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2017年2月2日
東和不動産株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社毎日新聞社

ミッドランドスクエアは、2017年3月6日、グランドオープンから10周年を迎えます。
ご支援ご愛顧いただきました多くのお客様や地域の皆様、また報道関係の皆様に心より感謝申し上げます。
10周年に際して、3月3日（金）～4月9日（日）の約1ヶ月間、「10th Anniversary」キャンペーンを開催します。
地元愛知・岐阜の和の伝統文化や作家作品を随所に生かしたキャンペーン内容となっております。
名古屋駅エリアが大きく様変わりする中、大人のラグジュアリーモールはさらなるミッドランドスクエアらしさを…。
他のどこにもない“本物のラグジュアリーモール”へと進化し続けて参ります。

ミッドランドスクエア 開業10周年 キャンペーンのご案内

【タイトル＆キャッチ】

MIDLAND SQUARE 

10
th

ANNIVERSARY
～ 春うらら さくら舞う こころ咲く ～

【期間】

2017年3月3日（金）～4月9日（日）

【コンセプト】

咲く、ミッドランドストーリー。

歳月が流れても、いつも変わらぬ姿で堂々と優美な花を魅せてくれる桜。
いつまでも崇高な唯一の存在として、目で楽しむだけでなく、こころにも花を
咲かせてくれます。毎年たくさんの人々を魅了する「桜」のように、いつまで
も美しく咲き誇るビルでありたい。ミッドランドスクエアは10周年ビジュアルとし
て、日本を代表する花「桜」を起用します。

【書家】

【メインビジュアル】

渡部裕子 Hiroko Watanabe

名古屋市在住、書家。 1974年より書を始め1996
年より書を扱う仕事を請け負う。 ショーウインドーデ
ィスプレイや屋号、商品ロゴ、イベントでの展示や、
ライブパフォーマンス・ワークショップなど、幅広く活
動。2003年より、立体物の側面に揮毫し積み上
げ、光と影をとりいれたインスタレーションは、南オー
ストラリア州立美術館に11点収蔵されている。



期間中、館内外を「桜」で満開に！

■館内 桜装飾
3/3（金）～4/9（日）

生木と造花を組み合わせた桜を、
館内各所に配置。
ガラスシール等で桜吹雪等も演出し、
館内に居ながらにして、華やかな
「お花見」気分をお楽しみ頂きます。
吹抜けには名古屋・有松の染色家、
久野剛資氏による「有松絞り」の
天井吊りバナーを装飾。
透け感のある柔らかな布地に
淡い桜色の絞りを施し、桜の
プロジェクションマッピングを投影します。
またB1Fアトリウムにはスクリーンを設置し
ミッドランドスクエア誕生から現在まで
１０年間の軌跡を写真で紹介します。

■館外 桜の外溝イルミネーション
3/3（金）～3/31（金） 17:30～23:00

毎年クリスマスシーズンにご好評を頂いている
イルミネーションを初めて周年時期に実施。
ビル西側の樹木に、桜色のイルミネーション
装飾を施し、夜桜のように華やかに点灯します。

■ビル壁面 桜のブラインドイルミネーション
2/24（金）～3/31（金） 18:00～23:00

ブラインドの開閉コントロールにて、室内の灯り
を活かしたブランドイルミネーション。
東海エリア第1位の高さを誇る
ミッドランドスクエアならではの演出です。
10周年に相応しい絵柄でユニークに盛り上げます。

■館外 名古屋駅前街路灯バナー
3/3（金）～3/31（金）

大名古屋ビルヂング（三菱地所様）の1周年とコラボレーションし、
名古屋駅周辺の街路灯には、双方の周年を祝う共同バナーを
施し、名古屋駅に賑わいを創出します。

【装飾】
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南側/ロケット 東側/くす玉 北側/さくら

久野剛資 Tsuyoshi Kuno

愛知県生まれ、染色家。大学卒業後、家業の絞染色「久野染工
場」四代目を継ぐ。1992年「中部通商産業局長賞」を受賞。 1994
年「絞りテキスタイル新作展」をイタリア・コモで開催。伝統的和装類
はもとより、三宅一生、コシノヒロコ、ニコル等のアパレル、舞台衣装
、インテリアまで広く手がけ、絞りの普及や染色技術者の育成に努
めると共に、新しい絞りの開発にチャレンジしている。



