
2019年10月17日
ミッドランドスクエア

「ミッドランド・クリスマス２０１９」
～アートツリー、イルミネーション、LIVE、クリスマスマーケットなど開催～

【新店ご案内】紳士靴ブランド「三陽山長」11月6日（水）オープニングイベント開催

ミッドランドスクエアでは11月6日（水）～12月25日（水）、「ミッドランド・クリスマス2019～ホワイト・

ファンタジア～」を開催いたします。ツァイ・シャオチー＆吉川公野(よしかわ・きみや)両氏のインスタレー

ションにより館内を幻想的に装飾。イルミネーション点灯式、当館初の試みとなるバンド編成ライブ、各

ショップ・レストランでの特別セール等のオープニングイベントをはじめ、期間限定でクリスマスマーケット

「ケーテ・ウォルファルト」が出店するなど、クリスマス～年末年始のミッドランドスクエアは、イベント盛

り沢山でお客様をお迎えいたします。

【タイトル】

Midland Christmas 2019
2019年11月6日（水）～12月25日（水）

【テーマ＆ビジュアル】

“White Fantasia”

【キャッチ＆リード】

まっしろな
雪の音楽隊が
やってくる。

遠くからメロディがきこえ
すゞやかな瞳の君と出逢って。

ぼくたちは
雪が音楽を奏でる
しろい世界に舞いおりた。

聖なる夜にあらわれる
それは、ホワイト・ファンタジア。
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【館内クリスマス・インスタレーション】

ファンタジックなホワイト・クリスマスのアートツリーが登場！

ロンドン在住のアーティスト、ツァイ・シャオチー＆吉川公野夫妻が、“ホワイト・ファンタジア”をテ
ーマにアイコニックなオリジナルモチーフをアレンジ。雪の降る情景をイメージしながら、 “雪の結晶”
や“雪の精”などからインスパイアされた、斬新で幻想的な美しい雪景色を表現します。

■期間／2019年11月6日（水）～12月25日（水）

■場所／商業棟B1Fアトリウム

クリスマスツリー

アルミ、ネオプレン、パースペックスを使用した
高さ約5mのアートツリー。１日数回、約３～５
分程度、ファンタジックな音楽とともに、色とり
どりに照明が変化します。（予定）
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※イメージパース

世界的に名を知られるロイヤルカレッジオブアートで台湾出身のツァイ・シャオチーはテキスタイルを、愛知県常滑出身の吉川
公野は彫刻を学び、2006年に修了した後、共同制作を始める。2007年のHarvey Nichols（ハーヴェイ・ニコルズ）のショーウイ
ンドウ7面を飾り上げた作品「Futuristic Flowers」など、数多くのコミッションと展覧会をヨーロッパ、東南アジアなどで開催
。ロンドンチャイナタウンでの野外常設作品The Lionは、2009年度のイギリス内での卓越したパブリックアートとしてマーシュ
アワードを受賞。2016年11月にはロンドンウエストミンスター国会議事堂の正面に建つセントトーマス病院に27mの可動性をも
つ立体作品2点を設置。国内外で発表を続けている。

