAND SQUARE SUMMER FESTA MIDLAND SQUARE SUMMER FESTA MIDLAND SQUARE SUMMER FESTA 2014201420142014」」」」

8/98/98/98/9（（（（土土土土）～）～）～）～17171717（（（（日日日日））））

１１１１．．．．FOOD GARDENFOOD GARDENFOOD GARDENFOOD GARDEN フードガーデンフードガーデンフードガーデンフードガーデン

暑い屋外で冷えたビールや人気フードのキッチンカー登場。

●8/9(土）10（日）16 (土）17（日）

● 11:00～19:00 

●商業棟1F南側広場

2222．．．．SWEETS CAFESWEETS CAFESWEETS CAFESWEETS CAFE スイーツカフェスイーツカフェスイーツカフェスイーツカフェ

館内スイーツサロンの期間限定“セレクトカフェ”が登場。

● 8/9(土）～17（日）

● 11:00～19:00 （L.O18:30）

●商業棟B1Fアトリウム

3333．．．．PREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHT with with with with 浴衣浴衣浴衣浴衣でモエでモエでモエでモエ••••エエエエ••••シャンドンシャンドンシャンドンシャンドン

浴衣で夜景を眺めながら、音楽と、料理、シャンパンをお楽しみ下さい。

● 8/9(土）

● 16:00～22:00

●オフィス棟44Fスカイプロムナード内 「スターダストラウンジ」

4444．．．．MOMOMOMOËËËËT&CHANDONT&CHANDONT&CHANDONT&CHANDONがががが1,0001,0001,0001,000円円円円でででで飲飲飲飲めちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーン

“モエ・エ・シャンドン”を特別価格のグラス1杯1,000円でご提供。

● 8/9(土）・10（日）

●商業棟4Fレストラン

※詳細は次頁以降をご覧下さい。
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１１１１．．．．FOOD GARDENFOOD GARDENFOOD GARDENFOOD GARDEN フードガーデンフードガーデンフードガーデンフードガーデン

名古屋駅地区の地域活性化に向けた

公開空地の利活用施策、初めての試みとして、

ミッドランドスクエア商業棟1F南側広場に、

人気メニューのキッチンカーが登場します。

暑い屋外で冷えたビールや

美味しいフードをお召し上がり下さい。

【日時】 8/9(土）10（日）16 (土）17（日）

11:00～19:00 

【場所】 商業棟1F南側広場

【メニュー】

●キリンビール

キリン社の所有するキッチンカー（ドラフトカー）で、

数種類の生ビールを販売。

フローズン生も販売。

●知多牛バーガー

知多のアメリカンダイナーの名店K`sPIT（ｹｲｽﾞﾋﾟｯﾄ）の

移動販売車。グラマン社の車を使用し、

オリジナルハンバーガーを販売。

●カフェOHESO（オヘソ）

おしゃれなフォルクスワーゲンでドリンクとドーナツを販売。

コーヒー／スムージー／マラサダドーナツなど

●アイスコルネット

浜松発のB級グルメスイーツ。熱々の揚げパンの中に

冷たいソフトクリームの絶妙コラボレーション。

※悪天候時は中止となる場合がございます。
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2222．．．．SWEETS CAFESWEETS CAFESWEETS CAFESWEETS CAFE スイーツカフェスイーツカフェスイーツカフェスイーツカフェ

ミッドランドスクエア商業棟B1Fアトリウムに、

期間限定の“セレクトカフェ”が登場。

ミッドランドスクエア内スイーツサロンの

スペシャルメニューを特設フードコートで

ご注文頂き、お召し上がりいただけます。

【日時】 8/9(土）～17（日）

11:00～19:00 （L.O18:30）

【場所】 商業棟B1Fアトリウム

【主なメニュー】

●ピエール マルコリーニ（税抜）

・コールドショコランブル 600円

・コールドショコランブル シーズン 650円

・アイスアールグレイティー 340円

・アイスコーヒー 340円

・ホットコーヒー 340円

・オレンジジュース 350円

・スクープアイス(チョコレート・バニラ・キャラメル・フランボワーズ・ヘーゼルナッツプラリネ)

シングル 600円 スモールダブル 600円 ダブル 900円

・ソフトショコラ 400円

●ディーン&デルーカ（Mサイズ、税抜）

・アイスコーヒー 340円

・ブレンドコーヒー 340円

・ハニー＆シトラスジンジャー 400円

・ラズベリー＆ライムスパークリング 400円

・ティー 330円

・キッシュロレーヌ 1カット500円

●サロン・ド・モンシェール（税込）

・堂島ロールオンソフトクリーム 432円

・堂島アイスロール（ベリー、フルーツミックス、ショコラベリー、

黒蜜抹茶、マンゴーパインヨールグト） 388円

●モエ・エ・シャンドン(税込) 

