２００６年１２月６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」の商業テナントおよびグランドオープンの発表について
このたび東和不動産株式会社、株式会社毎日新聞社は、９月２９日に竣工しました「ミッドラ
ンド スクエア」において、上質を知る大人の女性をターゲットにした魅力あふれる複合商業施設
の５９店舗の出店テナントを決定し、発表いたします。
あわせて事業者 3 社は、グランドオープンを２００７年３月６日にすることを決定いたしまし
たのでお知らせいたします。
■ ラグジュアリーモール誕生
「格調と賑わいの融合」「ファッション情報の編集と提案」をコンセプトに、時代に流されな
い本質価値を守りつつ次代に向けて絶えず進化する、上質で洗練された５９店舗の集積を実現
いたしました。主たる顧客は、洗練された感性やライフスタイルにこだわりを持つ２０代後半
以上の大人の女性たちです。５９店舗のうち、中部初出店または新業態テナントが３８店舗、
中部・東海エリア最大規模の旗艦店が１１店舗です。
これまでの名古屋に無かった魅力あふれるブランドショップ群を集め、フロア毎にコンセプ
トを掲げ、商業ゾーン全体で名古屋の新しいライフスタイルを提案・発信していきます。
記
１．

フロアコンセプト

○商業棟
B1F

食材の香りあふれるフードブティックのフロア

１F

世界から厳選されたラグジュアリーブランドのストリート

２F

高感性なファッションセレクトのフロア

３F

上質なライフスタイルを提案するショーケースのフロア

４F

スタイリッシュなダイニングステージ

５F

アーバンシネマコンプレックス

○オフィス棟

スカイレストラン

４１・４２F

天空のプレミアムダイニング

２．

初出店・新業態、旗艦店
初出店

・ クリスチャン トルチュ フラワーブティック

（新業態を含む）

・ ピエール マルコリーニ名古屋

38 店舗

・ 富澤商店
・ ディーン&デルーカ
・ ミッドランド ステーション バイ ローソン
・ 箸ギャラリー門
・ 紫野和久傳
・ ビー オーガニック

ジェイダブリュエス（仮称）

・ サンジェルマン タンドレス名古屋ミッドランドスクエア店
・ ストラスブルゴ
・ デザインワークス コンセプトストア名古屋店
・ コヴァ ミッドランドスクエア
・ マチュリテ
・ インタッチ
・ エミスフェール ディレクスィオン
・ マルティニーク ルコント名古屋
・ プラステ ギャラリー
・ シンクロ クロッシングズ
・ ヴァルカナイズ
・ フェリージセレクション 名古屋店
・ オドゥール・ド・オフェリア
・ ジートランス
・ イデア フレイムス
・ 美食 米門 名古屋
・ バル デ エスパーニャ ムイ
・ ピッツェリア イゾラ
・ 松山閣 松山
・ 上海老飯店
・ 春夏秋冬 銀座ハゲ天(仮称)
・ 築地寿司清
・ 名古屋 今井屋本店
・ エノテカ ムーロ
・ 兆 名古屋店
・ 福臨門酒家
・ 人形町今半名古屋ミッドランドスクエア店
・ ブルーエッジ
・ エノテーカ ピンキオーリ

・ オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ

旗艦店

・ ロエべ

11 店舗

・ カルティエ 名古屋店
・ ディオール名古屋
・ ルイ・ヴィトン ナゴヤ ミッドランド スクエア店
・ ショーメ名古屋直営店
・ セリーヌ
・ ヴァン クリーフ＆アーペル名古屋ミッドランドスクエア店
・ バカラショップ 名古屋
・ クロエ 名古屋
・ FOXEY 名古屋

・ ケイト・スペード ニューヨーク
３．

ミッドランドスクエア商業ゾーン営業内容
事 業 者

東和不動産株式会社、株式会社毎日新聞社

営業時間

物販

11：00〜20：00

飲食

11：00〜23：00

※一部、営業時間の異なる店舗があります。

以上
■添付資料
１．

ミッドランドスクエア概要

＜本件に関するお問合せ先＞
ミッドランドスクエア商業管理室
TEL

：０５２−５２７−８８００

FAX ：０５２−５２７−８８０１

＜添付資料１＞
ミッドランドスクエア概要
施設名

ミッドランド スクエア
オフィス棟＝「ミッドランドスクエア

豊田・毎日ビルディング」

東和不動産株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
事業者

トヨタ自動車株式会社
豊田市トヨタ町１
株式会社毎日新聞社
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号

