平成 20 年 2 月 14 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
08 年 3 月 6 日で開業１周年

ミッドランド スクエア開業１周年にあたり

ミッドランド スクエアは、2008 年 3 月 6 日にグランドオープンから１周年を迎えます。地域の皆様に支え
られて名古屋駅のランドマークとしてご愛顧いただき、深く感謝申し上げます。これからもこのエリアの
「感動と潤いの都市空間」、「格調と賑わいの融合」を念頭に努力してまいります。
■１周年を振り返って
(1) 来場者数・売上(2007 年度)
2007/3/6〜2008/1/末

2007/3/6〜2008/3/5 見込

来場者数

1,565 万人

1,700 万人

売上

217 億円

230 億円

(2) これまでの主なイベント等
日程
2007

内

3/6

グランドオープン

3/30・31

グランドオープン記念コンサート

6/7

アペリティフの日

7/18

スカイプロムナード パネル展示変更

容

(名古屋市博物館ご協力の猿侯庵→名古屋港・名古屋港水族館)
8/4・5

名古屋港水族館ご協力の一日水族館

9/2

スカイプロムナード 入場者 50 万人達成

9/15〜10/14

マチュア オータムライフ グルメフェア
〃

9/22・23

ファッションショー

大規模「総合防災訓練」

9/28

10/16〜10/28 マチュアオータムライフ

テディベアーミュージアム開催

スカイプロムナード パネル展示変更

12/6〜

(名古屋港・名古屋港水族館→徳川美術館ご協力の殿様が撮った写真)
年末・年始
2008

1/中旬 〜

※「CHEMISTRY
本日

ビル壁面演出実施
アトリウムコンサート開催

VALENTINE

2/14 日(木) 18:30〜

PREMIUM LIVE」in ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ ((株)ﾃﾞﾌｽﾀｰﾚｺｰｽﾞ主催)

（※B1 ｱﾄﾘｳﾑにて 2 人の顔型ﾁｮｺ像の展示とﾒｲｷﾝｸﾞﾋﾞﾃﾞｵ放映中）
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08 年 3 月 6 日で開業１周年

ミッドランド スクエア
開業１周年記念イベント ご案内

・「東儀秀樹プレミアムライブ＆トークショー」
・「1st.

Anniversary

Night

Shopping」（ご招待者限定）

・「田中麗奈さんトークショー」（映画「犬と私の 10 の約束」公開記念）
・「スカイプロムナード 小学生無料」
など多彩なイベントを開催
ミッドランド スクエアは、2008 年 3 月 6 日にグランドオープンから１周年を迎えます。地域の皆様に支
えられて名古屋駅のランドマークとしてご愛顧いただいており、これからもこのエリアの賑わいの創出に
さまざまな形で貢献させていただきたく思います。
今回のオープン 1 周年を記念して、ミッドランドスクエアでは、3 月 6 日（木）より 3 月 31 日（月）までの
期間、「きらめく場所を、これからも」をテーマとした多彩なイベントを実施いたします。
日本の伝統音楽をベースに独自の世界を創造するアーティスト、東儀秀樹さんのライブ＆トークショ
ー（３月２０日）、映画「犬と私の 10 の約束」の公開（ミッドランドスクエアシネマにて 3/15 より）を記念し
た、主演女優の田中麗奈さんのトークショー（３月６日）など、著名アーティスト・女優が登場する企画を
はじめ、商業棟では、ご招待者限定とした「1stAnniversary ナイトショッピング」（３月６日）、きらめく女
性を対象としたトークショーやおもてなし講座、特設エステサロン実施のほか、特設ショップ「ホアキン・
ベラオジュエリーサロン」「カフェコヴァ特設サロン」（共に３月６日〜９日）などを行います。
さらに、地域の皆様への感謝として、期間中（３月６日〜３１日）は、ビル最上部の屋外展望施設「スカ
イプロムナード」の小学生の入場料を無料にします。そのほか、親子でご参加いただける「ポップアッ
プギフトカード」作成教室や、地元の小学生をご招待した「キッズバックヤードツアー」も開催します。