「MIDLAND SQUARE 10th ANNIVERSARY
オープニングイベント＆ナイトショッピング」

ご愛顧いただきましたお客様、
地域の皆様、メディアの皆様をお招きし、
10周年キャンペーンの幕開けに相応しい
4つの華やかなオープニングイベントを開催します。

■日程／3月3日（金）

■内容／18:45～19:30 ステージイベント ＜商業棟B1Fアトリウム＞
18:00～21:00 プレミアム会員ドリンクサービス ＜商業棟2F・3F＞
～21:00まで ナイトショッピング 営業延長 ＜商業棟B1F～3F＞

１．「10年の軌跡映像」

2004年１月着工、2006年9月竣工、
2007年3月6日グランドオープン～10周年までの軌跡を、
桜のプロジェクションマッピングと音楽にのせて、写真でご紹介。
ミッドランドスクエアの歴史を感じて頂きます。（※4/9まで上映）

2．「NEW BOUTIQUE オープニングファッションショー」

新店ファッションブティック３店舗を
プロモーション映像と共にファッションショー形式でご紹介。

・ザ シークレットクロゼット
・ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ
・ブシュロン

3．「盛田(株) ねのひ 酒樽鏡開き」

今後の開運を願い、「ねのひ」酒樽での
事業者および店舗代表者による鏡開きを行い、
イベント終了後、お客様に日本酒を振る舞います。

・東和不動産株式会社 取締役社長 山口千秋
・株式会社毎日新聞社 中部代表 小泉敬太
・商業店舗会代表 株式会社京都吉兆 会長 徳岡孝二氏
・新店舗代表 株式会社ブシュロン ジャパン

代表取締役 浅井祐二氏
・中日本興業株式会社 常務取締役 原田克己氏

（予定）

【オープニングイベント】
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ザ シークレット
クロゼット

ラ・ソルジェンテ
・ディ・ブルーノ

ブシュロン

イメージ

MC
岡本祐佳

※Billboard Live in NAGOYAのみ4日(土)も開催



４．「Billboard Live in NAGOYA」

100年以上の歴史を持つ米国の音楽ブランド
“ビルボード”の名のもと、世界のトップアーティストが
出演する「ビルボードライブ」。
ミッドランドスクエア10周年のオープニングイベントとして、
「ビルボードライブ in ナゴヤ」が登場します。

3日（金）の夜には、新世代津軽三味線奏者の第一人者
三味線プレイヤー上妻宏光さんを、
そして翌日4日（土）にも、
人気ヴァイオリニスト 宮本笑里さんをお迎えし、
桜の映像と共に華やかにキャンペーンを幕開けいたします。

＜出演＞
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東京都出身。14歳でドイツ学生音楽コンクールデュッ
セルドルフ第一位入賞。その後は、小澤征爾音楽塾
、NHK交響楽団などに参加し、07年「smile」でアルバム
デビュー。様々なテレビ番組、CMにも出演するなど幅
広く活動中。2015年9月にニューアルバム「birth」をリリ
ース。
今年、2017年デビュー10周年を迎える。4月に10周年
記念アルバムをリリース予定。7月22日にBunkamuraオ
ーチャードホールで10周年記念コンサートを開催する。
http://emirimiyamoto.com/