設計・監理

株式会社日建設計

施工者

竹中・大林・鹿島・清水共同企業体

所在地

名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

敷地面積

11,643.15m2 （3,522.05 坪）

延床面積

193,450.74m2 （58,518.84 坪）

階数・高さ

オフィス棟＝地上４７階、地下６階
商業棟

＝地上６階、地下６階

・高さ２４７ｍ
・高さ５０ｍ

1420％
容積率

（2003 年、都市再生特別措置法に基づく都市再生特区の適用を受け、
容積率緩和）

主要用途

その他施設

駐車場台数
竣工

事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ

事務所、商業施設、駐車場、ヘリポート
屋外型展望施設（スカイプロムナード）、ホール・会議室、
シネマコンプレックス、地域冷暖房施設
４４７台
２００６年９月２９日
着工

：２００４年１月

竣工

：２００６年９月

グランドオープン

：

２００７年３月６日

地下1階

／ 食材の香りあふれるフードブティックのフロア ： 10店舗

地下街と合計6ヶ所で接続する、食のファッションをテーマにしたフロア。
こだわりの食材を扱うショップやテイクアウト＆イートイン店舗が、5層吹抜けのアトリウム広場空間を取り囲み、心地よい賑わいを生み出します。
店舗名称

業態

事業者

店舗概要
L'art de vivre（美的生活）をテーマに、自然の素朴さと都会的洗練を融合し、
花を通じて上質なライフスタイルを提案するパリのフラワーアーティスト、クリ 名古屋初出店
スチャン・トルチュのブティック。

クリスチャン トルチュ フラワーブティック
Christian Tortu Flower Boutique

フラワーブティック

㈱A・C・T

ピエール マルコリーニ名古屋
PIERRE MARCOLINI NAGOYA

チョコレート＆カフェ

㈱The Cream of the Crop
集結するスウィーツの販売＆カフェ。おなじみのチョコレート、アイスクリーム 名古屋初出店
and Company

富澤商店
TOMIZAWA

製菓・製パン
材料専門

㈱富澤商店

1919年、東京町田で乾物屋として創業した専門食材店。プロ愛用の製菓・製
パン材料、高品質な業務用商品や各地生産者による農海産物が、少量パッ 名古屋初出店
クからリーズナブルに手に入る。

ディーン&デルーカ
DEAN & DELUCA

マーケットストア

㈱ディーンアンドデルーカ
ジャパン

1977年ニューヨーク・SOHOで誕生したマーケットストア。世界中から厳選し
た食品を集め、毎日の食を通じて様々な感動と、豊かでよろこび溢れるくら 名古屋初出店
しを提案。

ミッドランド ステーション バイ ローソン
Midland Station by LAWSON

コンビニエンスストア ㈱ローソン

空間・サービスともにワンランク上のプレミアムコンビニをローソンがプロ
デュース。LOHAS・ご当地モノ等ニュース性ある商品を軸に、洗練されたライ 新業態
フスタイルを提案する。

箸ギャラリー門
Hashi gallery mon

箸・和雑貨

㈱ギャラリー門

“人と人との箸渡し”を信条に、常時1,200種類以上の箸が所狭しと並ぶ箸専
門店。干支や季節に合わせた遊び心ある箸や機能的な用途別箸の他、和 名古屋初出店
の情緒溢れる和雑貨も揃う。

紫野和久傳
Murasakino‐Wakuden

おもたせ・
むしやしない処

㈱紫野和久傳

京都の老舗料亭による、旬の恵みを丹精込めて仕立てる「おもたせ」の店。
贈る、贈られる美味しさを通じ、「こころの和」「自然の和」を感じることのでき 新業態
る逸品が揃う。

フォートナム・アンド・メイソン・
コンセプト・ショップ
FORTNUM AND MASON
CONCEPT SHOP

グローサリー＆
ティーショップ

㈱ユーハイム

2007年に300周年を迎える英国王室御用達の総合高級食品ブランド。今な
お英国の誇りとして受け継がれる、200品目以上の輸入グローサリーとケー
キ、パンなどを取り扱う。