実施イベント施策の詳細は、次ページ以下をご覧ください。
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ミッドランド スクエア 開業１周年記念イベント 概要
【音楽・映画関連イベント】
■東儀秀樹プレミアムライブ＆トークショー
日本の伝統音楽をベースに独自の世界を創造するアーティスト、東儀秀樹さ
んのライブを開催。古典雅楽と現代サウンドのコラボレーションが生み出す、荘
厳なステージをお楽しみください
日時： 3 月 20 日（祝・木）
14:00〜 〈一般の部〉
16:30〜 〈ミッドランド スクエア メンバーズカード会員の部〉
場所 ：5F ミッドランドホール
ご招待者数： 各部とも抽選で 125 組 250 名 無料ご招待
●一般の部 応募要項
「東儀秀樹ライブ希望」と、お名前・性別・ご住所・電話番号を官製ハガキに
明記し、下記住所までお申し込み下さい。応募締切３月１０日（月）消印有効。
なお、当選発表は、ご招待状の発送をもってかえさせていただきます。
ミッドランドスクエア アニバーサリー事務局
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-15-34 第 16KT ビル 6F
TEL：052-961-2589 Ｗｅｂ：www.midland-square.jp/

■田中麗奈 トークショー
3/15（土）よりミッドランドスクエアシネマで、一匹の犬と、ひとりの少女のかけが
えのない 10 年間を描いた感動作映画「犬と私の 10 の約束」が公開されるのを
記念して、主演女優、田中麗奈さんに撮影秘話などを語っていただきます。
日時： 3 月 6 日（木）17:00〜17:30
場所： B1F アトリウム特設ステージ
※自由観覧。 先着約 80 名様のみご着席可。（立ち見可能）

■アトリウムコンサート
B1F アトリウムで愛知県立芸術大学の学生や卒業生によるコンサートを開催。
ボサノヴァからクラシックまで、アトリウムに美しい楽曲が響き渡ります。
日時： ・3 月 7 日（金）・8 日（土）
名曲シリーズ
・
14 日（金）・15 日（土） 映画音楽
・
21 日（金）・22 日（土） ジャズ・ボサノヴァ
・
25 日（火）
クラシック
各日とも 1st stage 18:20〜、2nd stage19:20〜、3rd stage20:20〜
※25 日（火）最終日のみ、2nd stage までとなります。
場所： B1F アトリウム特設ステージ
※各日とも自由観覧。
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■ Ｔｈｅ Ｄｒａｍａｔｉｃ Ｓｔａｇｅ
ミッドランドスクエア

グランドオープン１周年
―ザ・ドラマチック・ステージ―

日本を代表する名優、江守徹をグランドマスターに迎え、モーツァルトとチャイ
コフスキーの魂に迫る情感溢れるコンサートを開催します。
ソロイストはアナスタシア・チェボタリョーワ（ヴァイオリン）と三輪郁（ピアノ）、
人気と実力を兼ね備えた２人のミューズが登場。
また指揮者武藤英明と名古屋フィルハーモニー交響楽団の息のあった演奏も
聞き逃せません。
江守 徹[グランドマスター]

日時： ４月８日（火） 18:00 開場 18:45 開演
場所： 愛知県芸術劇場 大ホール
主催： ㈱毎日新聞社
特別協賛： 東和不動産㈱／トヨタ自動車㈱
協賛： 中部電力㈱／東海旅客鉄道㈱／東邦ガス㈱
料金： Ｓ席 ￥6,500 Ａ席 \5,500 Ｂ席 \4,500 （全席指定）
[チケット申し込み・お問い合わせ]
音楽工房：TEL.052-959-2490（平日 10:00〜17:00） FAX.052-971-9361
E-mail： ticket@seed-brain.com
その他、チケットぴあ、ローソンチケット、愛知芸術文化センタープレイガイドなど
でも取り扱いいたします。

