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ミッドランド スクエア クリスマス～年末・年始
イルミネーション等 装飾実施のご案内
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。
毎年、市民の皆様方から「珍しい、おもしろい」とご好評をいただいております高層棟(オフィスタワ
ー)の壁面演出や、ビル外周植樹へのイルミネーション、低層棟(商業棟)南側の壁面イルミネーシ
ョンなど昨年同様「見て、来て、楽しんで」いただく企画・演出をさせていただきます。
―記―
■ミッドランド スクエア クリスマス～年末・年始 壁面絵文字他 実施内容
実施内容

場所

方法

期間

ビル壁面への絵文字

オフィスタワー
東・北・南面

ブラインド制御に
よる絵文字演出

11/30～1/3
（18：00～23：00）
※12/26～・1/1～
絵文字変更

ビル外周樹木・植栽
イルミネーション

ビル北･西･南側
B1 階サンクンガーデン
シャトルエレベーター前
西側プランター
樹木・植栽

ＬＥＤ／光ファイバー
による装飾

11/13～1/6
（17：00～23：00）

ビル南側外壁
イルミネーション

ビル南側壁面

クリスマスツリー

①ｵﾌｨｽﾀﾜｰ１Ｆ
②商業棟 B1F
③ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

クリスマスツリー
設置

①②11/25～12/25
③11/13～12/25

館内装飾

商業棟

巨大リース
装花他

11/13～12/25

■11 月 13 日（金）1７：00 にイルミネーションなどが一斉点灯
「ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション」、「ビル樹木イルミネーション」を中心とした、電飾関連の展示・装
飾を一斉点灯いたします。
日 時： 11 月 13 日（金） １７：００～
場 所： ビル外周樹木イルミネーション・・・・・・・・・・ ビル北・西・南側 街路樹
ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション・・・・・・・・ ビル南側壁面

・ビル外周樹木イルミネーション
（昨年事例）

・ビル壁面絵文字（昨年事例）

・ビル南側壁面 LED イルミネーション
（昨年事例）

・オフィス棟クリスマスツリー（昨年事例）

他

ミッドランド スクエア ショップ＆レストラン
クリスマスキャンペーン「Holy Night Christmas」
開催のご案内＜2009 年 11 月 6 日(金)～12 月 25 日(金)＞
ミッドランド スクエア ショップ＆レストランでは、
11 月 6 日（金）より クリスマスキャンペーン
「Holy Night Christmas」を開催いたします。
本キャンペーンでは、ミッドランド スクエアとヴァン クリーフ＆
アーペルとのコラボレーションＸｍａｓツリーや LED を装着した
巨大リース、 館内各所への装飾などでクリスマスムードを
盛り上げるとともに、プレゼントキャンペーンや、限定商品の販売、
飲食店舗でのディナーなど、 クリスマス気分を
満喫いただけるキャンペーンとなっております。
「Holy Night Christmas」の 概要は以下の通りです。

～クリスマスキャンペーン「Holy Night Christmas」開催概要～
●ヴァン クリーフ&アーペル クリスマスツリー
期 間 ： 2009 年 11 月 25 日（水）～12 月 25 日（金）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
11 月 25 日（水）から B1F アトリウムに「ヴァン クリーフ＆
アーペル」 のクリスマスツリーが出現します。
ヴァン クリーフ＆アーペルの象徴的なモチーフである
「アルハンブラ」や「パピヨン」を使い、ヴァン クリーフ＆
アーペルの世界観を表現すると共に、ミッドランドスクエア
のクリスマスに相応しいエレガントな空間を作ります。

イメージ
パース

●その他館内装飾
期 間 ： 2009 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）
場 所 ： 商業棟 B1F～4F、オフィス棟 41F・42F
｢白｣を基調とした手摺り装飾や、装花を用いた
クリスマスオブジェを館内各所を飾ります。
また商業棟吹き抜け部分には巨大リースを装飾。
今年は LED を加え、より輝きと華やかさを演出します。
お客様にはクリスマス感いっぱいに漂う館内で、
お買い物をお楽しみいただけます。

左・昨年事例

●クリスマス限定商品・新商品のご案内
キャンペーン期間中、様々な店舗でクリスマス限定商品を販売いたします。
＜一例＞

ショーメ
プルミエ・リアン
ウェディングリ
ングペンダント
208,000 円
★Xmas 限定

クロエ
ECLIPSE
105,000 円
★Xmas 限定
★日本限定

バカラ
クリスマス
オーナメント
15,750 円
★Xmas 限定

ディーン&デルーカ
ホリデートート
S 2,100 円
M 2,520 円
★Xmas 限定

●クリスマスディナー・ケーキのご案内
キャンペーン期間中、クリスマスディナーやケーキを用意いたします。
＜一例＞

エノテーカ
ピンキオーリ
Menu di
Natale
22,000 円
★期間限定

京都吉兆
会席料理
11,550 円
★期間限定

サロン･ド･モ
ンシュシュ
エレガント・
ティラ
2,940 円
★Xmas 限定

●クリスマスブックのご案内
各店舗のクリスマス商品及びクリス
マスメニューを掲載したミッドランド
スクエアのクリスマスブックを配布。
体 裁：A5 サイズ 56 ページ
部 数：約 40,000 部