クリスマスインスタレーション アーティスト

蔡筱淇（ツァイ・シャオチー） Hsiao-Chi Tsai

吉川公野（よしかわきみや） Kimiya Yoshikawa

アートパーツ

※イメージパース

天井吊りアート



※イメージパース
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【商業棟1F西口エントランス】

ミッドランド初の試み。
メインエントランスもアートで
お迎えします。

商業棟1Fメインエントランスも同様にアートで飾ります。

■期間／2019年11月6日（水）～12月25日（水）

■場所／商業棟西側メインエントランス

■時間／17:00～23:00 ※初日は18:30～



【ビル外周樹木・植栽イルミネーション】

上品なゴールド・ジュエリーのように輝くイルミネーション。

ビル外周は、ゴールドをベースに、宝石のように繊細にきらめく、約11万球のLEDを点灯。
人々の目を引き付ける上品で華やかな光を灯し、ビルに輝きを添えます。

■期間／2019年11月6日（水）～2020年2月14日（金）

■場所／＜樹木＞ビル北側・西側・南側 ＜植栽＞北側・西側

■時間／17:00～23:00 ※初日は18:30～

【ミッドランドスクエア北側】樹木11本／植栽
LED約26,500球＋ビーズinボール

【ミッドランドスクエア西側】樹木9本／植栽
LED約40,300球＋ビーズinボール

【ミッドランドスクエア南側＆名駅通】
樹木11本／植栽
LED約19,500球＋ビーズinボール

ビーズinボール

※イメージパース
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※イメージパース

【ビル北側／オフィス棟B1FシャトルEV前】
LED約3,400球

【ビル南側／商業棟B1F段々花壇】
LED約5,500球
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【その他クリスマス・ツリー等】

ホワイトカラーを基調としたツリーを館内各所に装飾。

ホワイトカラーを基調とした海外オーナメントを新たに取り入れ、
上品で華やかなツリーを演出いたします。

■期間／2019年11月6日（水）～2019年12月25日（水）

■場所／オフィス棟・商業棟各所

■時間／館内9：00～23：00、オフィス棟41F・42F通路11:00～23:00、

44Fスカイプロムナード11:00～22:00 ※初日は18:30～

【オフィス棟44F
スカイプロムナード】

【オフィス棟1Fロビー】

【オフィス棟42F】
【商業棟4F
休憩スペース】

【商業棟
その他各所】



【点灯式＆オープニングイベント】

ミッドランド・クリスマス2019
“ホワイト・ファンタジア”

ZIP-FM presents ビッケブランカ
オープニングスペシャルライブ

“ミッドランドスクエアがライブハウスになる!”

今年も名古屋駅エリアの商業施設が協力し、名駅通りを中心にウィ
ンターイルミネーションを一斉点灯します。
ミッドランドスクエアではそのオープニングイベントとして、地元
出身アーティスト、ビッケブランカを迎え、イルミネーションのス
イッチオンを担当いただくと共に、バンド編成でのスペシャルライ
ブを開催いたします。

■日時／11月6日（水）

点灯式18:10～18:30 ライブ20:30～21:00頃

■場所／商業棟B1Fアトリウム

★自由観覧

（※一部優先観覧エリアは、ご当選の会員ご招待）

《プログラム（予定）》

18:10 オープニングトーク
＜出演＞
○NEW OPEN「三陽山長」紹介 モデル／櫻井貴史
○インスタレーションアーティスト

／蔡筱淇（ツァイ・シャオチー）＆吉川公野
○ライブゲスト／ビッケブランカ ほか

18:30 名駅周辺のクリスマスイルミネーションが一斉点灯
○点灯式 スイッチオン ビッケブランカ

18:35 ナイトショッピング＆館内シャンパンサービス等を実施
○各店で特別セール、イベント、ケータリング等を実施
○レストラン・カフェでは特別メニューをスペシャル価格で提供
○NEW OPEN 「三陽山長」（3F）記念イベント実施
○2Fサービスカウンター横でモエ・エ・シャンドンバー
○3Fにてツアーグッズ抽選会およびケミカルライトプレゼント

※無くなり次第終了

20:30 ミッドランドスクエア初のバンド編成ライブ
ZIP-FM presents ビッケブランカ オープニングスペシャルライブ

21:00 終了

2016年ミニ・アルバム「Slave of Love」
でメジャーデビュー。2018年2ndアルバム
収録曲『まっしろ』がドラマの挿入歌に起
用され、スマッシュヒットを記録。サブス
クリプション音楽サービス"Spotify"のTV
CM曲として起用された3rdシングル「Ca
Va?」がCM好感度トップ10入を果たし、
各所で大きな話題となる。

シンガーソングライター

ビッケブランカ
Vickeblanka

小林拓一郎
Takuichiro 
Kobayashi

高木マーガレット
Takagi 
Margaret

MC
ZIP-FM
ミュージックナビゲーター
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【NEW OPEN】