1973年茨城県生まれ。6歳より津軽三味線を始め、幼
少の頃より数々の大会で優勝を重ね、純邦楽界で高
い評価を受ける。ジャズやロック等ジャンルを超えたセッ
ションで注目を集め、2000年から本格的なソロ活動を
開始。2001 年にEMI ミュージックジャパンより、デビューア
ルバム『AGATSUMA』をリリースし、「第16回日本ゴールド
ディスク大賞 純邦楽アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞
。2ndアルバム『BEAMS ～AGATSUMAII』は、Domo Records
より全米リリースされ、アメリカ東海岸、EUツアーも実施。
6thアルバム『○－エン－』は再度日本ゴールドディスク
大賞を受賞。その他、NHK大河ドラマ「風林火山」紀行
テーマ曲も担当し、2013年安倍内閣総理大臣主催の
「TOKYO2020公式夕食会」、「第5回アフリカ開発会議
公式首脳晩餐会」では日本を代表して演奏も披露。新
世代津軽三味線奏者の第一人者である。
http://agatsuma.tv/

三味線プレイヤー

上妻宏光
Hiromitsu Agatsuma

ヴァイオリニスト

宮本笑里
Emiri Miyamoto

※両日とも自由観覧

■3月4日（土）15：00〜（20分程）
ヴァイオリニスト 宮本笑里

■3月3日（金）18：45〜（20分程）
三味線プレイヤー 上妻宏光



「ホワイト・デー POP UP SHOP」

■日時／3月10日（金）～14日（火）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／ホワイトデー限定商品など

お返しにぴったりなアイテムを販売いたします。
■参加店舗…ピエール マルコリーニ、サロン・ド・モンシェール、コヴァ、

ウェスティンナゴヤキャッスル 他
※販売時間は変更となる場合がございます。

「フランチャコルタ・バー」

■日時／3月4日（土）～4月9日（日）時間未定
■場所／2Fメンバーズカードカウンター横
■内容／フランチャコルタのポップアップバー。
フランスのシャンパーニュ地方で造られたスパークリングワインを
「シャンパーニュ」と言いますが、イタリアのロンバルディア州東部の
フランチャコルタ地方で造られる、シャンパーニュ方式（瓶内2次発酵）の
最高級スパークリングワイン（スプマンテ）を「フランチャコルタ」と言います。
シャンパンのような重みがなく、すっきりとしてフルーティーな仕上がり。
酸が控えめで、非常に柔らかく、調和のとれた味わいです。
ぜひこの機会にお試し下さい。
■主催／株式会社 福昌
※3月3日(金）はプレミアム会員向けサービスも行っております。

花やかに舞い奏でる
「春の花道展×日本舞踊×アトリウムコンサート」

■日時／・花道展
3月17日（金）～23日（木）11:00～20:00

・アトリウムコンサート
3月15日（水）・16日（木）・20日（月・祝）・24日（金）・28日（火）

■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／・15日（水）14:00～、15:00～

西川流×声楽「日本舞踊と洋楽と vol.1」

・16日（木）17:00～、18:00～
シャルクハフト弦楽四重奏団「じっくり聴きたい弦楽四重奏」

・20日（月・祝）「都会のオアシス～花を愛で、音を愛で～」
12:00～、13:00～、14:00～ Ⅰ部 生け花×弦楽四重奏
15:30～、1630～ Ⅱ部 生け花×ヴァイオリン＆ピアノ

・24日（金） 18:45～
名フィルメンバーによる「お洒落ナイトコンサート」

・28日（火） 16:00～、17:00～
西川流×ピアノソロ「日本舞踊と洋楽と vol.2」

【その他イベント】
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日本舞踊西川流
四世家元

西川 千雅
Kazumasa Nishikawa



第18回「ミッドランド スクエア音楽祭 ～時代を追って Part Ⅱ～」

■日時／3月26日（日）11:30～18:30
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／ピアノ調律師・宮北哲也氏の進行の下、ミッドランドスクエア館内に、

一日中クラシック音楽が響きます。
1825年J.シュトラウス「美しく青きドナウ」から1833年ブラームス、
1840チャイコフスキー、1858年プッチーニ、1937年カプースチンまで
地元出身者を中心に全国から集められた20～40代の
プロのクラシック音楽家たちを招き、著名作曲家たちの
時代と歴史を追いながら演奏いたします。

第3回「街の音楽会」

■日時／3月27日（月）13:00～18:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／有望な小中高生たち出演の音楽会。

