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ミッドランド スクエア サウンド･ガーデン・コンサート、
オータムキャンペーン等開催のご案内

ミッドランドスクエアでは、｢サウンド ガーデン コンサート｣、｢オータムキャンペーン｣、｢PREMIUM
SPARKLING NIGHT｣を開催いたします。各々の内容は以下のとおりです。

サウンド･ガーデン・コンサート開催のご案内

ミッドランド スクエアでは、９月より、サウンド・ガーデン・コンサート 〜ミッドランドスクエアが、音の庭になる〜を
開催いたしますので、ご案内いたします。
ミッドランドスクエアでは、従来商業棟地下１階アトリウムにて、アトリウムコンサートを実施してまいりました
が、このたびこのコンサートに加えまして、標記サウンド・ガーデン・コンサートを開催することにいたしました。
今回のサウンド・ガーデン・コンサートは、アドバイザーにワールドミュージックの第一人者である 久米大作
氏を迎え、音楽クオリティが高く、希少性が高い世界の民族楽器を取り入れたコンサートとなっております。
週末に、ミッドランドスクエア各所（商業棟内・スカイプロムナード）にて定例で実施し、スカイプロムナードでは、
市民による民族楽器オーケストラ「LEEO」が出演するほか、来場者に参加していただけるワークショップも開催
します。
初回（9 月 6 日（土）・・・商業棟 2 階）の出演は、ハープの祖先に当たるギリシャの古典楽器「プサルタ」を演奏す
る「ミキ̲サカタ」。クラシックの形式美とモダンミュージックの自由さを官能的な波形で響する音の世界を展開し
ます。コンサートの概要は、下記のとおりです。

＜ サウンド・ガーデン・コンサート 開催概要 ＞
１． イベントタイトル：
サウンド・ガーデン・コンサート

〜ミッドランドスクエアが、音の庭になる〜

２． イベントロゴ
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３． 開催スケジュール

月

日

6 日（土）

9月

21 日（日）

27 日（土）

4 日（土）

10 月

19 日（日）

25 日（土）

1 日（土）

時間
14:00〜
17:00〜

場所

出演者

楽器

備考

商業棟 2F

ミキ̲サカタ

プサルタ

観覧自由（無料）

ｱﾌﾘｶﾝ･

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ入場料

ﾄﾞﾗﾑｽ

が必要です

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ

観覧自由（無料）

三弦

観覧自由（無料）

13:00〜

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

15:00〜

44F ｽｶｲﾃﾞｯｷ

14:00〜
17:00〜

ｱﾌﾘｶﾝ・ｽﾇ・ﾍﾙｺﾑ

ﾑｼﾞｶ･ｾﾗﾐｶ

商業棟 2F

鳥居愛子

14:00〜

商業棟 B1F

17:00〜

アトリウム

13:00〜

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

民族楽器ｵｰｹｽﾄﾗ

15:00〜

44F ｽｶｲﾃﾞｯｷ

「LEEO」

14:00〜
17:00〜

フェイ・ジェンロン

ﾑｼﾞｶ･ｾﾗﾐｶ

商業棟 2F

磯貝 恵

14:00〜

商業棟 B1F

17:00〜

アトリウム

13:00〜

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

民族楽器ｵｰｹｽﾄﾗ

15:00〜

44F ｽｶｲﾃﾞｯｷ

「LEEO」

14:00〜

商業棟 B1F

17:00〜

アトリウム

14:00〜

商業棟 B1F

17:00〜

アトリウム

14:00〜

商業棟 B1F

17:00〜

アトリウム

松井奈都子

11 月
16 日（日）

2009
1月

31 日（土）

7 日（土）

松井奈都子

瀬木貴将

2月
21 日（土）

ｱﾝｸﾛﾝ
ｼﾞｪﾝﾍﾞ
ｽﾁｰﾙﾊﾟﾝ

※別途ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
入場料が必要です

フルート

観覧自由（無料）

ｽﾁｰﾙ・ﾊﾟﾝ

観覧自由（無料）

ｱﾝｸﾛﾝ
ｼﾞｪﾝﾍﾞ
ｽﾁｰﾙﾊﾟﾝ

フルート

ｻﾝﾎﾟｰﾆｬ
＆ｹｰﾅ

※別途ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
入場料が必要です

観覧自由（無料）

観覧自由（無料）

ｽﾁｰﾙ・ﾊﾟﾝ
Pan Cake

ｷﾞﾀｰ
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ

※ スカイプロムナードのご入場には、別途入場料が必要となります
※ 天候等により、予告無く会場を変更または中止することがあります
４．出演者・アドバイザープロフィール
※別紙のとおり
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観覧自由（無料）

