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ミッドランドスクエア

「ミッドランド・アニバーサリー2021 “元気”をあなたに。」
マルシェ、青空市、ホワイトデー・ポップアップ、シネマ＆DJバーなど開催

ミッドランドスクエアでは3月5日（金）～31日（水）、「ミッドランド・アニバーサリー2021」を開催いたしま

す。館内をオレンジ・緑・黄色といった明るいビタミンカラーのバナーやガラスシールで装飾。“サスティナブルな

ビタミン”をテーマにしたマルシェのほか、青空市、ホワイトデー・ポップアップ、織物工場合同マルシェを開催。

またスカイプロムナードでは星空のもとでお楽しみいただくシネマ＆DJバーを実施いたします。

新しい生活様式による新しい時代を生きるために、エネルギーをパワーに変えてポジティブに──。

14周年を迎える今春、ミッドランドスクエアから“元気”をお届けしてまいります。

【タイトル】

Midland Anniversary 2021
2021年3月5日（金）～3月31日（水）

【キャッチ＆リード】

“元気”をあなたに。

GIVE YOU ENERGY

かぐわしい1輪の花が涙を乾かし、

真新しい1枚のブラウスが頬をゆるませ、

懐かしい1曲の歌がじんわり沁みるように。

心ゆさぶるエナジーをチャージして、

長い眠りから彩りの舞台へとスキップしよう。

春のミッドランドには胸おどるビタミンの粒たちが、

ほら、こんなにもあふれている。

1

1968年生まれ。桑沢デザイン研究所卒。同年有限会社コンテムポラリー・プロダクション入社。

主にCDジャケット、ピチカート・ファイヴ、SMAP、高橋幸宏、松任谷由実のデザインに携わる。

1998年に同社退社。同年、有限会社サエラ設立。現在に至る。主にCDジャケット、雑誌、書籍の

装幀、写真集等のエディトリアル・デザイン、ファッションカタログ、 企業広告、映画広告、

各種ロゴ制作、Tシャツ、フリーペーパーのデザインを中心に活動中。

グラフィックデザイナー

藤川 コウ氏

KO FUJIKAWA

メインビジュアル



ビタミンカラーを使ったビジュアルで、色鮮やかに。

ポップなデザインで元気をお届けします！
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【館内装飾・演出】

【商業棟】B1Fピエールマルコリーニ横風除室

【商業棟】1F吹き抜け周り

香りの演出も
お楽しみいただきます

3F 「WTW」取り扱いアイテム

ブランドを代表するオブジェ・デ・ア
ムステルダムの香りを楽しめるディフ
ューザー。シトラス植物の瑞々しいア
コードが樹脂系のムスクをアクセント
にしたホワイトティーの香りで華やか
な印象に。1F、B1Fのエントランスに
てお楽しみいただきます。