特別ゲストとして、日本で最も注目されている
若手ピアニストのひとりであり、ピアニストの中村紘子をして
「日本の若い世代でずば抜けた存在」と言わしめた
田村 響氏をお招きし、華麗な演奏をご披露いただきます。

「名フィルコンサート」

■日時／4月1日（土）
①第1回 13:30～15:00 ②第2回 16:30～18:00

■場所／オフィス棟5F ミッドランドホール
■内容／春の曲を中心に5～6曲で構成。

また3周年記念コンサート時、小学校6年生ながら
見事な演奏を披露されたヴァイオリニスト辻彩奈さんを
7年ぶりにお迎えし、国内外で活躍されている現在を
ご紹介致します。

■招待／一般およびミッドランドスクエアメンバーズカード会員より
260名×2回＝520名様。
※募集要項は後日、新聞・ホームページで発表。

「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」

■日時／3月4日（土）～ 4月2日（日）
■場所／オフィス棟42F 屋外展望台「スカイプロムナード」
■内容／ミッドランド スクエア10周年キャンペーン期間中、および

春休み期間中にスカイプロムナード（屋外型展望施設）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

【その他イベント】
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ヴァイオリニスト
辻彩奈 Ayana Tsuji

岐阜県大垣市出身。ヴァイオリニスト。椙山女学園中学
を経て、現在東京音楽大学1年に特別特待奨学生とし
て在学中。 第９回大阪国際音楽コンクール第１位、
2016年モントリオール国際音楽コンクール第１位をはじめ、
数々の世界的賞も受賞。また名古屋フィルハーモニー交
響楽団をはじめ、国内外の交響楽団やフェスティバルに
招聘され、共演を果たしている。

ピアニスト
田村 響 Hibiki Tamura
愛知県安城市出身。ピアニスト。オー
ストリアのザルツブルク・モーツァルテウ
ム音楽大学を経て、2015年大阪音楽
大学大学院音楽研究科修士課程修
了。現在、京都市立芸術大学音楽
学部講師。2007年ロン＝ティボー国際
コンクールピアノ部門優勝、2008年文
化庁長官表彰（国際芸術部門）受賞
など多くの受賞歴を持つ。



【新店情報】

商業棟1F ジュエリー＆ウォッチ

「ブシュロン」
株式会社ブシュロン ジャパン

1858年の創業以来、世界の名だたる顧客たちを魅了し続けている
パリ・ヴァンドーム広場最初のハイジュエラー、ブシュロン。光あふれ
る上質な空間に、最高の素材と技術から生まれる芸術的な作品が
揃います。

商業棟2F レディスセレクト

「ザ シークレットクロゼット」
株式会社YOUR SANCTUARY

“上品かつ最先端 -NEW ATTITUDE- ” をキーワードに、
「自分のパーソナリティとファッションの楽しさ、クオリティを知る、
大人の女性の洗練されたモダンワードローブ」をご提案いたします。
シンプルで心地よい美しい空間とともに、2017年に開業10周年を迎
えるより進化したザ シークレットクロゼットの世界観にご期待ください。

商業棟3F メンズセレクト

「ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ」
三喜商事株式会社

流行に惑わされない本物の大人のイタリアンメンズカジュアルをセレ
クト。オンとオフ、特にオフのT.P.Oに合わせたスタイルを提案していき
ます。イタリアより約30ブランドを展開予定です。

商業棟3F インテリア雑貨 ライフスタイルブランド

「ダブルティー」
株式会社WTW

Urban. Surf. Natural.がコンセプトのWTWが【SURF RESORT(サーフリゾー
ト)】という新たなコンセプトとともに、都会でも心地よい上質なライフス
タイルを提案していきます。

名古屋初旗艦店

【2017年3月3日(金) オープン】

【2017年4月21日(金) オープン】

名古屋初

新業態

名古屋初
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※詳しくは添付の資料をご覧下さい。内観写真はイメージです。



