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ミッドランドスクエア＜クリスマス～年末・年始＞
イルミネーション・装飾・イベント・キャンペーン実施のご案内
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、ビル壁面の演出・周辺樹木へのイルミネーションなど
下記の内容で実施いたしますのでご案内します。
なお、本年度はイルミネーション開始にあたり、 歌手・俳優として活躍される堂珍嘉邦
さんをお招きし点灯式を実施いたします。
―記―

◆タイトル：「MIDLAND CHRISTMAS 2013」
◆キャッチコピー：こころ色づく聖夜。
◆期 間： 11 月 8 日（金）～12 月 25 日（水）
今年のミッドランドスクエアのクリスマスは、
影絵作家・河野里美さんによるデザイン。
雪の結晶やひいらぎ、トナカイ等の可愛い
クリスマスモチーフをあしらった
色鮮やかな「ステンドグラス・ツリー」が
商業棟地下一階に登場します。
また、荘厳な大聖堂をイメージした
ステージも設置され、
人気アーティストや聖歌隊による
クリスマスライブもお楽しみいただけます。

１．イルミネーション点灯式
11 月 8 日（金）より開催するクリスマスキャンペーン「MIDLAND CHRISTMAS 2013」において、
歌手・俳優の堂珍嘉邦さんをお招きし、イルミネーション点灯式を実施いたします。
●日 時： 11 月 8 日（金） １8：30 頃を予定
●場 所： 商業棟 B1F アトリウム
●ゲスト： 堂珍嘉邦さん（歌手・俳優）
●点灯： ・ビル外周樹木イルミネーション・・・・ ビル西側・北側 街路樹
場所 ・ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション・・・ビル南側 壁面
・商業棟 B1F クリスマスツリー・・・・・・・商業棟 B1F アトリウム
・その他館内装飾 等

２．ミッドランド スクエア クリスマス～年末・年始 イルミネーション・装飾等 実施内容
実施内容

①ビル壁面絵文字

場所

オフィス棟
東・北・南面

方法

ブラインド制御に
よる絵文字演出

期間

11/29（金）～1/3（金）
18：00～23：00

●11/29～12/25 東：ツリー 北：トナカイ 南：ツリー ●12/26～12/31 東：ツリー 北：雪だるま 南：ツリー
●1/1～1/3 東：2014 正月 北：2014 正月 南：正月

②ビル外周樹木・植栽
イルミネーション

ビル西側・南側・北側
B1F ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ
西側プランター

ＬＥＤによる装飾

11/8（金）～2/2（日）
17：00～23：00
＊初日は 18:30 点灯

③ビル南側外壁
イルミネーション

ビル南側壁面

④クリスマスツリー

（１） ｵﾌｨｽ棟１Ｆ
（２） 商業棟Ｂ１Ｆ
（３） ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
（４） ｵﾌｨｽ棟 41・42Ｆ

ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ設置

11/8（金）～12/25（水）
（１）・（２）9：00～23：00
（３）11：00～
（４）10：30～
＊初日は 18：30 点灯

⑤その他館内装飾

商業棟

ＬＥＤによる装飾
装花他

11/8（金）～12/25（水）
9：00～23：00
＊初日は 18:30 点灯

※吹抜周りの手すりや天井にLEDを点灯。今年のテーマ
「ステンドグラス」をモチーフにオブジェ等で館内各所を飾ります

① ビル壁面絵文字
①

②ビル外周樹木・植栽イルミネーション

③ビル
イルミネーション
南側壁面 LED

④スカイプロムナード
クリスマスツリー

３．イベント案内
●クリスマスキャンペーン初日イベント
イルミネーション点灯式&プレミアム LIVE
日 時 ： 11 月 8 日（金）11:00～21:00
場 所 ： ミッドランド スクエア ショップ＆レストラン
主 催 ： ミッドランド スクエア
クリスマスキャンペーン初日には、1日を通じてさまざまな
「おもてなし」をご提供。
ミッドランドスクエアメンバーズカードのポイントアップサービスの他、
夜には歌手・俳優の堂珍嘉邦さんによるクリスマスイルミネーション
歌手・俳優
点灯式やプレミアムLIVEを行います。
堂珍嘉邦
また物販店舗は営業を1時間延長し、各店舗でのお買い上げに
応じたプレミアムサービスなどもご用意しております。
＜主な内容＞
① クリスマスイルミネーション点灯式（１８：３０～）
②堂珍嘉邦プレミアムLIVE（１８：４０頃～）
③ミッドランドスクエアメンバーズカード ポイントアップサービス（プレミアム会員様3倍・一般会員様2倍）
④物販店舗は、1時間の延長営業
⑤お買い上げに応じた各店舗でのノベルティやドリンクなどのサービス
※諸事情により予告なく内容が変更となる場合があります。予めご了承下さい。
●（プレミアム会員限定招待イベント）星降るミュージックナイト
日 時 ： 11 月 13 日（水）18:30～20:00（予定）
場 所 ： ミッドランドスクエア シネマ スクリーン１
対 象 ： ミッドランドスクエアメンバーズカード
プレミアム会員様 140 組 280 名様を抽選でご招待
協 力 ： MHD モエヘネシーディアジオ㈱
アコーディオン奏者

coba

プラネタリウム・クリエーターの大平貴之さんが作り出す
ミッドランドスクエア シネマ内に広がる何百万個もの
星空の下で、世界で活躍するアコーディオン奏者の
coba さんの演奏をお楽しみいただく、一夜限りの特別な
イベントを開催いたします。
また、MHD モエヘネシーディアジオ㈱協力による、
シャンパンのサービスもご用意しております。
●ZIP-FM presents 田島貴男(Original Love)