MSM＿ルームスプレー
No.92 オブジェデアムステルダム

※写真はイメージです

【商業棟】ＥＶガラスシール

【商業棟】1F吹き抜け天井吊り



『サスティナブル・ビタミン マルシェ』

【イベント】

昨今、地方のみならず大都市でもブームになっている「マルシェ」を開催。今回のテーマは、サスティナ

ブルなビタミンでのパワー注入！ビタミン豊富なオーガニック野菜や果物もちろん、フルーツジャム、フ

ルーツジュース、そして素材にこだわった洋菓子や焼き菓子、惣菜などのマルシェが集結。ジュースバー

のキッチンカーも登場します。

■期間／2021年3月5日（金）～10日（水）11:00～20:00

■場所／商業棟B1Fアトリウム
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※イメージ

『trois F トロアエフ』テリーヌサンド、甘夏ソーダ

『Rio flower』生花、ドライフラワー

『あいさいはちみつ』はちみつ

『カジツダイスキ』ジャム、焼き菓子

『和菓子菓寮ocobo』季節の和菓子

『MY HOUSE』ジビエソーセージ、ペイザンパン

『暮らすファームsunpo』農家のお弁当、農産物、ブーケ

【主な出展店舗】

『Haneul』フルーツキムチ

『hokimoto』洋菓子

『八舎』かりんとうまんじゅう

『人々』タルト、スコーン

『りんねしゃ』無添加調味料

『おにぎりや』おにぎり

『小さな料理工房pepin』ランチボックス 他多数

※写真はイメージです
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名古屋、錦の長者町通りのアンテ

ィークでお洒落なミリオネアスタ

ジオDJスクールのDJ EARNEEが

音楽監修。会場の真ん中にDJブー

スを用意し、 “元気にする音楽”や

“癒しの音楽”で会場を楽しく盛り

上げます。

木のぬくもりあるワゴンをはじめ円

形スタンディングバー等の什器は、

キャンプブームの中、注目のガレー

ジブランド「タッタム」のアイテム

を使用します。イスやテーブルをは

じめ、バーカウンターそして小屋ま

で、工具を使わずにパーツを組み合

わせるだけで出来上がり。

会場にはほのかな香りも演出し、心

地の良い空間を作ります。

和名はくまつづら。少しビターなレ

モンやライムの柑橘系のフレッシュ

な香り。

3F「サンタ・マリア・ノヴェッラ・

ティサネリア」ルームエキストラク

ト（バーベナ）

植物もまた人々を癒してくれます。

担当するのは、会場内のグリーン

は、豊橋の人気グリーンショップ

「garage」が担当します。「植

物と暮らす」をテーマに季節の植

物や観葉植物、人気の多肉植物な

どを豊富に取り扱うショップ。ナ

チュラルで優しい空間を作ります。

当マルシェは、甚目寺観音や東別院にて行われている『暮らしの朝

市』の主催者「イニュニックヴィレッジ」が運営します。株式会社

りんねしゃが運営する「イニュニックヴィレッジ」は、自給・自立

・自足の「暮らし」を提案する「場」として、津島市に設立された

レジャー農園です。『津島農園塾みんパタproject』の一環として、

農薬や化学肥料を使わない、有機肥料で作る野菜作りの体験ファー

ムやカフェを併設。オーガニックな暮らしを通して地域や自然に寄

り添う様々なイベントを開催しています。

【マルシェ運営】

INUUNIQ VILLAGE（イニュニックヴィレッジ）

Tattam（タッタム） garage （ガレージ）

【会場設営】 【グリーン装飾】

【香り演出】 【BGM演出】

サンタ・マリア・ノヴェッラ ミリオネアスタジオ
DJスクール

株式会社りんねしゃ
取締役専務 飯尾裕光

イニュニックヴィレッジ
代表 飯尾うらら

DJ EARNEE
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『ミッドランド暮らしの青空市』

【イベント】

現在、東海エリア最大級といわれている「東別院暮らしの朝市」の主催「暮らしの市実行委員会

INUUNIQ VILLAGE」がミッドランドスクエアにて初めて運営します。オーガニック野菜や果物、調味料、

素材にこだわった洋菓子や焼き菓子などの食物販はもちろん、雑貨をはじめ、バッグやアクセサリーなど

ハンドメイドの商品も出展。東別院や甚目寺の朝市の中から選りすぐりの人気店が集合します。

青空の下、活気溢れる素敵なマルシェをお楽しみ下さい。

■日時／2021年3月19日（金）・20日（土・祝）11:00～17:00

■場所／1F南側広場

※写真はイメージです

『78BURGER』ハンバーガー

『LOOP&LOOP』焼き菓子、カヌレ、アイシングクッキー

『tarte cake Calin』タルトケーキ

『.hitohira.』雑貨レザーアクセサリー

『cami-no』ハンドメイドアクセサリー

『Temtasobi Ginger』ジンジャーシロップ

『NOISETTE』スイスパン

『FLOW』ドライフラワーと花雑貨

【主な出展店舗】

『煮込み料理 hoppeta』煮込み料理

『gina coffee』コーヒー、エッグサンド、焼き菓子

『mimi』ヘアバンド、ベビー、キッズ用品、マスク

『ほしのこ食堂』お弁当、おやつ

『myybazaar』布小物、子供服、大人服

『ゆくりね』手作り石鹸、アロマ雑貨

『Naoko Nakajima Pottery』陶磁アクセサリー

『L’ALLURE』レースアクセサリー、バッグ
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『ミッドランド・ホワイトデー2021』