ビー オーガニック ジェイダブリュエス（仮称）
デリ＆カフェ
Be Organic JWS

㈱ロック・フィールド

米・バークレーの伝統あるオーガニックレストラン“シェ・パニーズ”で活
躍したシェフ、ジェニファー・シャーマンが監修する、オーガニックをテー
マにしたデリ＆カフェ。

サンジェルマン タンドレス
名古屋ミッドランドスクエア店
SAINT‐GERMAN TENDRESSE

㈱サンジェルマン

店名はフランス語で「心くばり」を意味し、行程・熱意全てに妥協せず美味し
さを追求するベーカリー。併設のカフェでは、サンドイッチやデリなどプレート 名古屋初出店
メニューも展開する。

今や日本中を魅了する、ベルギー発・新進気鋭ショコラティエの技と感性が

等に加え新しいメニューも新展開。

ベーカリーカフェ

新業態

1階 ／ 世界から厳選されたラグジュアリーブランドのストリート ： 8店舗
世界中から厳選されたスーパーブランド旗艦店が並ぶ、夢のストリート。
誰もが憧れるファッションメゾンならではの最先端のモードと、細部までこだわり贅を尽くしたラグジュアリー空間が饗宴。
各々のファサードデザインやショーウィンドウの華やかな演出が街に彩りを添えます。
店舗名称

業態

事業者

店舗概要

ロエべ
LOEWE

ファッション・皮革雑貨

ＬＶＪグループ㈱
ロエベジャパンカンパニー

創業160周年を迎えたスペインのラグジュアリーブランド。伝統のレザーグッ
ズに加えレディスウェア、メンズアイテムともに本店さながらの品揃えと開放 旗艦店
的な空間を堪能できる。

カルティエ 名古屋店
Cartier Nagoya Boutique

ジュエリー&ウォッチ等

リシュモン ジャパン㈱
カルティエ

1847年パリに創業以来、世界中の王侯貴族をはじめ各界の著名人に愛さ
れ続けるラグジュアリーブランド。宝飾・時計を中心に、心地よい空間と特別 旗艦店
な感動を提供する。

ディオール名古屋
DIOR NAGOYA

ファッション・皮革雑貨 クリスチャン ディオール㈱

ルイ・ヴィトン
ナゴヤ ミッドランド スクエア店
Louis Vuitton
Nagoya Midland Square

ファッション・皮革雑貨 ルイ・ヴィトン ジャパン

ショーメ名古屋直営店
Chaumet Nagoya Boutique

ＬＶＭＨウォッチ・ジュエリー
ジュエリー＆ウォッチ ジャパン㈱
ショーメディヴィジョン

パリ・ヴァンドーム広場に本店を構える名門ジュエラーの国内3店目の旗艦
店。コバルトブルーのファサードが印象的な店内では、ジュエリー・ウォッチ 旗艦店
等幅広いコレクションを展開。

セリーヌ
CELINE

ファッション・皮革雑貨

ＬＶＪグループ㈱
セリーヌジャパンカンパニー

1945年パリに創業し、上質のマテリアルにこだわったウェア、服飾雑貨を展
開するラグジュアリーブランド。伝統をモダンにアレンジし、新しいフェミニン 旗艦店
なスタイルを提案する。

ヴァン クリーフ＆アーペル
名古屋ミッドランドスクエア店
Van Cleef & Arpels
Nagoya Midland Square Boutique

ハイジュエリー＆
ウォッチ

リシュモンジャパン㈱

1906年にパリ、ヴァンドーム広場に誕生したハイジュエリーブランド。最高の
品質と技、華やかで芸術性あるデザインは、王侯貴族や女優など各界のセ 旗艦店
レブリティを魅了している。

バカラショップ 名古屋
Baccarat Shop Nagoya

クリスタル製品

バカラ パシフィック㈱

1764年フランスで創設され、常に時代の美を追求し続けるクリスタルのラグ
ジュアリーブランド。最高の品質と技術が生出す作品は「王者たちのクリスタ 旗艦店
ル」の冠に相応しい輝きを放つ。