ミッドランドスクエア 3F ファッションフロアに

紳士靴ブランド「三陽山長」オープン！
11月6日（水）、オープニングイベント開催。

日本の職人が誇る「匠」の「技」と「粋」。

2019年11月6日（水）11時、ミッドランドスクエア商業棟3Fに、紳士靴ブランド「三陽山長」がオープ
ンいたします。「ジャパン・プレミアム・ファッションカンパニー」をめざす三陽商会の紳士靴ブランド
「三陽山長」は、世界最良の素材を駆使し、日本の職人が誇る匠の技による物作りで、「和」をベースと
したオリジナルテイストを提案している、紳士靴を中心とした日本発高級靴ブランドです。
2001年の創立当時より“品質本位”を理念とし、末永く愛用できる製品を作り続けています。
名古屋エリア初の旗艦店としてオープンするミッドランドスクエア店は、「和」をテーマとした店舗デザ
インで、大人が落ち着く心地よさを演出。「和」は日本の持つ、歴史・伝統・技術などの凛とした美意識
と同時に、人と人の繋がりを意味します。ゆったりとお買い物を楽しんでいただけるリッチなコミュニケ
ーションスペースを提案いたします。

【店舗概要】

■店舗名称：三陽山長ミッドランドスクエア店

■住所：愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3階

■面積：約32坪

■オープン日：2019年11月6日（水）

■展開店舗：全国計7店舗（ミッドランドスクエア含め8店舗）

■三陽山長公式WEBサイト：http://www.sanyoyamacho.com/

《オープニングイベント（予定）》

16:00 プレスプレビュー

18:10 B1Fアトリウムにてオープニングトーク

18:30 ○ご来店のお客様に愛知県にゆかりのある
日本酒1杯サービス&オリジナル升プレゼント

○商品ご購入のお客様に
シューケアクリームプレゼント(無くなり次第終了)

○ミッドランドスクエア店舗限定商品
「源四郎」販売

(素材：コードバン／色：ネイビー、ブラウン
￥150,000＋TAX)

19:00 モデル櫻井貴史、三陽山長 猿渡企画課長（三陽商会）、
シューケアティーチング専任講師 北川貴之氏（R&D）
の3名による靴磨きの実演およびフリートーク(30分）

20:00 終了
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※イメージパース

櫻井貴史
Takashi Sakurai

Model

ミッドランドスクエア
店舗限定商品「源四郎」



【シャンパン・バー】

NEW『モエ・エ・シャンドン モエアンペリアル
150年アニバーサリー ゴールド』期間限定バー

アニバーサリーボトルの期間限定バーがオープン！

2019年、世界で最も愛されているシャンパン、モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルは誕生150周年を迎
えました。モエ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンをこよなく愛した皇帝ナポレオン1世の生誕100年を
記念し、皇帝(アンペリアル)の名を冠して誕生しました。

その150年アニバーサリーという極めて大切な節目を記念し、6月に発売された第一弾 アニバーサリー ボト
ルに続き、第二弾として「モエ アンペリアル 150年 アニバーサリー ゴールド」が発売されます。

優雅さと華やかさをまとったゴールドに煌めくボトルには、名誉ある「 Impérial (皇帝)」の頭文字「 Ⅰ 」
が刻まれ、ホリデーシーズンを彩ります。《2019年9月25日（水）より全国の主要酒販店にて順次発売》

そのアニバーサリーボトルのバーを期間限定でオープンいたします。

■期間／11月1日（金）～10日（日）

■時間／13:00～20:00

■場所／商業棟2Fメンバーズカウンター横

＜有料＞ 1杯 1,000円（税込）

SPECIAL PLAN ★ 11月6日（水）点灯式＆オープニングイベント特別サービス

18時～21時まで、ミッドランドスクエアメンバーズカード会員様に、1杯サービス。

お酒の飲めない方のためにノンアルコールもご用意いたしております。 ※無くなり次第終了
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モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル
150年 アニバーサリー ゴールド
商品名：モエ アンペリアル 150年 アニバーサリー ゴールド
希望小売価格：6,500 円（税別）
店頭販売開始日：9月25日（水）より順次販売開始
ブレンド(アッサンブラージュ)：シャルドネ 20-30％、
ピノ・ノワール 30-40％、ムニエ 30-40％
ドザージュ：7.0 ～ 9.0 g/l
セラーでの熟成期間：24ヵ月
内容量：750ml



