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2018年10月1日 
              ミッドランドスクエア 

ミッドランド・クリスマス2018 
イルミネーション～年末年始イベント実施のご案内   

【タイトル】 

Midland Christmas 2018 
2018年11月7日(水)〜12月25日(火) 
 

【キャッチコピー】 

オトナのトキメキ讃歌。 
 

街のどこかでカウントダウンが始まった時、 
忘れていたピュアなキモチを呼び覚ます、 
2018年、ミッドランド スクエア、 
赤と緑のクリスマス。 
 

【テーマ】 

“ヨーロピアン・クリスマス” 
 

【概要】 
クリスマスの原点に還った、本場ヨーロッパの彩り豊かな 
“ヨーロピアン・クリスマス”を展開。ヨーロッパの歴史・文化・ 
音楽・エンターテインメント・グルメを彷彿とさせる 
ビジュアルや装飾、イベントを行います。 
 
■赤と緑のクリスマスカラーを使った 
  クリスマスデコレーション 
 

■キャンドルライトに模したランタンの飾りを 
  施した赤と緑のクリスマスツリー 
 

■ヨーロッパの風習、アドヴェントカレンダーを 
  模した光のギミック＆ショーウィンドウ 
 

■ヨーロッパの冬の風物詩、ホットワインや 
  小物、雑貨を集めたクリスマス・マーケット 
 

■シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ キュリオス」 
 名古屋公演開催記念イベント開催。 

ミッドランドスクエアでは、クリスマスから年末・年始のシーズンを迎えるにあたり、  
名古屋駅周辺の活性化・賑わいの創出を目的として、周辺樹木へのイルミネーションや

イベントなどを、下記の内容で実施いたします。 

※イメージ 



【装飾】 
 

＜クリスマスツリー＞ 
 

●設置期間…11月7日(水)〜12月25日(火) 
●設置場所…商業棟B1Fアトリウム 
 
オーナメント類をクリスマスらしい「赤」で統一した、高さ
約5mのクリスマスツリー。キャンドルライトを彷彿とさせ
るLEDランタンランプがいくつも吊り下げられます。 
1日数回、館内の照明を暗転。クリスマスBGMを流しな
がら1回10分程度、シャンパンゴールドのLED電飾を
50％から徐々に100％まで点灯します。 
ゆらゆらと暖かな光が揺れるランタンと、音楽に合わせ
てグラデーションする電飾が、クリスマスをドラマチック
に演出します。 
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＜アドヴェントカレンダーパネル＞ 
 

●設置期間…11月7日(水)〜12月25日(火) 
●設置場所…商業棟B1Fアトリウム 
 
アドヴェントカレンダーとは、クリスマス（12月25日）に向けてカウントダウンするカレンダー。ヨーロッパでは、 
家庭やクリスマスマーケット等でアドヴェントカレンダーを飾り、指折り数えるように、日々カウントダウンをして
いく風習があります。 
ミッドランド・クリスマス2018では、大きなクリスマスツリーやステージの背景にアドヴェントカレンダーに模した
バックパネルを配置し、光のギミックが楽しめる覗き穴とお薦めのクリスマスアイテムを展示します。 

ランタンオブジェ 
D135 × W135 × H290 
EN PRO-S 

※イメージ 



【クリスマスマーケット】 
 

冬の風物詩、アドヴェントカレンダーパネルとともに 

賑やかで楽しい”４つのクリスマスマーケット”を開催！ 
 
 

キリストの生誕を祝うクリスマス（12月25日）と、その前4週間の「アドヴェント」と呼ばれるクリスマスを
待つ期間に開催される、ヨーロッパの冬の風物詩です。 
ミッドランド・クリスマス2018では、商業棟B1Fや1F南側広場にて、 
ヨーロッパのクリスマスマーケットさながらのポップアップショップを開催します。 

＜１．北欧屋台クリスマスマーケット＞ 
 

●期間…11月17日（土）～12月3日（月） 
      11：00〜20：00 
 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
 
北欧のさまざまなブランドやショップが集まって、お祭りのように楽しめるイベント型
期間限定ショップ「北欧屋台」がクリスマスマーケットを開催。 
フィンランドを代表するマリメッコやフィンレイソンなど、カラフルなデザインの北欧
雑貨やファブリック、ムーミンやリサ・ラーソンなどの人気キャラクターグッズの新
作、話題の北欧フードなど、クリスマスの飾りつけやギフトにもぴったりな豊富な品
揃えで、皆さまをお待ちしております。 
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※写真は全てイメージです 