【リニューアル情報】

商業棟2F メンズ・レディス セレクト

「デザインワークス コンセプトストア」
移転による店内改装 1/10（火）より休業 →3/3（金）11時オープン

商業棟3F ファッション＆ライフスタイル

「プレインピープル」
移転による店内改装 1/30（月）より休業 →3/3（金）11時オープン

商業棟4F 江戸前寿司

「築地寿司清」
店内改装 2/13（月）より休業 →2/18（土）17時オープン

商業棟3F メンズ・レディス セレクト

「イグナイト フォー」
店内改装 2/16（木）より休業 →2/24（金）11時オープン

商業棟B1F 箸・和小物

「箸ギャラリー門」
店内改装 2/20（月）より休業 →2/24（金）10時オープン

商業棟3F メンズ・レディス セレクト

「マルティニーク」
店内改装 2/25（土）より休業 →3/3（金）11時オープン
※店舗名「マルティニーク ルコント」より「マルティニーク」に名称変更。

商業棟3F ファッション雑貨

「フェリージセレクション」
店内改装 1/24（火）より休業 →3/3（金）11時オープン

商業棟3F メンズ・レディス ニット＆ウェア

「ジョン スメドレー」
店内改装 2/1（水）より休業 →3/3（金）11時オープン

商業棟B1F マーケットストア

「ディーン＆デルーカ」
店内改装 2/20（月）より休業 →3/3（金）10時オープン

商業棟3F アイウェア

「ジートランス」
店内部分改装 休業なし → 4月上旬頃リニューアルオープン予定

移転

移転

改装

改装
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改装

【2017年3月3日(金) 館内移転リニューアルオープン】

【2017年2月18日(土) ～改装リニューアルオープン】

改装

改装

改装

改装

改装



【主な10周年限定アイテム】
10周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別な商品をご用意しました。

桜色のファッションや小物、雑貨をお楽しみ下さい。
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[ヴァルカナイズ・ロンドン]
右・18インチ トロリーケース

税込 ￥210,600、左・21インチ

トロリーケース 税込￥248,400

グローブ・トロッターから10周

年限定のスーツケースが登場

します。ホットピンクのボディのケ

ースを開けると、ズラリと動物

が並んだ「Queue for The ZOO」

のライニングの特別仕様。

[ストラスブルゴ]
ブラウス （ザ ハイアリン）

税込￥92,880

軽やかに揺れるフレアスリーブ

が春らしいブラウス。オーストリッ

チフェザーは取り外しができるの

でシーンレスに使えます。

[ストラスブルゴ]
ピアス （サイモン アルカンタラ）

税込￥174,960

定番人気のフープピアスは桜

色のストーンのスペシャルバー

ジョン。

[サンタ・マリア・ノヴェッラ

・ティサネリア]
ピケーレ

税込¥19,440

職人の手で一つひとつ装飾、

彫刻したリキュールグラス。
※3月中旬発売未定

[エポカ ザ ショップ]
バッグ （ポティオール）

税込￥41,040

オレンジとピンクのバイカラー

の「ポティオール」のレザーバ

ッグ。全国のエポカ ザ ショッ

プに先駆けて、名古屋店で

先行発売。

１０周年限定ファッションアイテム

[フォクシー]
ワンピース（ポティオール）

税込￥78,840

FOXEY NEW YORK ワンピースに

ミッドランドだけの限定カラー、

ソフィーブルーが登場します。

[デザインワークス コン

セプトストア]
アクセサリーのセット

税込￥19,980

姉妹でスタートしたハンドメイド

ジュエリーブランド「ワイエーア

ク」。ピアスもしくはイヤリングと

ブレスレットのスペシャルなセット

は、限定30個。
※ピンクとサックスの2色展開

[デザインワークス コン

セプトストア]
メンズスニーカー

（スピングルムーブＷ）

税込￥28,080

どのようなスタイルにも合うよう

に、かかと部分をネイビーのス

エード素材に別注。

[プレインピープル]
ワンピース 税込¥30,240

上質のジョーゼットが描く美し

いシルエットのワンピースを、

桜色で別注オーダー。レザ

ーで編んだカゴバッグは人気

のため予約商品になります。

[マルティニーク]
シャツ 税込¥20,520

スカート 税込¥45,360

花柄プリントの華やかなスカ

ート。インディゴ染めにバイオ加

工を施したスキッパーシャツ。



【主な10周年限定メニュー】
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[宴 ハゲ天]
春の特別コース