【クリスマスマーケット】

『Käthe Wohlfahrt ケーテ・ウォルファルト』

ドイツのクリスマスがミッドランドスクエアに登場！

クリスマスデコレーションの本場ドイツから、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。クリスマスツリー発祥の地ドイツには、
様々な素材のオーナメントが豊富。そして心温まる木製の装飾品やテーブル
デコレーションまで。たくさんの品揃えから、今年の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22日（金）～12月22日（日）

●時間／11:00～20:00（最終日は18:00にて終了）

●場所／商業棟B1Fアトリウム

【ミッドランドスクエアのクリスマスマーケット・ショップに関して】

今年のミッドランドのクリスマスのテーマ「ホワイト・ファンタジア」に沿い、ホワ
イトとブルーを基調のショップにいたしました。本店のあるローテンブルクの家並み
のような家々の中に、上記の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
、それぞれ違った商品を展開していきます。ショップの中央にはツリーを配置し、日
本の他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も沢山ご用
意しました。ぜひその輝きをご覧ください。その周辺には様々なツリーオーナメント
を配置します。
数多くの品揃えから、あなたの、そして我家のクリスマスに毎年欠かせない愛着の湧
くクリスマスのお飾りをお求めいただきたいと願っています。

【今年のイチオシアイテム】

いずれもケーテ･オリジナル商品から
○限定版キンダートラウム クリスマスの季節シリーズ

ケーテがお届けする最高峰の木工品。木製のお人形に細密画を施した限定生産品。
クリスマスを間近に控えた華やぐクリスマスマーケットと人々の様子を、
綿密な筆遣いでノスタルジックに表現しました。

○卵形のお香人形「スモーキー」
クリスマスのスモーキー、職業スモーキー、アニマルスモーキーなどありますが、
今年のスモーキー･オブ・ザ・イヤーは「クリスマスのリス」です。

○フォームグラス「ガラスのポエジー」
楽器、鳥、動物、スノーマン、サンタクロースなど、可愛いものからエレガントな
ものまで。口吹きガラスに彩色を施したハンドメイド。キラキラと輝きます。

○毎年集めるのが嬉しくなる「楽しい雪の日」コレクティブル
ドイツのクリスマスマーケットをジオラマ風に再現した木製のお人形シリーズ。
毎年少しずつ集める楽しみが広がります。

○木製オーナメントシリーズ「カントリー」「フロスティー」「ウィンター」など
小さな木のパーツを丹念に組み合わせ彩色したミニチュアです。毎年増やして、
大事にツリーに飾りましょう。
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参考資料）『Käthe Wohlfahrt ケーテ・ウォルファルト』について

【歴史】

1964年 創業(シュツッツガルト近郊のHerrnbergへレンベルクにて)
1977年 ローテンブルクに通年営業のクリスマスショップを開店
1981年 現在の本店「クリスマスビレッジ」を開店
2000年 本店2階に「ドイツ･クリスマス博物館」を開設

【こだわり】

ドイツには伝統的なクリスマス装飾品が豊富にあります。その装飾品をはじめクリスマスプレゼンとな
る品物は、ドイツ各地を賑わすクリスマスマーケットで11月末からクリスマスにかけて売り出されます
。そこに集い、ショッピングを楽しみ、またともに語り合いグリューワインを楽しむ社交の場として、
クリスマスマーケットはドイツ人にとっては欠かせない冬の風物詩です。
世界中からローテンブルクにいらっしゃる方々に、ドイツを代表する民芸品でもあるクリスマス装飾品
を、クリスマスマーケットの楽しさの中でショッピングしてもらいたい、という思いでケーテ･ウォル
ファルトのクリスマスビレッジは誕生しました。
ドイツはクリスマスツリー発祥の地として、様々な素材のオーナメントがありますし、エルツ山地地方
の木製民芸品としてクリスマスピラミッド、クルミ割り人形、お香人形、窓辺に飾るシュビップボーゲ
ンなどは世界中の方に愛されています。
ケーテ･ウォルファルトの品揃えの中でも、ケーテ･オリジナル商品は重要な地位を占めています。他で
は見られないカラフルでアットホームな、そして高品質な品物を、ぜひ一度お手にとってお確かめいた
だきたいと思います。一過性でない、長く皆様に、ご家族に愛される商品を提供してまいります。
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【その他クリスマスイベント】