ポップアップショップ

日頃の感謝の気持ちを込めて、ホワイトデー限定商品なども

たくさん取り揃えています。

■期間／2021年3月11日（木）～14日（日）11:00～20:00

■場所／商業棟B1Fアトリウム

■参加店舗／ピエールマルコリーニ、ビチェリン、

サロン・ド・モンシェール、OHAGI3

『リトアニアリネン Jurga』ポップアップ

スローリビングの先進国、リトアニアのスタイルをベースに

日本人の暮らしにちょうどいいリネン100%製品を展開する

【JURGAユルガ】。世界最高水準の安全レベル、エコテックス®ス

タンダード100認証の生地で作られたサスティナブルなタオル・エ

プロン・ストール・ワンピースなど、毎日心地よく使えるアイテ

ムはギフトにも最適です。

■期間／2021年3月11日（木）～14日（日）11:00～20:00

■場所／商業棟B1Fアトリウム

『インドゥエリス』ポップアップストア

「インドゥエリス」とは、ラテン語で“纏う（まとう）”の意。「

大人の女性を輝かせる、記憶に残る大切な洋服」をキーワードに

、デザイナー甲斐絹代氏が、大人の女性の品格・エレガンス・ク

オリティーに妥協のない美意識をもって紡いだ洋服の数々をご紹

介いたします。

■日時／2021年3月4日（木）～14日（日）11:00～19:00

■場所／商業棟2Fイベントスペース

【イベント】

※写真はイメージです



『ニッポンの織物工場合同マルシェ』

ニッポン伝統の織物工場４社が集結、名古屋初登場！！

埼玉羽生の藍染「小島染織」、岡山倉敷の帆布「バイストン」、

愛知豊橋の前掛け「エニシング」、福島会津の木綿「はらっぱ」、

伝統の「シャトル式力織機（りきしょっき）」で織られた生地、

商品が集まります。トヨタ産業技術記念館からは実際のシャトル

織機を展示！3月27～28日の2日間は、1枚からオリジナルで製作

できる、前掛けオーダー会も実施します。

■期間／2021年3月20日（土・祝）～28日（日）

11:00～20:00 ※最終日は19:00まで

■場所／商業棟B1Fアトリウム

『星空のシネマ＆DJ BAR』

東海エリア一高い屋外展望台「スカイプロムナード」にて“オープ

ンエアシネマ”を開催します。2018年の大ヒット映画、ヒュー・ジ

ャックマン主演の『グレイテスト・ショーマン』を上映。座席の

事前予約を頂いたお客様には、昨年よりご好評頂いているBBQビ

アガーデン「カルヴィーノ」の特製ハンバーガーセット付き。ま

たDJ EARNEEによるサウンドトラックのDJタイムもお楽しみいた

だきます。ホットカクテル片手に、美しい夜景を眺めながら、キ

ャンプ気分で映画を！大切な方と、是非お申し込み下さい。

■日時／2021年3月26日（金）・27日（土）18:00～21:00

■場所／オフィス棟44F「スカイプロムナード内」

■座席予約／＜先着50名様＞

・座席指定券付き映画観賞料

・ハンバーガーセット、1ドリンク付き

・スカイプロムナード入場料込

※料金等詳細が決まり次第、ミッドランドスクエア

公式ホームページにてお知らせいたします。

※スカイプロムナードは、当日通常営業致します。

【イベント】
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※写真はイメージです

(C)2020 Twentieth Century Fox Film Corporation



【キャンペーン】
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『スカイプロムナード
春休み小学生入場料無料キャンペーン』