＜2．ウィーン・マーケット＞ 
 

●期間…12月7日（金）・8日（土）・9日（日） 
      11：00〜20：00 
●場所…商業棟B1Fアトリウム、エスカレーター横三角スペース 
 
ドナウ川沿いに発達したオーストリア共和国の首都、ウィーン。西
部にはウィーンの森があり、音楽の都として名高い町です。来年、
日本オーストリア友好150周年を迎えます。 この美しい古都、
ウィーンの衣食住、文化、観光地、エンターテインメントを紹介し
ながら、ウィーンをテーマにしたクリスマスイベントを開催します。 
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■PERZY 
「スノードーム」 
オーストリア・ウィーンにある創業1900
年の世界最古のスノーグローブメーカー
のポップアップショップを実施。 

■エイ・ダヴリュー・エイ  
「ワインバー」 
「株式会社エイ・ダヴリュー・エイ」 運営によるオーストリアワイン
バー。クリスマス・マーケットらしいホットワインもご用意。ハム、蜂
蜜等の販売もあります。 

■オープニング 
テープカット 
初日の12/7には、駐日 
オーストリア大使や在名古屋
オーストリア名誉領事を 
お迎えし、テープカット実施。
オーストリア観光PRコーナー
も予定。 

■クラシックコンサート 
オーストリアのクラシックに詳し
い「マイ・ルスト商会」プロデュ
ースによるクラシックコンサート
を実施。名フィル奏者を含む
メンバーでモーツァルト、シュ
ーベルトなどウィーンにちなん
だ楽を曲演奏予定。 

※写真は全てイメージです 

■ラスプ  
「スパイスデコレーション」 
ザルツブルクの伝統工芸品、シナモン
やクローブの香りも楽しめるスパイスを
使ったリースやオーナメント。 



＜3．冬の雑貨マーケット＞ 
 

●期間…12月10日（月）～25日（火） 
          ※開催期間は店ごとに異なります         

      11：00〜20：00 
●場所…商業棟B1Fアトリウム、 
      エスカレーター横三角スペース 
 
クリスマスや新しい年を迎えるため、暮らしに彩り
を添える可愛いインテリア雑貨や小物たち、また
冬の食卓のためのテーブルウェアなど、ギフトにも
喜ばれるアイテムをご用意。ヨーロッパさながらの
ホットワインバーと共に楽しいクリスマスマーケット
を開催します。 
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■PERZY 
「スノードーム」 
オーストリア・ウィーンにある
創業1900年の世界最古の
スノーグローブメーカーのポ
ップアップショップを実施。 
 (23日まで） 

■株式会社トライ 
 「マトリョシカ」 
ロシア民芸品のマトリョシカを
中心に、ストラップ、マグネッ
ト等、クリスマスプレゼントとな
る雑貨類をご用意します。 
（25日まで） 

■株式会社トライ 
「ロマノフ」 
ヨーロッパのクリスマス市で
見かけるキャンドルハウスや
キャンドル等を販売します。
全て職人の手作りです。 
（25日まで） 

■SORA グループ 
「ホットワインバー」 
「SORAグループ」運営によるホットワイン、
ビール、スナックフード等の有料バー。 
またホットワインのためのミッドランド・クリスマ
ス2018オリジナルカップもご用意。ご注文の
お客様はお持ち帰り頂けます。 (23日まで） 

 

■マルミツポテリ  
ポップアップショップ 
愛知県瀬戸市にある、磁器・半磁器・ガラス
などの食器、キッチン用品を企画・販売する
ブランド。冬の食卓を楽しく装うテーブルウェ
アがいっぱいです。 
（22日まで） 

※写真は全てイメージです 

■ラスプ  
「スパイスデコレーション」 
ザルツブルクの伝統工芸品、 
シナモンやクローブの香りも 
楽しめるスパイスを使った 
リースやオーナメント。 
（23日まで） 



6 

●期間…12月15日(土)～25日(火)   
       

●時間…平日 16:00～20:00 
     土日 11:00～20:00 （予定） 
 
●場所…商業棟1F南側広場 
 
アクセサリーや服、雑貨やクラフト・家具、そしてアートや写真・イラストなど。オールジャンルが揃う、 
東海地方最大の「つくるひと」のお祭り『クリエーターズマーケット』から、 
クリスマスにちなんだアーティストが一堂に集まるクリスマスマーケット。 
 
広場の中央には高さ4.5mのシンボリックなクリスマスツリーを設置し、 
そこへ向かってブースから電飾が連なります。 
 
名駅通側には、オーナメントとタイトルが光るゲート。 
ドイツの小さな村のクリスマスマーケットの世界がそこに広がります。 

＜4．クリエーターが集うクリスマスマーケット   
        supported by クリエーターズマーケット＞ 

※写真は全てイメージです 
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【イベント】 
 

シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ キュリオス」名古屋公演開催記念 

トークショー 
珠玉のサーカス・エンターテインメント、シルク・ドゥ・ソレイユ創設30周年記念作品「キュリオス」名古屋公演に合わせ、 
スペシャルサポータートークショーを開催します。 