税込￥4,320

ハゲ天自慢のあなごを中心にそ

の日に入荷した春の野菜や魚

介を天ぷらに。素材の持つ旨

味をシンプルに引き出しました。
3月１日〜3月31日限定。

[南翔饅頭店]
桜海老小籠包

税込¥1,350

風味豊かな桜海老を使った春らしい

小籠包です。桜海老を練り込んだあ

んを包み、蒸し上げました。
3月1日〜限定。

[京都吉兆]
10周年特別コース
お二人で 税サ抜 ￥100,000

伊勢海老、鮑、自家製唐墨など、
10種類の高級食材を組み込んだ
未だかつてない豪華なコース。
3月3日〜3月31日限定。
※2日前までに要予約 ※写真はコースの
イメージです。

10周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別な期間限定メニューを

ご用意しました。桜にまつわる食材や春の味覚を取り揃えております。

１０周年限定レストランメニュー

[紫野和久傳]
二段櫻ちらし

税込￥5,184

和久傳自慢の黒寿司に薄造りの鯛を敷

きつめ、山海の旬菜を盛り込みました。ミ

ッドランド スクエア限定のお弁当です。
3月3日〜3月31日限定（火曜日・水曜日は販売なし）

各日10個限定（予約可）

※11：00〜17：00のお引き渡し。

[紗羅餐（さらざん）]
桜と山菜 桜海老と新玉葱のサ

ラダ（手前） 税込￥980、桜鯛

の昆布〆寿司 桜餅仕立て（奥

） 税込￥1,100

桜海老のサラダと、蕎麦殻入り

の酢飯と桜鯛を合わせた寿司。
３月７日～。ディナー限定。

[ピッツェリア イゾラ]
10周年特別ペアディナー

お二人で 税込￥10,800

3種類の味が楽しめる欲張りなピッ

ツァや前菜盛り合わせ、肉料理な

どを盛り込んだ、ちょっぴり贅沢なコ

ースです。
3月1日〜3月31日のディナー限定。

[エノテカ ムーロ]
アニバーサリーコース

税込￥7,000

静岡県産桜海老のペペロンチー

ノや和牛フィレ肉のグリル ハーブ

ソースなど春らしいメニューで特

別な日をお祝いします。
ディナー限定。

[京都吉兆] ランチ限定
吉兆体験コース
税サ抜￥10,000

おいしいものを少しずつ楽しみたい
という皆様のご意見から誕生した、
4品＋デザートのプチコースです。
3月3日〜3月31日のランチ限定。数量限定。
※前日までに要予約 ※写真はコースの
イメージです。

[松山閣 松山]
10周年記念懐石

各税サ込￥10,000、￥12,000、￥15,000

ピンクや黄色などカラフルに彩られた料

理は春らしさ満点。ゆばや、豆乳を使用し

たスイーツもお楽しみいただけます。
3月1日〜4月30日限定。

※写真は12,000円コースのイメージです

[喜扇亭]
宝旬

特上 税サ込 ￥19,008、

極上 税サ込 ￥22,572

季節感たっぷりのメニューをお届けする人気の

コースです。3月は桜をテーマに、春の旬菜を

使った鉄板焼きをお楽しみください。
3月1日〜3月31日限定。

[築地寿司清]
季節の握り

税抜￥3,500

真鯛、初鰹、ホタルイカなど春の魚を

中心に、熟練の職人が握ります。ネタ

はその日の入荷によって異なります。
3月1日〜5月31日限定。



【主な10周年限定メニュー】
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[エノテーカ ピンキオーリ]
りんごのトルティーナ：コンポート、
ソース、クロッカンテ、ジェラート、
シナモンのクレーマ
税サ込￥1,500