ミッドランドスクエア アニバーサリー 2021期間中、および春休み

期間中にスカイプロムナード（屋外展望台）へお越しいただいた

小学生の方は、入場料を無料にいたします。春休みの思い出作り

に、ご家族でご利用ください。

※中学生以上の方は有料となります。

■期間／2021年3月5日（金）～4月4日（日）

■場所／オフィス棟42F「スカイプロムナード」

「MIDLAND ANNIVERSARY 2021
オリジナルエコバッグプレゼント」

ミッドランドスクエア アニバーサリー 2021期間中、10,000円以

上（税込・合算可）ご利用いただいたミッドランドスクエアメン

バーズカード会員様先着1,000名様に、折りたたんでポケット収納

できるビタミンカラーのオリジナルエコバッグをプレゼント。

当日入会も可能です。18歳以上の方ならどなたでも入会可。入会

金、年会費無料。商業棟2Fメンバーズカードカウンター、一部店

舗、オフィス棟41Fインフォメーションにてご入会いただけます。

この機会にぜひ！

■期間／ 3月5日（金）～無くなり次第終了

■対象／メンバーズカード会員（当日入会可）

■受付／商業棟2Fメンバーズカードカウンター

※イラストはイメージです
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3F ドゥロワー

肌を生き生きと魅せる
オレンジカラー

プルオーバー
￥36,300（ドゥロワー）

2F ストラスブルゴ

春の息吹を感じるグリー
ンでパワーチャージ

カーディガン
￥96,800（ストラスブル
ゴ）

3F エポカザショップ

熟練の職人が手がける
フィレンツェの
カゴバッグ

右￥23,100、左￥28,600
（以上、ロベルト・パン
カーニ）

3F ヴァルカナイズ・
ロンドン

毎日が楽しくなる
シャーベット
グリーンの革小物

コスメティックケース￥38,500、カードホルダー
￥22,000（以上、スマイソン）

B1F 土屋鞄製造所

ライラックピンクを
選べば気分もアップ！

ショルダーウォレット
￥44,000（土屋鞄製造所
）

3F ジートランス

ポップなフレームで
眼差しも柔らかく

3F サンタ・マリア・ノ
ヴェッラ・ティサネリア

4つの香りが揃う
ハーブウォーター

ローズウォーター
＜250ml＞￥3,850
（サンタ・マリア・ノヴ
ェッラ）

3F ダブルティー

WTWらしいフレッシュな
香りをセレクト

サシェ
各￥550（以上、CALM）

アイウェア 右￥58,300（アンバレンタイン）、
左￥60,720（テオ）

【春のオススメアイテム（一例）】 ※記載の価格は税込

ビタミンカラーで元気をあなたに！
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42F エノテーカピンキオーリ

苺のスープとムース、ヴィンサ
ントのジェラート、オレンジ風
味のスフレビスコット、カント
ゥッチョのテーゴラ
￥1,800（税込サ抜）
※3月1日～4月30日期間限定
※要予約（当日予約可）

41F 中国飯店麗穂

白ミル貝と季節野菜の自家製XO
醤炒め
￥3,600（税抜）
※～3月31日期間限定
※要予約（当日予約可）※写真はイメージ

4F バルデエスパーニャムイ

ソーセージと春野菜のアヒージ
ョ
￥980（税込）
※3月1日～4月30日期間限定
（ディナーのみ）

B1F ラスールオーバカナル

帆立のカルパチョ
フルーツサラダ仕立て
￥950（税抜）
※～3月末期間限定（17:00～のみ）

B1F サロン・ド・モンシェール

よつぼし苺のアフタヌーンティ
ーセットお1人様￥3,652（税込
）フルーツソーダ（ストロベリ
ー、3種のベリー）各￥1,078（
税込）
※～4月中旬期間限定
※写真は2名様用のイメージです

4F ピッツェリアイゾラ

桜海老と菜花のチーズベース
Pizza
￥2,000（税込）
※3月1日～4月30日期間限定
（ディナーのみ）

B1F ディーン＆デルーカ

DEAN&DELUCA 
フルーツドリンク
各￥367（税込）

4F 尾張三ぶん

桜海老とケールのかき揚げ
￥980（税抜）
※3月1日～4月30日期間限定
（ディナーのみ）

2F ビチェリン

桜のショートケーキとベリーソ
ーダのセット
￥1,650（チョコレート付き、税
込）、単品は各￥880（税込）
※3月5日～期間限定

【春のオススメメニュー（一例）】

元気を運ぶ“ビタミンフード”をご用意！



日 付 施 策

3/1（月）

3/2（火）

3/3（水）

3/4（木） ●インドゥエリス（14日まで）

3/5（金） 【START】●ビタミンマルシェ（10日まで） ●エコバッグ（先着1,000名様）●スカプロ小学生無料（4月4日まで）

3/6（土） ＜新店カジュアルフレンチ「ビストロ イナシュヴェ」OPEN＞

3/7（日）

3/8（月）

3/9（火）

3/10（水）

3/11（木） ●ホワイトデーポップアップ（14日まで）●ユルガ（14日まで）

3/12（金）

3/13（土）

3/14（日）

3/15（月）

3/16（火）

3/17（水）

3/18（木）

3/19（金） ●暮らしの青空市（20日まで）

3/20（土・祝） ●織物工場合同マルシェ（28日まで）

3/21（日）

3/22（月）

3/23（火）

3/24（水）

3/25（木）

3/26（金） ●シネマ＆DJ（27日まで）

3/27（土）

3/28（日）

3/29（月）

3/30（火）

3/31（水） 【END】

【キャンペーンカレンダー】

1111

＜ご注意ください＞ イベント等の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染リスクを十分に配慮し、
マスク、消毒、検温等、感染を防ぐための対策を講じた上で開催いたします。しかしながら、今後の新型
コロナウイルス感染症の流行拡大とそれに伴う社会情勢を受けまして、開催予定イベントを予告なく中止
・変更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。