「北欧屋台」

■日時／11月8日（金）～11月13日（水） 11:00～20:00
（※初日12時オープン、最終日16時クローズ）

■場所／商業棟B1Ｆアトリウム
■内容／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」。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。

「フルーツサンド ダイワスーパー」

■日時／12月4日（水）～7日（土）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Ｆエスカレーター横
■内容／夏の出店で好評だったダイワスーパーがまたミッドランドスク
エアにやって来ます。インスタグラムで話題！岡崎発、“八百屋が作る、
本気のフルーツサンド” 。イチジク、キウイフルーツなど、旬のフルーツ
がごろっとたっぷり入っています。※売り切れ次第、終了となります。

「ユーハイム」

■日時／12月8日（日）～14日（土）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Ｆエスカレーター横
■内容／1909年、創始者カール・ユーハイムが当時ドイツの租借地で
あった中国・青島の菓子・喫茶の店から独立創業。1919年には創始者の
カール・ユーハイムが日本で初めてドイツ菓子「バウムクーヘン」を焼
きあげました。ユーハイムのお菓子づくりの基本は“まっすぐなおいし
さ”です。母親が子供や家族に安心して食べてもらえるお菓子をつくるよ
うに、不必要な食品添加物を使用しない「まっすぐ」な菓子づくりを理
念としています。クリスマスならではのお菓子や期間限定パッケージの
商品をご用意しております。

「ローテ・ローゼ」

■日時／ 12月8日（日）～14日（土） 11:00～20:00
■場所／商業棟B1Ｆエスカレーター横
■内容／神戸・北野町にあるドイツワイン専門店「ローテ・ローゼ」。
ドイツの小規模ワイナリーを中心に約200種類のワインをドイツより直輸
入しています。毎年ワイナリーを訪問し、実際にテイスティングをして
買いつけるスタイルを創業以来41年間守り続けています。ドイツを代表
する品種「リースリング」の白ワインや、国内外で評価が高い赤ワイン、
伝統的な甘口ワインなどをご用意。クリスマスの定番「グリューヴァイ
ン」も販売します。
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【その他クリスマスイベント】

「カフェオウザン」

■日時／12月15日（日）～25日（水）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Ｆエスカレーター横
■内容／東京都内で4店舗を展開している、「CAFE OHZAN」。
“スウィーツは可愛く”が、OHZANのお菓子づくりの信条です。
すべて職人の手作業でひとつひとつ大切に作られた宝石のようなス
ウィーツ。良質小麦、良質バターを使った風味豊かな生地に濃厚な
チョコレートでコーティング。1989年の創業以来、こだわり抜いた
素材を大切に、 ひとつひとつ丁寧に作り続けています。
※店舗（銀座三越店 日本橋三越店 池袋東武店 二子玉川東急店）

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」

■日時／12月15日（日）～25日（水）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Ｆエスカレーター横
■内容／「ガナッシュの魔術師」と称えられる創始者ロベール・ラ
ンクスにより、1977年に フォブール・サントノレ通りに誕生した
高級チョコレート専門店。なめらかな口溶けと 繊細な味わいは、
チョコレートの最高峰ブランドとして、世界的に高く評価されてい
ます。現在は、長年に亘りランクスの右腕として活躍してきた
M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）保持者の二コラ・クロワゾー
がその細やかな感性とチョコレートに専心する情熱で、クリエイ
ティブでアーティスティックな作品を絶え間なく追求し続けていま
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（火）・ 12月25日（水）
①14:30～ ②15:30～ ③16:30～

■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、
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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【クリスマス~年末年始 限定商品・限定メニュー（一例）】

【クリスマス限定品】
3F
フェリージセレクション
L.バッグ（小）￥74,520
（税込）

【クリスマスファッション】
3F
ジョンスメドレー
左：メンズ／ニット（
ASTER）￥37,400、右：レ
ディス／ニット（A4361）
￥35,200（税込）