ＬＶＪグループ㈱
カンパニー

メゾン60周年を迎える、フランスのクチュールメゾン、ディオール。
コンテンポラリーな空間で、創立以来守り続けている技術と、現代性あふれ 旗艦店
るデザインの融合が生み出す商品を提供する。
150年余の伝統を守りつつ常に進化を遂げ、人々を魅了してやまないラグ
ジュアリーブランド。旅行鞄、バッグ、ウォッチ&ジュエリー、プレタポルテ等、 旗艦店
フルラインを取り扱う国内54番目の店舗としてオープンする。

2階

／ 高感性なファッションセレクトのフロア ： 5店舗

1Fから連続してメゾネット展開をするスーパーブランド店舗をはじめ、国内外のクラス感溢れるブティックとセレクトショップが並ぶフロア。
広々としたスペースとリッチな空間で、サロン感覚のショッピングが実現します。

店舗名称

業態

事業者

店舗概要

クロエ 名古屋
Chloé Nagoya

レディスファッション

リシュモンジャパン㈱

大人の可愛らしさ、上質なマテリアルが人気を博すクロエのフルラインショッ
プ。プレタポルテから小物まで揃うラグジュアリーな空間にはVIPエリアも併 旗艦店
設され、ゆったりと買い物が楽しめる。

ストラスブルゴ
STRASBURGO

インポートセレクト

リデア㈱

真に良いモノのみを世界中から集め、クラシックかつモダンな世界観を表現
するセレクトショップ。パーソナリティ溢れるサービスとスタイリング、悦びあ 名古屋初出店
る空間を提供する。

デザインワークス コンセプトストア
名古屋店
DESIGNWORKS concept store
NAGOYA

インポートセレクト

㈱アバハウス
インターナショナル

「エレガンスを崩す大人服」をコンセプトに世界中の旬なブランドをスタイリン
グで提案するコンセプトショップ。ハイセンスなデイリーウエアからモダンな 名古屋初出店
パーティーシーンを演出するドレスまで取り揃えている。

FOXEY 名古屋
FOXEY NAGOYA

レディスファッション

㈱フォクシー

知性・品位・清潔感。この3つをテーマにものづくりを続けるブランド、FOXEY
の直営店。開放的な空間に、洋服はもちろん、ブックストアや小物スペース 旗艦店
なども併設。

コヴァ ミッドランドスクエア
COVA

イタリアン カフェ

コヴァ・ジャパン㈱

創業190年を誇るミラノの老舗イタリアンカフェ。上質な時間と空間を、厳選さ
れた材料と伝統のレシピが生み出すショコラートやケーキ、芳醇なカフェとと 名古屋初出店
もに楽しめる。

3階 ／ 上質なライフスタイルを提案するショーケースのフロア ： 15店舗
上質さと遊び心を知る大人の為のファッション＆ライフスタイルを提案するコンセプトフロア。
話題のセレクトショップや小物、インテリア雑貨など、最先端のトレンドと洗練、伝統がバランスよく融合する店舗が路面店感覚で軒を連ね、
街角を散歩するような気分でショッピングが楽しめます。
店舗名称

業態

事業者

店舗概要

マチュリテ
maturite

インテリア

㈱藤栄

暮らしの中の生活環境備品をインテリアととらえ、Quality（品質）、Style（シン
プルモダン・エレガント）の2つのキーワードで成熟した生活を送る人のため 名古屋初出店
に知的な癒しの空間を提案。

インタッチ
in Touch

ファッション＆
ホームセレクト

㈱グリーンスタンプ

スタイルとデザインにこだわり、時代を越えて上質なアイテムを国内外から
厳選し提案するショップ。モダンな和小物、オリジナルバッグ、1点もののアン 名古屋初出店
ティークやハンドメイドアクセサリーが揃う。

エミスフェール ディレクスィオン
HEMISPHERES DIRECTION

セレクト

㈲ヒエイ

欧州やアメリカをはじめ、国境や世代、クラスを越えたボーダレスなセレクト
アイテムを展開する老舗ショップ。大人の日常を彩る、高感度なMIXコーディ 新業態
ネートを提案する。