リンゴの自然な色を桜に見立て、
皿の上にパッと花が咲いたような
可憐なデザートに仕上げました。
〜3月31日限定。

[コヴァ]
桜ミモザ

単品 税込￥700、

ドリンクセット 税込￥1,700

桜の開花に合わせて登場する
期間限定ケーキです。刻んだ桜
の葉が、クリームの甘さを引き立
てるアクセントに。
各日数量限定。売り切れ次第終了。
桜の季節までの期間限定。

[ブルーエッジ]
桜カクテル

桜舞（左） 税込￥1,800

泡桜（右） 税込￥2,300

桜が舞い散る姿をイメージした
桜舞と、桜の色彩とシャンパン
を融合させた泡桜。2種類の桜
カクテルをご用意いたしました。
3月1日〜3月31日ディナー限定。

10周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別な期間限定メニューを

ご用意いたしております。桜味や春色のスイーツやドリンク等をお楽しみ下さい。

１０周年限定スイーツ・ドリンク等

[サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティ

サネリア]
Tisana di Ciliegio

（ティサーナ・ディ・チリエージョ）

イートイン 税込 ￥1,296

テイクアウト用 30g 税込 ￥1,556

ストロベリーリーフ、ヒースなどのハー

ブと桜の葉をブレンド。店内では、カ

ップの中でほころぶ桜の花とともにお

楽しみください。
3月1日〜3月31日限定。

[ピエール マルコリーニ]
名古屋10th ストロベリー パフェ

税込￥1,620

名古屋店オープン時の初代スト

ロベリーパフェへのオマージュか

ら生まれました。
3月1日〜5月31日限定。

[ディーン&デルーカ]
DEAN & DELUCA 

Rose Sparkling Wine 

税込￥3,996

フルーティーな果実味とほどよ

いコクをともなったオリジナルのロ

ゼ。乾杯はもちろん、食中酒とし

てもお楽しみいただけます。

[サンジェルマン タンドレス]
お米のもちもち桜あんぱん

税込￥238

米粉ならではのもっちりとした生地に、

桜の香り漂うあんを合わせました。春ら

しさを存分に感じていただけるメニュー。
3月3日〜3月31日限定。

[バロン ザ ステーキ]
チョコレートムース 桜バージョン

税込￥1,188

人気のデザートメニューが桜バージョ

ンに。チョコレートムースの中にフラン

ボワーズのソースが隠れています。
3月1日〜のディナー限定。

[紫野和久傳]
桜のわたぼうし

2ヶ入 税込 ￥864

3ヶ入 税込 ￥1,296

ふんわりとした求肥餅に季節の

あんを包んだ人気の和菓子、

わたぼうし。この春は、可憐な桜

色に染まります。
3月3日〜3月31日限定。

数量限定、売り切れ次第終了（予約可）



「メンバーズカードポイントアップサービス」

■日程／3月3日（金）～3月12日（日）
■内容／全ての会員様に「5倍」のポイントアップサービスを実施。

「桜パッケージ ロゼスパークリングワイン
”ピノロゼフリッツァンテ” グラス１杯プレゼント」

■日時／3月3日（金）18：00〜21：00
■内容／オープニングイベントに際し、プレミアム会員全員に

華やかな桜色のイタリア産スパークリングワインを振る舞います。
■協力／株式会社 福昌

「10周年オリジナル 岐阜・美濃和紙の懐紙
『十輪桜（とわざくら）』プレゼント」

■引換期間／3月3日（金）～3月31日（金）
■内容／10年の感謝の意を込めて、美濃和紙で作った

オリジナルの「桜柄すかし懐紙」をプレゼント。
10周年を意味する十輪の桜と、ミッドランドが「永遠」に続くように
という想いを込めております。 ※引換券をお持ちの方限定