4
2008/02/14

【商業施設関連イベント】

■１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｎｉｇｈｔ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ
営業時間外にミッドランドスクエアメンバーズカード会員等からのご招待者を限
定としたナイトショッピングをお愉しみいただけるイベントを開催します。限定品
や先行販売など各ショップからのさまざまなサービスをご用意しているほか、ト
ークショーやライブ等、1 周年ならではのイベントを用意しました。
日時： 3 月 6 日（木） 19:00〜22:00
場所： ミッドランドスクエア商業棟 B1F〜3F
※通常営業は 18：00 にて終了。
ただし、B1F・1F の一部ショップ、4F・41F・42F のレストラン、
5F シネマは通常通り営業致します。
※ミッドランド スクエアメンバーズカード会員の中から獲得ポイント数に応じて、
ご招待状をお送りさせていただきます。

「1st AnniversaryNight Shopping」イベント企画
●川島なお美 トークショー
時間／ トークショー 19:30〜20:00
場所／ B1F アトリウム特設ステージ
＊ナイトショッピングご招待者様の中から、先着約 8 0 名様のみご着席いただけます。

●ＷＯＭＡＮ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ
時間／ 20：30〜 21：10〜
場所／ B1F アトリウム特設ステージ
＊ナイトショッピングご招待者様の中から、先着約 8 0 名様のみご着席いただけます。

■平塚ユカリ トークショー
現在、テレビや雑誌などで活躍中のロエベ・ジャパン PR＆AD マネージャー
平塚ユカリさんを迎え、スペシャルトークショーを開催。きらめく女性になるため
の秘訣や、ロエベ・春の新作コーディネートを紹介します。
日時： 3 月 8 日（土） 13:00〜 16:00〜
3 月 9 日（日） 13:00〜
場所： B1F アトリウム特設ステージ
※ 各日とも自由観覧。
※ 先着 50 名様に整理券を配布します。
２F コンシェルジュカウンターへお越しください。
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■「カフェコヴァ」特設サロン
ミッドランドスクエア２F に出店している、創業 1 9 0 年を誇るミラノの老舗イタリ
アンカフェ「コヴァ」が、期間中に２F 特設スペースに拡大してオープン。ウェイ
ティングバーとして、またショッピングの合間に、シャンパンやカプチーノをお愉
しみください。期間限定のケーキも登場します。
日時： 3 月 6 日（木）〜9 日（日） 11:00〜20:00
場所： ２F 特設スペース
※6 日（木）イベント時は 22：00 まで、7 日（金）・8 日（土）は 21：00 まで。
※有料カフェとなります。また飲酒後の車の運転はご遠慮ください。

■ホアキン・ベラオ ジュエリーサロン

Produced by DESIGNWORKS concept store

ファッション誌で注目を集めるスペインのジュエリーブランド「ホアキン・ベラオ」
が、名古屋に登場。4 日間の限定サロンでは、数々のコレクションを豊富に取り
揃え、ジュエリーから始まる大人のラグジュアリースタイルを提案します。
日時： 3 月 6 日（木）〜9 日（日） 11:00〜20:00
場所： ２F 特設スペース
※6 日（木）イベント時は 22：00 まで、7 日（金）・8 日（土）は 21：00 まで。
※一部商品は、3 月 9 日以降も、デザインワークス・コンセプトストア店内にて
引き続きご覧いただけます。

■服部由奈プロデュース「サロンマダムのおもてなし」
８人のマダムから学ぶテーブル上の素敵な世界。サロンマダムによる
優雅なフラワー＆テーブルコーディネートとおもてなしの講座をお楽
しみください。
日時： 3 月 15 日（土）・16 日（日）
展示： 11:00〜20:00
※15 日（土）は 21：00 まで。

おもてなし講座： 14：00〜
場所：B1F アトリウム
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■服部由奈エステ 特設サロン
東京・名古屋でエステサロンを経営するほか、ＪＡＥＤ協会認定「アイラッシュデ
ザインカレッジ校長」、テーブルコーディネートなどで活躍されている服部由奈
先生のサロンが期間限定で登場。睫毛を傷めずに美しいフォルムを実現する
独自のセレカールをはじめ、オートクチュール睫毛や２４金フェースケア、スト
ーンセラピー、カルジェルネイルのメニューをご紹介します。
日時： 3 月 22 日（土）・23 日（日）