マルティニーク ルコント名古屋
martinique Le Conte NAGOYA

レディスセレクト

㈱メルローズ

ハイブランドからデニム、オリジナルアイテムなど、ソフィスティケートされた
セレクトとアイテムが特徴のセレクトショップ。現代女性に向けたリアルでシッ 名古屋初出店
クなスタイルを提案。

プラステ ギャラリー
PLS+T GALLERY

セレクト

㈱リンク・インターナショナル

Theoryを始めリンク・インターナショナルの擁するブランドがすべて集結する
ニューコンセプトショップ。オープン時には人気のブランドGUIA’S限定キュー 名古屋初出店
ブバッグも登場。

シンクロ クロッシングズ
Synchro Crossings

レディス

㈱ワールド

“INSIDE FASHION”をテーマに素材にこだわり、シルエット、着心地、心まで
も満足させてくれる服作りを目指すオリジナルウェアを主体とした大人の為 名古屋初出店
のセレクトショップ。

ヴァルカナイズ
VULCANIZE

英国ラグジュアリー
BLBG㈱
セレクト

マッキントッシュやグローブ・トロッター等、伝統と最先端の洗練を併せ持つ
英国ラグジュアリーブランドを通じ、モダンブリティッシュスタイルを提案する 名古屋初出店
セレクトショップ。

フェリージセレクション 名古屋店
Felisi SELECTION

ファッション雑貨

㈱フィーゴ

厳選された素材と職人の手作業にこだわり、温もりある製品を創り続けるイ
タリアのバッグブランド。鞄の他、フェリージセレクトの趣味性の高いグッズや 名古屋初出店
革小物も充実。

ジョン スメドレー
JOHN SMEDLEY

メンズ・レディス

㈱リーミルズエージェンシー

英国で220年以上の歴史を誇るニットブランド。上質の天然素材を使用し、自
社工場で製造するニットは、シンプルで飽きのこないデザインと豊富なカラー
展開が特徴。

店舗名称

業態

店舗概要

事業者

オリジナル、インポートともに旬の品揃えが話題を集める、ラグジュアリー
シューズ＆バッグのセレクトストア。大人の女性を輝かせる居心地のよい空 名古屋初出店
間とおもてなしを提供する。

オドゥール・ド・オフェリア
odeur de ophelia

ファッション雑貨

㈱モード・エ・ジャコモ

イグナイト フォー
ignite four

セレクト

㈱ワイヴァーンテイルショップ に定評のあるセレクトショップ。世代・シーンを選ばず、着る人の個性が生き

ケイト・スペード ニューヨーク
kate spade NEW YORK

服飾雑貨

ジートランス
G・TRANCE

アイウェア

㈱メガネの和光

斬新な空間に、世界中からセレクトしたデザイナーズメガネが並ぶ、大人の
為のアイウェア専門店。商品のファッション性・品質の高さはもちろん、技術・ 新業態
サービス面も充実。

イデア フレイムス
Idea Frames

インテリア

㈱イデアインターナショナル

“デザイン”をキーワードに国内外の優れたプロダクトを集積するインテリア
ショップ。モノとの出会いを通して造り手の思いに触れ、自ら価値感を発見で 名古屋初出店
きる空間を目指している。

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア
Santa Maria Novella Tisaneria

フレグランス＆
ハーブティーサロン

㈱ヤマノ アンド アソシエイツ 防医学のコンセプトの元、ハーブの効能を最大限に活かすライフスタイルを

“イタリアントラディショナル”をコンセプトに、ベーシックでシンプルな品揃え
る着こなしを提案する。
ハンドバッグを中心に人気を博す、ケイト・スペード ニューヨークの国内最大

㈱サンエーインターナショナル 級ショップ。服飾、ステーショナリー、テーブルトップコレクションなどフルライ 旗艦店
ンを展開する。

伊・フィレンツェで800年もの歴史を有する世界最古の薬局が、自然治癒・予
提案。ティーサロンも併設。

4階

／ スタイリッシュなダイニングステージ ： 13店舗

楽しい美食のひとときを通じ、充実したコミュニケーションを提供するレストランフロア。
全国各地の老舗や話題のレストラン、地元の名店を集積し、アフター5のディナーや気軽なランチ、映画鑑賞後のお食事など、
ビジネスからプライベートまで様々なニーズに対応します。
店舗名称