・グラス1杯 1,000円

・ボトル 6,000円 予定

※写真はイメージです。
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3333．．．．PREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHTPREMIUM NIGHT with with with with 浴衣浴衣浴衣浴衣でモエでモエでモエでモエ••••エエエエ••••シャンドンシャンドンシャンドンシャンドン

夏の午後、涼しげな浴衣を着て、“シャンパン”で小粋に乾杯。

そんな素敵な場面を、世界中で愛されるシャンパンメゾン

「モエ・エ・シャンドン」と、ミッドランドスクエアが演出します。

サマーフェスタのオープニングを飾る、星空の下の極上パーティー。

地上220m「スターダストラウンジ」にて、

美味しいビュッフェと、フランス人シンガー

「クレモンティーヌ」によるスペシャルライブをお楽しみください。

【日時】 8/9(土） 16:00～22:00

【場所】 オフィス棟44Fスカイプロムナード内

「スターダストラウンジ」

【ゲスト】 クレモンティーヌ

【MC】 松岡ひとみ、杉田芳尚

【DJ】 ZIEZIE, PHANTOM, KSK 

【プログラム】

●16:00 OPEN ～座席フリータイム～

＜第１部＞トーク&DJタイム

・MC／松岡ひとみ＆杉田芳尚

・テーマ／シャンパン、浴衣、映画、音楽等

●17:30 ～座席指定タイム～

●18:00 ＜第2部＞ディナータイム

・着席ビュッフェ

●20:00 ＜第3部＞クレモンティーヌライブ

・アフタードリンク

●21:00 ＜第4部＞〆シャン&DJタイム

～座席フリータイム～

●22:00 CLOSE

【その他出店】（※別途料金）

〇モエ・エ・シャンドン バー

〇ソフトドリンク バー

〇氷屋川久 カクテルかき氷 バー

〇「浴衣でモエ・エ・シャンドン」フォトスポット 他

【ドレスコード】 浴衣

クレモンティーヌ

パリ生まれ。レコードコレクターの父親の影響でジャズ

に囲まれながら育つ。88年ソニーフランスよりデビュ

ー。以来、ジャズ、ポップス、ボサノヴァなど様々なジ

ャンルで数々の作品を発表。日本で最も愛されるフ

ランス人歌手。今までのレコードセールスはトータル

200万枚以上。2010年、「天才バカボン」フランス語

カヴァーなどを収録したアルバム「アニメンティーヌ」

を発表。アマゾン音楽総合ランキング1位獲得などの

話題作となる。最新アルバムは、ディズニーなどファ

ンタジー映画のメロディーで綴った「ドリーム・シネマ -

リラクシング・スタンダード・コレクション-」。

公式サイト

http://www.possion-h.com/cle/

Facebook 

http://www.facebook.com/clementine.jp

松岡ひとみ
杉田芳尚
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【チケット申し込み】

チケットぴあ 「Pコード」 *６２７－１７９*

※上記で検索すれば購入がスムーズになります。

①ウェブ「http://t.pia.jp/」で購入・予約後、

ぴあのお店、サークルK・サンクス、セブンイレブンのいずれかで発券

②電話「0570-02-9999」で予約後、

ぴあのお店、サークルK・サンクス、セブンイレブンのいずれかで発券

③ぴあのお店、サークルK・サンクス、セブンイレブンのいずれかで直接購入

【料金】

●S席 12,000円

（入場料、ミュージックフィー、スペシャル座席指定券、

着席ビュッフェ、シャンパン1ドリンク含む）

●A席 8,000円

（入場料、ミュージックフィー、座席指定券、

着席ビュッフェ、シャンパン1ドリンク含む）

●スタンディング席 3,000円

（入場料、ミュージックフィー、シャンパン1ドリンク含む）

【その他問合せ】

『浴衣でモエ・エ・シャンドン』特設サイト

http://moet.jp/yukata/2014

※整理券NO付の座席指定となります。

※悪天候時は中止となる場合がございます。

※参加条件／20歳以上

お酒のイベントのため、20歳未満は原則としてご入場頂けません。

※写真はイメージです。
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4444．．．．MOMOMOMOËËËËT&CHANDONT&CHANDONT&CHANDONT&CHANDONがががが1,0001,0001,0001,000円円円円でででで飲飲飲飲めちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーンめちゃうキャンペーン

8月9日（土）・10日（日）の2日間、

館内4Fレストランをご利用頂いたお客様には

“モエ・エ・シャンドン”を特別価格の

グラス1杯1,000円でご提供させていただきます。

各店各日先着15名様限定です。

この機会にぜひご利用下さい。

【日時】 8/9(土）・10（日）

【対象店舗】 ミッドランドスクエア4Fレストラン

※お一人様1杯限りとさせて頂きます。

※店舗により別途サービス料が必要となります。

※写真はイメージです。

掲載内容は,予告なく変更となる場合がございます。

予めご了承ください。