『ダイハツ キュリオス 名古屋公演』 
 

シルク・ドゥ・ソレイユ30年の集大成。珠玉のサーカス・エンターテインメントが名古屋にやってくる！「キュリオス」は、「好奇心」「骨董
品」という意味を持つ言葉。舞台は19世紀の産業革命の時代を彷彿させながら、近未来を感じる雰囲気。目に見えない世界が存在
すると信じているシーカー（主人公）が、あちこちから集めた骨董品などのコレクションの中から間に合わせのアイテムで作った機械の
世界に足を踏み入れるところからストーリーが始まる。風変りなキャラクターたちが主人公の想像力を刺激しようと、詩やユーモアで世
界をひっくり返そうとした時、骨董品たちが目の前で命を宿していく。想像力を信じて自分の心を解き放つ時、私たちは不思議の世界
へと通じる扉を開けることができるかもしれない。11時11分から始まる、わずか1分間の大冒険をお楽しみください。 
 

【日程】11月22日（木）～2019年1月27日(日）全93公演 
【会場】名古屋ビッグトップ（ナゴヤドーム北） 
【お問合せ】キュリオス名古屋公演事務局 0570-02-0099（10:00～18:00[12/31・2019/1/1除く]） 
【名古屋公演公式HP】http://booktickets.pia.jp/kurios-nagoya/ 

＜トークショー＞ ★トークショーゲストは１０月下旬発表！ 
●日程…11月11日（日） 
●場所…商業棟B1Fアトリウム ※プレミアムシートは抽選 
 
 

＜フォトスポット他、装飾＞ 
●期間…11月9日（金）～12月25日（火） ※一部、名古屋公演前まで 

●場所…2Fメンバーズカード事務局横 
●内容…ジャイアントビッグハンド（レプリカ） 、衣装展示、コミックアクトからボールとシーソー（レプリカ）、 
      演目紹介パネル、顔出しパネル、AR対応ポスター（予定） 
      ※展示場所や内容は、変更する場合がございます。 

Photo: Martin Girard / shootstudio.ca © 2014 
Cirque du Soleil  

Photos: Martin Girard, Pierre 
Manning / shootstudio.ca © 
2014 Cirque du Soleil 

カオス・シンクロ1900（オープニング） コントーション 



【ビル外周樹木・植栽LEDイルミネーション】 
 
シャンパンゴールド1色のLEDで統一感のあるイルミネーションロードを演出します。 
 

●期間…2018年11月7日(水)～ 2019年2月3日（日）  
●場所…＜樹木＞ビル西側・南側・北側・東側 ＜植栽＞ 北側・西側 
●時間…17：00～23：00  
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【ミッドランドスクエア東側】樹木13本 
 約26,000球  

【ミッドランドスクエア北側】 樹木11本／植栽 
 約35,100球  

【ミッドランドスクエア西側】 樹木9本／植栽 
 約25,300球  

【ミッドランドスクエア南側・名駅通】 樹木11本 
 約22,000球  

※イメージ 



【ミッドランド・ストリート イルミネーション】 
 
シャンパンゴールド1色のLEDで統一感のあるイルミネーションロードを演出します。 
 

●期間…2018年11月7日(水)～ 2019年2月3日（日）  
●場所…ビル西側・南側・北側 
●時間…17：00～23：00  
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【ビル西側／ミッドランドストリート】  

※イメージ 

【ビル北側／オフィス棟B1F シャトルEV前】 
シャンパンゴールドのイルミネーション 

【ビル南側／商業棟B1F 段々花壇】 
シャンパンゴールドのLEDを展開   

NEW 

NEW 

ゴールドのブッシュ装飾を天井
面の部分部分にバランスよく
配置し、ストリングスをランダム
に装飾します。 
ブッシュモチーフに乱反射した
光が広がり、黄金の草原が天
井面に広がります。 

階段の段差を利用し、黄金の光る草原を表現します。 
ブッシュの装飾にストリングスをランダムに配置し、 
乱反射した光が、まるで光る草原の様に輝きます。 
電球色で統一し、高級感と上品さを演出します。 

昨年同様、シャンパンゴールドのイルミネーションを
展開。 
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【クリスマスツリー】 
 
地上エリアと共に、館内各所にシャンパンゴールドをメインとしたイルミネーション、ツリーを展開 
 

●期間…11月7日(水)〜12月25日(火) ※植栽 2月3日（日）まで 
●時間…館内／9：00～23：00 ※ｵﾌｨｽ棟41F・42F通路／10：30～23:00 
      ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ／11：00～22:00 
      B1Fｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ・北側・西側植栽／17：00～23：00 