ミッドランド スクエア オータムキャンペーン「Orange Harvest」
開催のご案内
ミッドランドスクエアでは、8 月 23 日（土）から 10 月 13 日（月・祝）まで、
オータムキャンペーン「Orange Harvest」を開催いたします。
同キャンペーンでは、8 月 23 日（土）公開の話題の映画「セックス・アン
ド・ザ・シティ」とのタイアップイベントや、この秋冬シーズンにお勧めの
コーディネートを紹介するコレクション、ミッドランドスクエアメンバーズ
カード会員様向けの購入キャンペーンなど、ご来館いただいたお客様
に喜んでいただける内容となっております。

ミッドランド スクエア オータムキャンペーン「Orange Harvest」の概要は以下の通りです。

■ ミッドランド スクエア オータムキャンペーン「Orange Harvest」実施概要 ■
開催日時 ： 2008 年 8 月 23 日（土）〜10 月 13 日（月・祝）
場
所 ： 商業棟 B1F〜5F、オフィス棟 41F・42F・44F ※プレゼントキャンペーンは対象店舗のみ

●「セックス・アンド・ザ・シティ」タイアップキャンペーン
開催日時 ： 2008 年 8 月 23 日（土）〜9 月 1 日（月） 11：00〜20：00
場
所 ： B1F アトリウム
実施内容 ： 映画「セックス・アンド・ザ・シティ」公開に合わせ、
特別展示イベントを開催。会場では、世界に数点
しかないというスワロフスキー・クリスタルで装飾さ
れたポスターやダイジェストパネルの展示、ニュー
ヨークプレミア試写会の様子を映像で紹介いたし
ます。

※イメージ図

また、オフィス棟 44F スカイプロムナードにて期間限定オープンしているオープン カフェ
＆バー「スターダストラウンジ」では、4 人の主人公をテーマにした、サントリーと「セックス・
アンド・ザ・シティ」のコラボレーションカクテルをご提供いたします。
※詳しくはサントリーのホームページをご覧ください。
＜サントリーHP＞ http://www.suntory.co.jp/liqueur/skyy/campaign/index.html
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●ミッドランド スクエア 秋冬コレクション
開催日時 ： 2008 年 9 月 6 日（土）〜9 月 15 日（月・祝） 11：00〜20：00
場
所 ： 商業棟 B1F アトリウム
実施内容 ： 「大人のレストランデートスタイル」をテーマに、
ミッドランドスクエア 3F 各ショップの “秋冬
おすすめコーディネイト”を展示いたします。
[参加ショップ]
インタッチ、エミスフェール ディレクシオン、
マルティニーク ルコント、プラステ ギャラリー、
シンクロ クロッシングズ、フェリージ セレクション、
ジョン スメドレー、オドゥール・ド・オフェリア、イグナイトフォー、
ケイト・スペード ニューヨーク、ジートランス 計 11 店舗

※イメージ図

●プレゼントキャンペーン
開催日時 ： 2008 年 8 月 23 日（土）〜10 月 13 日（月・祝） 11：00〜20：00
※ただし、応募受付は 10 月 14 日（火）20：00 まで

対象店舗 ： ミッドランド スクエア メンバーズカード加盟店
実施内容 ： 期間中、対象店舗で 5,000 円以上（税込・複数枚のレシートの合算不可）ご購入・ご飲食いた
だいたメンバーズカード会員様の中から抽選で以下の商品をプレゼント。5,000 円以上のレシ
ートとメンバーズカードを 2 階インフォメーション（メンバーズカードカウンター）にご提示いただ
くことでご応募いただけます。
なお、メンバーズカード会員でない方も、その場でご入会・ご応募いただけます。
[A 賞] 志摩観光ホテルベイスイート ペア宿泊券 ・・・ 1 組 2 名様
知多半島 海のしょうげつ ペア宿泊券 ・・・ 1 組 2 名様