11:00〜20:00
※22 日（土）は 21：00 まで。

場所： B1F アトリウム
料金： 有料
※ご来場の方に４,０００円相当の角質ピーリングクリームプレゼント（数に限りがございます）

■空気洗浄機「マジックボール」キャンペーン

Produced by IDEA Fｒames

水のチカラで空気を洗う、新発想の空気洗浄機マジックボール。優れた除菌メ
カニズムを、LED ライトの幻想的な演出と、アロマの香りもとともに体感下さい。
日時： 3 月 20 日（木）〜23 日（日） 11:00〜20:00
※21 日〜22 日は 21：00 まで。

場所： B1F エスカレータ横 特設コーナー

■ ＩＨ ＣＯＯＫＩＮＧ ＳＡＬＯＮ

中部電力

最新の I H クッキングヒーターを使って、ミッドランドスクエア出店のレストランシ
ェフによる I H クッキングショーを開催。会場では I H 体験もしていただけます。
日時： 3 月 28 日（金）・29 日（土） 11:00〜20:00
場所： B1F アトリウム
参加テナント：
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ
バル デ エスパーニャ ムイ
エノテカ ムーロ
サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア
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【地域貢献イベント】
１周年を記念して、今後も地域社会との共存共栄を願い、より人々に愛される中部エリアのランド
マークとして役立っていきたいというミッドランドスクエアからの想いを込めた、地域への感謝イベ
ントを実施いたします。

■スカイプロムナード 小学生無料
キャンペーン期間中（3/6〜3/31）にご来場いただいた小学生の入場料を無料
に致します。
さらに週末を中心に、この地域の人気キャラクターが登場します。
なかでも、愛・地球博で活躍したモリゾー＆キッコロは、
「環境に優しい省エネビル〜ミッドランドスクエア」をわかり易く紹介してくれま
す。（3/28・29）
また昨年のオープン時にご好評を得ました、フラッシュバッジも数量限定で再
登場します。
期間： 3 月 6 日（木）〜31 日（月）
キャラクター登場日：

3 月 9 日（日）・・・・・・・・・・・・・なぞの旅人フー
16 日（日）・23 日（日）・・・・グランパス君
28 日（金）・29 日（土）・・・・モリゾー＆キッコロ

出演時間： 各日 11:30、13:30、15:00、16:30
場所： スカイプロムナード
※荒天の場合は中止とさせていただきます

■ 「ポップアップギフトカード」作成教室
親子でご参加いただけお楽しみいただける、開くと飛び出す楽しいカード
「ポップアップギフトカード」作成教室を開催します。
ポップアップ絵本アーティストの先生が、分かりやすく教えてくれます。
日時： 3 月 23 日（日） 13:00〜15:30
場所： オフィスタワー5F 会議室 C
ご招待者数： 親子ペア２５組５０名 無料ご招待
※対象年齢〜小学校 5･6 年生
●応募方法
「ポップアップギフトカード教室希望」と、お名前・性別・ご住所・電話番号を官製ハ
ガキに明記し、下記住所までお申し込み下さい。応募締切３月１０日（月）消印有
効。なお、当選発表は、ご招待状の発送をもってかえさせていただきます。
ミッドランドスクエア アニバーサリー事務局
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-15-34 第 16KT ビル 6F
TEL：052-961-2589 Ｗｅｂ：www.midland-square.jp/
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■キッズバックヤードツアー
地元の小学生をご招待した、見学ツアーを開催します。
普段は見ることのできない「ミッドランドスクエア」の裏側と、日ごろ子供たちが強い興味を持っているマスコミの
世界を垣間見るツアーです。
環境配慮の技術や最新ビルの現場を学んでいただく場、マスコミの世界を体験できる場をご提供します。
日時： 3 月 25 日（火）
9：00〜14：00 終了予定
A：ミッドランドスクエア＆新聞社見学コース
B：ミッドランドスクエア＆テレビ局見学コース
※一般公募はせず、地元小学生 40 人を無料ご招待

■環境教育シンポジウム
地球環境問題が深刻になり、環境教育の役割がますます重要になってきた昨今、環境教育・学
習を通じて環境保全行動を実践するきっかけとなるよう、学校，企業や地域での環境保全の取組
を紹介する環境シンポジウムをミッドランドホールで開催いたします。
日時：
場所：
主催：
後援：
内容：