●プレゼントキャンペーン
期 間 ： 2009 年 11 月 6 日（金）～12 月 25 日（金）
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
期間中、メンバーズ加盟店舗で 5,000 円以上（税込）
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
「Xmas Book」掲載の商品をプレゼントいたします。
なお、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。

＜賞品一例＞
フェリージ
チェーンウォレット

●ミッドランド スクエア×25ans タイアップ招待者限定イベント
「MIDLAND SQUARE×25ans “Holy Night Christmas Premium Party」開催
開催日時 ： 2009 年 11 月 28 日（土） ＜第 1 部＞14:00～16:00 ＜第 2 部＞18:00～20:00
場 所 ： オフィス棟 5F ミッドランドホール
招待者： 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、25ans 読者 ほか
250 名×2 回＝計 500 名様
主 催 ： ミッドランド スクエア
協 力 ： アシェット婦人画報社、サントリー、トヨタ自動車 ほか
ミッドランド スクエアと女性ファッション誌「25ans」の
コラボレーションでお贈りするラグジュアリーなクリスマスパーティー。
ミッドランドが誇るレストランのフィンガーフードやドリンクビュッフェを
お召し上がりいただきながら、様々な催しをお楽しみいただきます。
◇2007 ミスユニバース世界大会優勝者の森理世さんの
チャリティーフォーラム
◇Make a Wish クリスマスチャリティー抽選会
◇ラグジュアリーブランド クリスマスアイテム紹介
◇クリスマスミニファッションショー
◇クリスマスライブ
ほか

1986 年生まれ。
2007 年「MISS UNIVERSE 世界大会に日
本代表として出場し、満場一致の投票で
優勝。「MISS UNIVERSE 2007」として一
年間 NY を拠点に様々な美と健康の啓発
活動、チャリティー活動やボランティアを
展開し世界 15 カ国を巡る。現在はモデ
ル、メディア活動、社会奉仕活動また自
身が設立した「I.R.M アカデミー」のアーテ
ィスティック・ディレクターとしてダンス＆ビ
ューティーを掲げ活躍中。

昨年事例

３歳から１８歳未満の難病とたた
かっている子どもたちの夢をかな
え、生きる力や病気と闘う勇気を
持ってもらいたいと願い活動する
非営利のボランティア団体。

MC
岡本祐佳

●クリスマスライブ
○金城学院中学校/ 高等学校コンサート
日時 ： 2009 年 12 月 24 日（木）・25 日（金）
15：00～／16:00～／17:00 (時間は未定)
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム特設会場
金城学院中学・高校の生徒による、クリスマスにふさわしい
弦楽アンサンブル・ ハンドベルクワイア・グリークラブの
演奏をお楽しみください。
○このほかの日程についても、音楽イベントを準備中です。
改めてご報告させていただきます。

昨年事例

●「ミッドランド スクエア発 お歳暮」 展示のご案内
期 間 ： 2009 年 10 月 30 日（金）～12 月 11 日（金）
開催場所 ： 商業棟 B1F エスカレーター横
期間中、参加店舗によるお歳暮におすすめの商品を展示いたします。
大切な方 への贈り物にふさわしい商品をミッドランドスクエアでお選びください。
参加店舗 ：ピエール マルコリーニ、富澤商店、ディーン＆デルーカ、紗羅餐、松山閣 松山
ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸﾃｰｼｮﾝ ﾊﾞｲ ﾛｰｿﾝ、紫野和久傳、ﾌｫｰﾄﾅﾑ・ｱﾝﾄﾞ・ﾒｲｿﾝ・ｺﾝｾﾌﾟﾄｼｮｯﾌﾟ、ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾓﾝｼｭｼｭ

●サロン・ド・モンシュシュ ミッドランド スクエア店オープン 1 周年記念
「アニバーサリー・ロール」 特別限定販売 ～ご愛顧に感謝を込めて～
期 間 ： 2009 年 11 月 7 日（土）～11 月 30 日（月）
販売場所 ： 商業棟 B1F サロン・ド・モンシュシュ
サロン・ド・モンシュシュ、オープン1周年記念して、
ミッドランド スクエア店だけのオリジナル記念ロールを販売いたします。
べイクドの濃厚さとスフレの口どけが魅了する堂島フロマージュ、マダガスカル産のバニラビーンズが甘い香りを届けるカスタードクリーム、
そして、北海道産のフレッシュな生クリームと口の中でスッとほどける軽い生地が魅力の堂島ロール。
モンシュシュが誇るこの３つの宝物たちが出逢い生まれた、世界にひとつだけのアニバーサリーロールです。

●ミッドランド スクエア 年末年始営業
2009 年 12 月 30 日（水）まで 通常営業
12 月 31 日（木） 18:00 まで営業 ※レストランはランチ営業にて終了
2010 年 1 月 1 日（金・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（土）より通常営業

●屋外展望施設 スカイプロムナード 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 ： 1 月 1 日（金・祝） 6:00～10:00
開催場所 ：オフィス棟 44～46 階スカイプロムナード
昨年、ご好評いただきました企画が再び登場。
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。
ご来場の方へ、おしるこサービス。
※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。

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商業管理室までご一報ください。
＜お問合せ
問合せ先＞
東和不動産株式会社 経営管理本部 浅井
TEL：052-527-8521 FAX：052-584-7117
ミッドランド スクエア 商業管理室 林
TEL：052-527-8800 FAX：052-527-8801