A 賞／志摩観光ホテルベイスイート

A 賞／知多半島 海のしょうげつ

[B 賞] 「セックス・アンド・ザ・シティ」TV シリーズ DVD セット ・・・ 5 名様
[C 賞] ミッドランド スクエアお買い物券（1 万円分） ・・・ 100 名様
●グルメフェア ʼ08 AUTUMN
開催日時 ： 2008 年 9 月 13 日（土）〜10 月 13 日（月・祝）
対象店舗 ： 商業棟 4F レストラン、オフィス棟 41・42F スカイレストラン
実施内容 ： 実りの秋を彩る食材が届きました。食欲を刺激する旬のメニューが、レストラン各店に登場
いたします。
＜例＞

福臨門酒家＜オフィス棟 41F＞

キッチン雅木＜商業棟 4F＞

松茸と名古屋コーチンの黒豆味噌炒め
\4,200
香り高い新鮮な松茸と選び抜いた良質な
名古屋コーチンを、まろやかで深い旨み
の黒豆味噌で炒めました。絶妙な味覚と程よい
食感を存分にお楽しみください。

ステーキバーグ＜生＞〜Midland Bleu〜
\2,200
鹿児島産黒毛和牛を使用した究極のハンバー
グ。生の状態でそのままお召し上がり
いただけます。鉄板の上でレア・ミディアムと変化
する味覚を楽しむこともできます。
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パル デ エスパーニャ ムイ
＜商業棟 4F＞
イベリコ豚とキノコのパエジャ
¥3,800
イベリコ豚を贅沢に使用し、薫り高い秋の
キノコをたっぷりの出汁で香ばしいパエジャに仕
上げました。グルメフェア限定の
メニューです。（ディナータイムのみ）

★詳しくは http://www.midland-square.com にて今後ご紹介してまいります。
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8 月 22 日（金）開催
ミッドランド スクエア 「PREMIUM SPARKLING NIGHT」のご案内
ミッドランド スクエアでは 8 月 22 日（金）19：30 より、屋外型展望施設スカイプロムナードにて、
真夏のスカイパーティ「プレミアム・スパークリング・ナイト」を開催いたします。
日頃のご愛顧に感謝の意を込めて、メンバーズカードプレミアム会員の中から抽選で 70 組 140 名様を無料御招待
し、地上 220 メートル、東海地区で最高のパノラマビューをバックにビールやシャンパン、フィンガーフードをお愉しみ
いただくものです。また男性オペラユニット「LEGEND」によるアカペラライブや、ミッドランド スクエアのショップ＆レス
トラン協賛によるプレゼント抽選会も開催。
これまでの名古屋にはなかった、プレミアム感たっぷりのおもてなしです。
実施概要は下記のとおりです。
■開催概要■
実施日時 ： 2008 年 8 月 22 日（金） 19：30〜21：00
※雨天の場合、翌 23 日（土）に順延。
場

所 ： ミッドランド スクエア オフィス棟４４F
スカイプロムナード スターダストラウンジ
※スカイプロムナードは 18：00〜貸切。

催事内容 ： ・ドリンク、フィンガーフードのサービス
・男性オペラユニット「LEGEND」ライブ
・ショップ＆レストラン協賛「プレゼント抽選会」
来 場 者：ミッドランドスクエアプレミアムカード会員ほか
150 名様来場予定

LEGEND
全員が国立音大出身、男性オペラ歌手 5 人によるこれまでなかった新しいタイプのユニット。リー
ダーの吉田知明を中心に 06 年 5 月に地元いずみホールで初コンサート。その後、07 年には札
幌から福岡まで、地方公演も積極的に行っている。

■本催事の参加者募集は実施済。催事参加者募集の情報掲載はお控えくださいますようお願い申し上げます。
■本催事に関し、ご取材ご希望の場合は下記までご一報いただきますようお願いいたします。
＜お問合せ先＞
東和不動産株式会社

総務広報室

TEL：052-527-8521

FAX：052-584-7117

営業本部 営業部
TEL：052-527-8533

FAX：

浅井
佐伯
同上

ミッドランドスクエア 商業管理室
林（はやし）・鳴嶋（なるしま）
TEL：052-527-8800
FAX：052-527-8801
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