3 月 25 日（火） 13：００〜15：30
ミッドランドスクエア５Ｆ ミッドランドホール
ミッドランドスクエア／なごや環境大学
名古屋市教育委員会
・映画「ツバル」上映
・ＮＰＯ宇宙船地球号 山本敏晴氏 講演
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■全体実施スケジュール
日付
3 月 6 日（木）

時間

内容

場所

11:00〜17:30

「犬と私の１０の約束」特設展示

B1F

17:00〜17:30

田中麗奈トークショー

B1F

11:00〜22:00

ホアキン・ベラオ、【有】特設カフェコヴァ

2F

19:00〜22:00

【招】ナイトショッピング

商業棟

19:30〜20:00

【招】川島なお美トークショー

B1F

20:45、21:25

【招】ウーマン・ジャズライブ

B1F

11:00〜21:00

ホアキン・ベラオ、【有】特設カフェコヴァ

2F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜21:00

ホアキン・ベラオ、【有】特設カフェコヴァ

2F

13:00、16:00

平塚ユカリトークショー

B1F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜20:00

ホアキン・ベラオ、【有】特設カフェコヴァ

2F

13:00〜13:30

平塚ユカリトークショー

B1F

13:30〜14:00

ロエベ スペイン音楽ライブ（仮）

B1F

11:30、13:30、15:00、16:30

スカイプロムナードキャラクター登場

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

10 日（月）〜13 日（木） 11:00〜20:00

「犬と私の１０の約束」特設展示

B1F

14 日（金）

11:00〜21:00

「犬と私の１０の約束」特設展示

B1F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜21:00

サロンマダムのおもてなし

B1F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜20:00

サロンマダムのおもてなし

B1F

11:30、13:30、15:00、16:30

スカイプロムナード キャラクター登場

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

17 日（月）〜19 日（水） 11:00〜20:00

イデア「マジックボール」キャンペーン

B1F

20 日（祝）

11:00〜20:00

イデア「マジックボール」キャンペーン

B1F

14:00、16:30

【招】東儀秀樹コンサート

５F ホール

11:00〜20:00

イデア「マジックボール」キャンペーン

B1F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜21:00

イデア「マジックボール」キャンペーン

B1F

11:00〜21:00

【有】エステ 特設サロン

B1F

18:20、19:20、20:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜20:00

イデア「マジックボール」キャンペーン

B1F

11:00〜20:00

【有】エステ 特設サロン

B1F

11:30、13:30、15:00、16:30

スカイプロムナード キャラクター登場

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

13：00〜15：30

【招】ポップアップカード作成教室

ｵﾌｨｽﾀﾜ-５F

9：00〜14：00

【招】キッズバックヤードツアー

館内

13：00〜15：00

環境教育シンポジウム

５F ホール

18:20、19:20

アトリウムコンサート

B1F

11:00〜20:00

中部電力キャンペーン

B1F

11:30、13:30、15:00、16:30

スカイプロムナード キャラクター登場

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

11:00〜20:00

中部電力キャンペーン

B1F

11:30、13:30、15:00、16:30

スカイプロムナード キャラクター登場

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

18：00〜

【有】Ｔｈｅ Ｄｒａｍａｔｉｃ Ｓｔａｇｅ

愛知県芸術劇場

7 日（金）
8 日（土）

【W】【延】

【W】【延】

9 日（日）

15 日（土）

【W】【延】

【W】【延】

16 日（日）

21 日（金）
22 日（土）

23 日（日）

25 日（火）

28 日（金）
29 日（土）

4 月 8 日（火）

【W】【延】

【W】【延】

【W】MS カードダブルポイントデイ 【延】ショップ延長営業 21：00 まで 【有】有料 【招】招待客限定
※3 月 6 日（木）〜31 日（月）スカイプロムナード小学生入場料無料。
※予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

10
2008/02/14

※ご取材予定の場合、恐縮ですが下記ミッドランドスクエア担当までご一報ください。

＜お問合せ先＞
東和不動産株式会社
TEL：052-527-8521

経営管理本部 浅井
FAX：052-584-7117

ミッドランド スクエア 商業管理室 林・鳴嶋
TEL：052-527-8800（代表）FAX：052-527-8801
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