【オフィス棟 
1Fロビー】  

【オフィス棟41F/42F】 

【商業棟 
4F休憩スペース】 

【オフィス棟44F スカイプロムナード】 

【オフィス棟 
B1F・1F EV前】  

【商業棟 
2F休憩スペース】 

【商業棟 吹抜け周り】 
LEDガーランド  

NEW 

※イメージ 

NEW 



日程 施策 

12/1（土） 北欧屋台クリスマスマーケット     

12/2（日） 北欧屋台クリスマスマーケット 

12/3（月） 北欧屋台クリスマスマーケット 

12/4（火） 

12/5（水） アトリウムコンサート 

12/6（木） アトリウムコンサート 

12/7（金） ウィーン・マーケット、テープカット（～12/9） 

12/8（土） ウィーン・マーケット 

12/9（日） ウィーン・マーケット 

12/10（月） 冬の雑貨マーケット（～12/25） 

12/11（火） 冬の雑貨マーケット 

12/12（水） 冬の雑貨マーケット 

12/13（木） 冬の雑貨マーケット 

12/14（金） 冬の雑貨マーケット 

12/15（土） 冬の雑貨マーケット 

クリエイターが集うクリスマスマーケット（～12/25） 

12/16（日） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/17（月） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/18（火） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/19（水） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/20（木） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/21（金） 冬の雑貨マーケット 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/22（土） 冬の雑貨マーケット ※マルミツポテリ先行終了 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/23（日） 冬の雑貨マーケット ※ラスプ、PERZY先行終了 
クリエイターが集うクリスマスマーケット 

12/24（振） 冬の雑貨マーケット、クリエイターが集うクリスマスマーケット 

金城学院クリスマスコンサート（24・25） 

12/25（火） 冬の雑貨マーケット、クリエイターが集うクリスマスマーケット 
金城学院クリスマスコンサート、館内装飾、キュリオス装飾終了 

12/26（水） 

12/27（木） 

12/28（金） 

12/29（土） 

12/30（日） 

12/31（月） 大晦日 18:00に閉館 ※レストランはランチにて終了 
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日程 施策 

11/1（木） 

11/2（金） 

11/3（土） 

11/4（日） 

11/5（月） 

11/6（火） 

11/7（水）  
クリスマス館内装飾（～12/25）、イルミネーション（~2/3） 

11/8（木） 

11/9（金） キュリオス装飾、フォトスポット他（～12/25 ※一部～11/21） 

11/10（土） アトリウムコンサート 

11/11（日） キュリオストークショー 

11/12（月） アトリウムコンサート 

11/13（火） アトリウムコンサート 

11/14（水） アトリウムコンサート 

11/15（木） アトリウムコンサート 

11/16（金） アトリウムコンサート 

11/17（土） 北欧屋台クリスマスマーケット（～12/3）                                                 

11/18（日） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/19（祝） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/20（火） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/21（水） 北欧屋台 ※キュリオス装飾一部終了 

11/22（木） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/23（金） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/24（土） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/25（日） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/26（月） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/27（火） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/28（水） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/29（木） 北欧屋台クリスマスマーケット 

11/30（金） 北欧屋台クリスマスマーケット 

【イベントカレンダー】 

11/7 ミッドランド・クリスマス2018スタート 

12/25 ミッドランド・クリスマス2018終了 



【恒例イベント】 
 

＜アトリウムコンサート＞ 
●日時… 11月10日(土) 
       ①13：30～ ②15：00～ ③17：00～ ④18：00～ 
 
       11月12日(月）、13（火）、14(水）、15（木）、16（金） 
       12月5日(水）、6日(木） 
       ①17:00～  ②18:00～ 
●場所…商業棟B1Ｆアトリウム 
●内容…ミッドランドスクエア恒例のミニコンサートです。 
 

＜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（月・振休） 
      ①14：30～ ②15：30～ ③16：30〜 
 
      12月25日（火） 
      ①13：30～  ②14：30～ ③15：30～ 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●内容…金城学院中学校・高等学校の生徒による、クリスマスにふさわしい 
      ハンドベルクワイア・弦楽アンサンブル・グリークラブの演奏。 
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「年末年始営業のご案内」 
 
●12月30日（日）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（月）18:00まで営業 ※レストランはランチ営業にて終了 
 
●2019年1月1日（火・祝） 休業 ※ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業 
 
●2019年1月2日（水）より通常営業 

上記は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

その他、年末年始のイベントは後日、プレスリリースさせていただきます。 