■協力／丸重製紙企業組合

「10周年オリジナル 昭和25年創業 名古屋・あられ工場の
『桜雛あられ』プレゼント」

■引換期間／3月3日（金）～3月31日（金）
■内容／10年の感謝の意を込めて、地元名古屋のあられ工場で作った

10周年オリジナルの「桜雛あられ」プレゼント。 ※引換券をお持ちの方限定
■協力／あられの匠 白木

「10th ANNIVERSARY スペシャルクーポン」

■配布期間／3月3日（金）～3月17日（金）
■利用期間／3月18日（土）～3月31日（金）
■対象店舗／ミッドランドスクエアお買い物券利用可能店舗
■配布対象／期間中、対象店舗をご利用いただくとレジにて1枚配布。
■内容／期間中、対象店舗にて3,000円以上のご利用で使える500円クーポンをプレゼント。

「新規入会キャンペーン」

■期間／3月3日（金）～3月31日（金）
■場所／商業棟2F・オフィス棟41Fメンバーズカードカウンター
■内容／ミッドランド スクエア メンバーズカードに新規ご入会のお客様には、

トミーズ（富澤商店）のお菓子をプレゼント。
■入会条件／20才以上、入会金・年会費無料、クレジット機能なし

【メンバーズカード会員向けキャンペーン】
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【キャンペーンカレンダー】

＜3・4月＞10周年キャンペーンスケジュール

日程 施策

3/3（⾦） オープニングイベント1／新店オープン／ポイントアップ／ノベルティ
プレゼント／クーポン配布

3/4（土） オープニングイベント2／ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クー
ポン配布／フランチャコルタ・バー

3/5（日） ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコ
ルタ・バー

3/6（月） ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコ
ルタ・バー

3/7（火） ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコ
ルタ・バー

3/8（水） ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコ
ルタ・バー

3/9（木） ポイントアップ／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコ
ルタ・バー

3/10（⾦） ホワイト・デーキャンペーン／ポイントアップ／ノベルティプレゼント／
クーポン配布／フランチャコルタ・バー

3/11（土） ホワイト・デーキャンペーン／ポイントアップ／ノベルティプレゼント／
クーポン配布／フランチャコルタ・バー

3/12（日） ホワイト・デーキャンペーン／ポイントアップ／ノベルティプレゼント／
クーポン配布／フランチャコルタ・バー

3/13（月） ホワイト・デーキャンペーン／ノベルティプレゼント／クーポン配布／
フランチャコルタ・バー

3/14（火） ホワイト・デーキャンペーン／ノベルティプレゼント／クーポン配布／
フランチャコルタ・バー

3/15（水） アトリウムコンサート(⻄川流×声楽）／ノベルティプレゼント／
クーポン配布／フランチャコルタ・バー

3/16（木） アトリウムコンサート(弦楽四重奏）／ノベルティプレゼント／クー
ポン配布／フランチャコルタ・バー

3/17（⾦） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン配布／フランチャコルタ・
バー

3/18（土） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・
バー

3/19（日） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・
バー

3/20（祝） アトリウムコンサート（生け花×弦楽四重奏、ヴァイオリン＆ピア
ノ）／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

日程 施策

3/21（火） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・
バー

3/22（水） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・
バー

3/23（木） 花道展／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・
バー

3/24（⾦） アトリウムコンサート（名フィルお洒落ナイトコンサート）／ノベル
ティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

3/25（土） 日経BP社「ダイバーシティ・フォーラム in 名古屋2017」／ノベル
ティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

3/26（日） ミッドランドスクエア音楽祭／ノベルティプレゼント／クーポン実施
／フランチャコルタ・バー

3/27（月） 街の音楽会／ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコル
タ・バー

3/28（火） アトリウムコンサート(⻄川流×ピアノソロ）／ノベルティプレゼント
／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

3/29（水） ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

3/30（木） ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

3/31（⾦） ノベルティプレゼント／クーポン実施／フランチャコルタ・バー

4/1（土） フランチャコルタ・バー

4/2（日） フランチャコルタ・バー

4/3（月） フランチャコルタ・バー

4/4（火） フランチャコルタ・バー

4/5（水） フランチャコルタ・バー

4/6（木） フランチャコルタ・バー

4/7（⾦） フランチャコルタ・バー

4/8（土） フランチャコルタ・バー

4/9（日） フランチャコルタ・バー

※尚、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。