【クリスマスケーキ】
B1F
ピエールマルコリーニ
ノエルドゥピエール2019
￥6,588（税込）

メンズは細いピッチのボーダーが上品な印象。レディスは5色のボーダー
カラーでコーディネートが楽しめます。どちらもクリスマスシーズンにふ
さわしい華やかなニットです。

ムートン素材の面と羊毛面をリバーシブルで使えるバッグがフェ
リージにお目見えしました。トレンドのカフェオレ色はコーディ
ネートのポイントに。

なめらかなオリジナルクーベルチュールのムースと、ほろ苦さ残る大人の
キャラメルソースが見事に調和した贅沢なケーキ。食感のアクセントにク
ルミのヌガーを忍ばせて。
※要予約※予約受付中
※数量限定、売り切れ次第終了（引き渡し期間：12/15～25）

真っ白なレアチーズのムースにブルーベリーを合わせました。
トッピングのブルーベリーにはキラリと星が光ります。
※11/20～予約受付（引き渡し期間：12/21～25）
※当日販売あり

【クリスマスケーキ】
2F
ビチェリン
クリスマスケーキ
￥4,320（税込）

【期間限定メニュー】
4F  ロースター
クリスマスコース 全8品
￥12,000（税サ込）

炭焼きならではの香ばしさをまとった料理の数々。皿の上に広がるアート
な景色にときめき、五感を刺激します。
※要予約※12/21～25期間限定（ディナーのみ、12/21、22、24は2部制）

お好みに合わせてアレンジできる、河豚尽
くしのコース。ベースの内容（前菜・鉄刺
・唐揚げ・河豚鍋・河豚雑炊・香の物）に
各￥2,000で河豚しゃぶ、焼き白子を追加で
きます。※11月中旬～1月末日期間限定（デ
ィナーのみ、2部制）※写真は河豚しゃぶを
加えた￥7,000（税抜）の2名分です。（1名
からご用意可能です）

【期間限定メニュー】

4F  尾張三ぶん
冬の味覚河豚コース
￥5,500～（税抜）

京都本店のゆば工房で作る自家製湯葉と
ちりめんじゃこを炊き上げたゆばちりめ
んは、ご飯のお供にもお酒のおつまみに
もおすすめです。

【お歳暮】
4F 松山閣松山
ゆばの各種詰合せ
￥2,800（税抜）

年末に地下１階特設会場で行われる「大
歳の市」で販売いたします。蕎麦の風味
とご家庭での調理のしやすさをどちらも
叶える、名店自慢の味わいです。
※4F店舗での販売は行っておりません。
※12/28～31期間限定
※数量限定、売り切れ次第終了

【年越し麺】
4F 紗羅餐
二八蕎麦
￥905（税込）

【おせち】
B1F 紫野和久傳
おせち宝莱六種詰合せ
￥22,000（税抜）

お正月に欠かせない縁起のよい品々を一品ずつ取り揃え、少人
数で楽しむのに丁度いいサイズで詰め合わせました。祝いの席
のおしるしにどうぞ。※要予約 ※10/1～予約受付（引き渡し期
間：12/30・31、配送可）
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【会員、お買い物特典ほか】

＜ミッドランドスクエアメンバーズカード会員対象＞

「モエ・エ・シャンドン1ドリンクサービス」

■日時／11月6日(水）18:00~21:00
■会場／2Fメンバーズカードカウンター横イベントスペース
■内容／メンバーズカードをご提示頂いた会員様に、新発売のモエ・エ・シャンドン
モエ アンペリアル 150年アニバーサリー限定ボトルより、モエ・エ・シャンドン1杯
サービス。ノンアルコールもご用意いたしております
※無くなり次第、終了。

＜一般対象＞

「メンバーズカード 入会キャンペーン」

■期間／10月1日(火）～ 11月30日(土）
■対象／メンバーズカード加盟店舗
■内容／期間中、メンバーズカードに入会されたお客様に商品と引き換えできるチ
ケットをプレゼントします。
・ピエール マルコリーニ〈B1F〉パティスリー(焼き菓子）2品セット
・トミーズ（富澤商店）〈B1F〉味好み（お菓子）
・ディーン&デルーカ〈2F〉シーズナルドリンクSサイズ
上記3店舗からお好きな商品1点を引き換えいたします。