業態

事業者

店舗概要

韓国旬彩料理 妻家房
SAI KA BO

韓国旬彩料理

㈲永明

薬食同源・五味五色をコンセプトに、こだわりの食材と多彩な味覚が調和し
たメニューを提供するコリアンダイニング。ヘルシーでありながら満足感のあ
る、本場の味が楽しめる。

美食 米門 名古屋
BISHOKU MAIMON NAGOYA

和食

㈱フードスコープ

料理人と厳選食材、おもてなしが混然一体となった美食エンターテインメント
名古屋初出店
を楽しめる。「美食素材」を職人シェフが至福の一品に仕上げる和食店。

バル デ エスパーニャ ムイ
BAR de ESPAÑA MUY

スペインバル

㈱グラナダ

東京丸の内TOKIAで人気を博すスペインバルの2号店。開放感のある窓に
面したロングカウンターや個室など臨場感溢れる店内で、多彩なタパスの他 名古屋初出店
に、本物のスペイン料理を堪能できる。

ピッツェリア イゾラ
PIZZERIA ISOLA

ピッツェリア

㈱グラナダ

東京・白金に1999年にオープンした本場ナポリスタイルのピッツェリア。イタ
リア直送の粉、塩、モッツァレラを使い窯職人が造った薪窯で焼く香ばしいナ 名古屋初出店
ポリピッツァや、豊富に揃ったイタリア各地のワインが楽しめる。

蔵人厨 ねのひ
kuroud‐kuriya NENOHI

酒蔵料理

モリタフードサービス㈱

創業340年、尾張知多の「蔵元盛田」直営店。酒蔵をイメージした店内で、蔵
直送の蔵人厨限定大吟醸の原酒と厨人たちによる地元の食材・調理法を駆
使した賄い料理が楽しめる。

松山閣 松山
Shozankaku MATSUYAMA

京料理と湯葉・豆腐 ㈱松山閣

茶懐石を基本とし湯葉、豆腐、生麩、京野菜等の伝統食材を用いた京料理
店。こだわりの国産大豆のみを使用し、自社工場で手間隙かけて製造する 名古屋初出店
湯葉、豆腐は必食の価値あり。

上海老飯店
SHANGHAI CLASSICAL
RESTAURANT

上海料理

㈱クリエイト・レストランツ

130年の歴史を誇る、上海料理発祥の店の日本第一号店。本店から料理人
を招聘し、約80種以上の本格的な上海料理をはじめ、地元名古屋コーチン 日本初出店
を使用した鶏肉料理も味わえる。

キッチン雅木 ミッドランドスクエア店
KITCHEN GAKI

洋食

㈲雅木

“倭国の洋食”をポリシーとする洋食の名店。一年中楽しめる牡蠣や手作り
のハンバーグステーキ、カニクリームコロッケ等、多彩なメニューをアットホー
ムな接客で提供する。

春夏秋冬 銀座ハゲ天(仮称)
Hageten

天ぷら

㈱渡辺ハゲ天

創業78年の天ぷら専門店。伝統の技と旬のタネ、更に創意工夫を散りばめ
たオリジナリティ溢れる天ぷらを、臨場感あるカウンター席・個室風テーブル 新業態
席でゆっくりと楽しめる。

店舗名称

業態

事業者

店舗概要

築地寿司清
Tsukiji Sushisei

江戸前寿司

㈱築地寿司清

日本橋、築地魚河岸で118年。丁寧な仕込み、心を込めた寿司をカウンター
名古屋初出店
と個室でゆっくり味わえる安心できる江戸前寿司店。

名古屋 今井屋本店
Nagoya Imaiya Honten

比内地鶏を使った
㈱フードスコープ
焼鳥

厳選された新鮮な雌の比内地鶏を使用した「究極の焼鳥」を提供する鶏料
名古屋初出店
理店。全国各地の地酒、格別の料理とおもてなしを堪能できる。

紗羅餐(さらざん）
ミッドランドスクエア店
SARRASIN

手打そば

サラザン㈱

地元・名古屋の“物作りの心”を受継ぐ手打ちそばの名店。素材と手間を惜
しむことなく丁寧に打たれたそばは、昼はもちろん夜も、酒と肴とともに大人
の小粋な時間を演出する。