Holy Xmas Live

プラネタリウム・クリエーター

大平貴之

日 時 ： 12 月 23 日（月・祝）17:00～（予定）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
クリスマス直前の 3 連休・最終日には、ピチカート・ファイヴ、
オリジナル・ラブと 90 年代の“渋谷系”の代表的バンドの
一人として活躍した田島貴男さんのクリスマス LIVE を開催。
ミュージシャン

田島貴男

●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）・25 日（水）
①14：30～②15:30～③16:30～
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
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をお楽しみください。

過去事例

●アトリウムコンサート
日 時 ： 【11 月】 12 日（火）・14 日（木）・19 日（火）・30 日（土）
【12 月】 1 日（日）・3 日（火）・5 日（木）・10 日（火）
・12 日（木）・15 日（日）・17 日（火）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
過去事例

●ミッドランド スクエア 年末年始営業
2013 年 12 月 30 日（月）まで 通常営業
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
2014 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
1 月 2 日（木）より通常営業

●屋外展望施設 スカイプロムナード 元旦特別営業
「ミッドランド スクエアから初日の出を見よう！」
日 時 ： 2014 年 1 月 1 日（水・祝） 5:30～8:30（最終入場 8:00）
場 所 ：オフィス棟 44～46 階スカイプロムナード
料 金 ：大人 700 円 シルバー500 円 小人無料
ご好評いただいている企画が今年も登場。
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。
※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。

●箸ギャラリー門・紗羅餐・蔵人厨ねのひ
年越しそば、箸、日本酒の販売催事
日 時 ： 2013 年 12 月 28 日（土）～31 日（火）
11:00～18:00 ※最終日～15:00
場 所 ： 商業棟 B1F エスカレーター横 特設会場
大晦日に欠かせない年越しそばやお正月の来客時に活躍する箸、
日本酒など特設会場にて４日間の販売催事を開催します。
ミッドランドスクエアが誇る専門店の味、グッズで新年を
お迎えください。

●クリスマス限定商品のご案内＜一例＞

ヴァンクリーフ＆アーペル
クリスマス限定ペンダント
ヴィンテージアルハンブラ
YG・マラカイト・ダイヤ
¥350,700

ショーメ
クリスマス限定リアン・ドゥ・ショーメ
セラミックハートペンダント
ダブルチェーン
¥315,000

ドゥロワー
創立10周年記念
クラッチバッグ
（J&M デヴィッドソン）
¥99,750

●クリスマスディナー・ケーキのご案内＜一例＞

エノテーカ
ピンキオーリ
Menu di Natale
〈メニューディ
ナターレ〉
¥20,000

ピエール
マルコリーニ
ノエルドゥ
ピエール2013
「ドーム」¥5,985
シュトーレン
（名古屋初登場）
¥2,625

ピッツェリアイゾラ
Isola Natale 2013
¥6,500

サロン・ド・モンシェール
モンシェール・ブラン
4号¥3,255、
5号¥3,990、
6号¥4,935
ムース・オ・フレーズ・
ピスターシュ
¥2,940

●忘・新年会のご案内＜一例＞

京都吉兆
会席料理
¥32,340〜
（個室利用は
¥33,810〜）
※写真は
12月のイメージです

名古屋今井屋本店
今井屋特製比内地鶏白濁水炊き鍋
¥3,200
秋田名物比内地鶏のきりたんぽ鍋
¥2,800

●御歳暮・年越しそば・おせちのご案内＜一例＞

京都吉兆
にしん蕎麦2人前
¥3,675
※写真はイメージです

富澤商店
冬の美味しい手作りセット
¥4,043

人形町今半
1 段重 ¥15,750、2 段重 ¥26,250、3 段重 ¥36,750
※写真は 2 段重です

●プレゼントキャンペーン
ミッドランド スクエアのショップ＆レストランから、
ライブゲストである堂珍嘉邦さんや“ギフトの達人”として話題の裏地桂子さんセレクト商品、
ファッショングッズ、お食事券などミッドランドならではの賞品を抽選でプレゼントいたします。
［応募期間］
11 月 8 日（金）～12 月 25 日（水）
［応募条件］
ミッドランドスクエアメンバーズカード会員
尚、メンバーズカード会員でない方でも、ご入会いただければ、すぐにご応募いただけます。
（入会条件：20 歳以上、入会金・年会費なし、クレジット機能なし）
［応募方法］
期間中、ミッドランド スクエア メンバーズカード加盟店舗で 5,000 円以上（税込・合算不可）ご利用い
ただきますと、応募用紙 1 枚をお渡しいたします。必要事項をご記入の上、館内の応募ボックスにご投
函いただきます。
［応募ボックス設置場所］
1F、2F、41F インフォメーション、3F エポカ ザ ショップ前、
4F 南翔饅頭店、B1F 富澤商店前
［賞品例］
【堂珍嘉邦さんセレクト】紫野和久傳「からすみ餅」
【裏地桂子さんセレクト】サンタ・マリア・ノヴェッラ「シルクサシェ」等セット
バカラ「ワイングラスペア」
フェリージセレクション「ブリーフバッグ」
オドゥール・ド・オフェリア「パンプス」
ディーン＆デルーカ「シャンパン」
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ「ペアディナー券」
京都吉兆「ペアお食事券」
鮨処吉凰「ペアディナー券」
ミッドランドスクエア商品券（2 万円分）等
さらに、残念ながら抽選にもれてしまった方の中から抽選で 50 組 100 名様に
「ミッドランドスクエアシネマ映画鑑賞券（ペア）」をプレゼントいたします。
［当選発表］
賞品の発送をもって代えさせていただきます。（12 月末～年始予定）