「オフィシャルInstagramフォトコンテスト」

■期間／ 11月6日(水）～12月25日（水）
■内容／期間中、ミッドランドスクエア館内外にて撮影したお写真に「#msクリスマ
ス2019」とハッシュタグをつけて、インスタグラムにご投稿ください。入賞者20名
様に、ミッドランドスクエアお食事券１0,000円分をプレゼントいたします。ご応募
の際は必ずミッドランドスクエア公式インスタグラムアカウントをフォローしてくだ
さい。

「Café&Sweets クーポン プレゼント」

■クーポン配布期間／ 11月6日(水）～ 11月22日（金）
※利用可能店舗にて買上げ時に配布

■クーポン利用期間／ 11月23日（土）～ 12月25日(水）
■食物販店舗限定で次回のお買物3,000円以上で使える500円クーポンを発行します。
■対象店舗／ピエール マルコリーニ／ディーン＆デルーカ／トミーズ／沢村／サロン
ド モンシェール／ラスールオーバカナル／紫野和久傳／ビチェリン／サンタ・マリ
ア・ノヴェッラ・ティサネリア
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「大歳の市」

■日時／12月28日（土）～31日（火）11:00～18:00
※31日は、15:00まで。

■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／年越し蕎麦はじめ、年末年始の来客に備えた酒のつまみ、

また、名入れ箸などを販売。
■出店／TOMIZ（富澤商店）、箸ギャラリー門、紗羅餐

「ミッドランドスクエアから初日の出を見よう」

■日時／2020年1月1日（水・祝） 5:30～8:30（最終入場8:00）
■場所／オフィス棟44～46Fスカイプロムナード
■内容／東海エリア一高いビルから、名古屋の街を美しく染める初日
の出をご覧いただけます。ご来場の方へは使い捨てカイロをサービス。
※雨天・強風などの場合、入場制限や閉鎖をさせていただく場合がございます。

■料金…大人（18歳以上）750円、シルバー（65歳以上）500円、
中高生500円、小学生以下無料

【年末年始イベント】

「年末年始営業のご案内」

●12月30日（月）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（火）18:00まで営業 ※レストランはランチ営業にて終了

●2020年1月1日（水・祝） 休業 ※ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業

●2020年1月2日（木）より通常営業



日程 施策

11/1（金） モエ・エ・シャンドンバー 入会キャンペーン

11/2（土）

11/3（祝）

11/4（振）

11/5（火）

11/6（水）
点灯式&オープニングライブ

カフェ＆スイーツ配布

11/7（木）

11/8（金） 北欧屋台

11/9（土）

11/10（日）

11/11（月）

11/12（火）

11/13（水）

11/14（木）

11/15（金） 中部電力イベント

11/16（土）

11/17（日）

11/18（月）

11/19（火）

11/20（水）

11/21（木）

11/22（金） ケーテ・ウォルファルト

11/23（祝） カフェ＆スイーツ利用

11/24（日）

11/25（月）

11/26（火）

11/27（水）

11/28（木）

11/29（金）

11/30（土）

日程 施策

12/1（日） ケーテ・ウォルファルト インスタ、カフェ＆スイーツ利用

12/2（月）

12/3（火）

12/4（水） ダイワスーパー

12/5（木）

12/6（金）

12/7（土）

12/8（日） ユーハイム、ローテ・ローゼ

12/9（月）

12/10（火）

12/11（水）

12/12（木）

12/13（金）

12/14（土）

12/15（日） カフェオウザン、ラ・メゾン・デュ・ショコラ

12/16（月）

12/17（火）

12/18（水）

12/19（木）

12/20（金）

12/21（土）

12/22（日）

12/23（月）

12/24（火） 金城学院コンサート

12/25（水） 金城学院コンサート

12/26（木）

12/27（金）

12/28（土） 大歳の市

12/29（日） 大歳の市

12/30（月） 大歳の市

12/31（火） 大歳の市

1/1（祝）

1/2（木） 迎春イベント

【イベントカレンダー】
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※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。予めご了承下さい。