エノテカ ムーロ
ENOTECA MURO

イタリア料理

㈱グラナダ

食事から軽く一杯まで多様なシチュエーションに対応するエノテカ（イタリア
語でワイン屋の意味）。旬の食材や近海の鮮魚を生かしてイタリアンの枠に 名古屋初出店
とどまらない料理やパスタを100種類を超えるワインと共に気軽に楽しめる。

5階 ／ アーバンシネマコンプレックス
フォーマルなロビー空間及びシアター環境、ホスピタリティ溢れるサービス等、新しい映画鑑賞スタイルを提案する都市型シネマコンプレックスのフロア。
最新の話題作を快適にゆったりと楽しむことができます。

店舗名称
ミッドランド スクエア シネマ
MIDLAND SQUARE CINEMA

業態
シネマコンプレックス

事業者
中日本興業㈱
松竹㈱

店舗概要
デザイン、音響、映像の全てにこだわった高級感溢れる都市型シネマコンプ
レックス。客席は全席革張りシートを採用し、ゆったりと映画を楽しめる。
（客席数：1270席。車椅子スペース14席含む）

41階・42階 ／ 天空のプレミアムダイニング ： 7店舗
名古屋市内を一望する絶好のロケーションに、フレンチやイタリアン、日本料理など極上の味と空間、おもてなしを提供する名店が集結。
大切な接待やとっておきの食事会など、最高のひとときを演出する、究極の食と文化の発信地が誕生します。

■41階
店舗名称

業態

事業者

店舗概要

兆 名古屋店
KITCHO

日本料理

㈱京都兆

「世界之名物 日本料理」を信条に、京都を中心に各地から取り寄せた食材
を活かし、季節感溢れる料理を提供する。掘り炬燵式のお座敷の他、眺望 名古屋初出店
が素晴らしい洋室もあり。

福臨門酒家
FOOK LAM MOON

広東料理

福臨門酒家㈱

1948年の創業以来、最高の食材と伝統の調理法を駆使し、珠玉の味を提供
し続ける高級広東料理店。本場の味と空間・おもてなしを、最高の眺望と共 名古屋初出店
に満喫できる。

人形町今半
すき焼・
名古屋ミッドランドスクエア店
しゃぶしゃぶ・
Ningyocho Imahan
網焼ステーキ
Nagoya Midland Square Restaurant

㈱人形町今半

明治28年の創業以来、一貫して黒毛和牛にこだわった、すき焼・しゃぶしゃ
ぶ・網焼ステーキの老舗。個室は7室、接待や慶事など様々なシーンで利用 名古屋初出店
できる。

吉凰
SUSHI Kikko

鮨処

㈱鮨処 吉凰

伊勢湾や三河湾で捕れた新鮮な魚介を中心に、全国の名産地の魚を目利
きし握る、食通間でも評判の名店。鮮度の良さはもちろん、研ぎ澄まされた
職人の技と情熱を体感できる。

ダイニング＆バー

㈱ナゴヤキャッスル

静かに流れる水の音や水面のキラメキなど五感で「水」を感じる、大人の時
間と空間を演出するダイニング&バー。世界の銘酒はもちろん、新進気鋭 新業態
シェフが腕を揮った料理も味わえる。

ブルーエッジ
The 41st Square

Bluédge
Dining&Bar

■42階
店舗名称

業態

事業者

店舗概要

エノテーカ ピンキオーリ
ENOTECA PINCHIORRI

イタリア料理

㈱アターブルイーピーエヌ

メディチ家から受け継いだイタリア宮廷料理は、ピンキオーリ夫妻の5万のレ
シピと22万本のワインで三つ星を獲得。一流のイタリア料理をエレガントな 名古屋初出店
サービスとともに楽しめる。

オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ
AUBERGE DE L'ILL NAGOYA

フランス料理

㈱ひらまつ

アルザス地方イローゼンの伝統ある三ツ星レストランがひらまつとの夢のコ
ラボレーションにより日本に初上陸。森田恭通（もりたやすみち）氏デザイン 日本初出店
の華やかな空間で質の高い料理とサービスを満喫できる。

