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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・装飾・イベント実施のご案内
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、
節電を行いつつも、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、市民の皆様方からご好評をいただいておりますオフィスタワーの壁面演出をはじめ、
ビル外周樹木へのイルミネーション、商業棟南側の壁面イルミネーションなどを LED 等により
行います。
―記―

１．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・装飾等 実施内容
実施内容

場所

①ビル壁面への絵文字

●12/16～12/25
●1/1

オフィスタワー
東・北・南面

東：ツリー 北：トナカイ 南：ミニツリー
東：２０１２元旦 北：２０１２正月 南：元旦

方法
ブラインド制御に
よる絵文字演出

期間
12/16（金）～1/3（火）
18：00～22：00

●12/26～12/31 東：ツリー 北：雪だるま 南：ミニツリー
●1/2・3 東：２０１２正月 北：２０１２正月 南：正月

②ビル外周樹木・植栽
イルミネーション

ビル西側・北側
ＬＥＤによる装飾
B1F サンクンガーデン
西側プランター

11/11(金)
18:10～23:00
11/12（土）～2/14（火）
17：00～23：00

③ビル南側外壁
イルミネーション

ビル南側壁面

④クリスマスツリー

ｵﾌｨｽﾀﾜｰ１Ｆ
商業棟 B1F
ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
ｵﾌｨｽﾀﾜｰ 4１･42F

クリスマスツリー
設置

11/1１（金）～12/25（日）

⑤その他館内装飾

商業棟

ＬＥＤによる装飾
装花他

11/1１（金）～12/25（日）

①ビル壁面絵文字
※絵文字は、12/16（金）18:00～。

②ビル外周樹木
イルミネーション

③ビル南側壁面 LED
イルミネーション

※ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝでは【光と音の演出】を実施
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④商業棟 B1F クリスマスツリー
B1F アトリウムには、黒を基調としたガーランドに、
赤やクリアの大粒のクリスタルドロップと
クリスタルチェーンのドレープを纏った
約９m の巨大なクリスマスツリーが出現します。
約 3,000 球の LED とその光とともに輝く
クリスタルをぜひご覧ください。
⑤その他館内装飾
商業棟 吹抜周りの各階手すりに LED を点灯。
またテーマカラーの赤を基調とした
クリスマスオーナメントを館内各所を飾ります。
お客様にはクリスマスムード漂う館内で、
お買い物をお楽しみいただけます。
＜TOPICS＞11 月 11 日（金）18：10～にクリスマスツリー・イルミネーション点灯式を実施
11 月 11 日（金）１８：００より開催いたします招待者限定のクリスマスナイトショッピング＆パーティー
「PREMIUM NIGHT MIX」において、司会の合図に合わせて電飾関連を一斉点灯いたします。
ぜひご取材の程、お願い申し上げます。
●日 時： 11 月 11 日（金） １8：１０頃を予定
●場 所： 商業棟 B1F アトリウム ・・・クリスマスツリー
※ビル外周イルミネーション、ビル南側外壁イルミネーション、その他館内装飾も
同時に点灯
●M C： クリス・ペプラー、ZIP-FM ミュージックナビゲーター 服部愛子
＊「PREMIUM NIGHT MIX」の詳細は、次頁をご覧下さい。

２．招待者限定 ナイトショッピング＆パーティー「PREMIUM NIGHT MIX」開催
開催日時 ： 2011 年 11 月 11 日（金）18:00～21:00
場 所 ： ミッドランド スクエア ショップ＆レストラン
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 ほか
主 催 ： ミッドランド スクエア
Ｍ Ｃ ： クリス・ペプラー、ZIP-FM ミュージックナビゲーター 服部愛子
クリスマスキャンペーンの前夜祭として、
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をはじめとする
ご招待者限定の貸切イベントを開催致します。
６回目となる今回のナイトショッピングはMCにクリス・ペプラー氏を迎え、
事前に募集したお客様からのリクエストソングをおかけしたり、
メッセージをご紹介したりと、B1Fアトリウムのステージをステーションに
ラジオのオンエアのようなお洒落で軽快なトークをお楽しみいただきます。
またZIP-FMとのコラボレーションにより、ライブゲストに坂本美雨さんを迎え、
スペシャルライブを実施いたします。

①クリスマスツリー・イルミネーション点灯式
②サンタクロースによるグリーティング
③クリス・ペプラー氏によるリクエストソング＆メッセージ紹介
③ZIP-FMクリスマススペシャルライブ 坂本美雨 with おおはた雄一（協力：ZIP-FM）
④プレミアムチケットを使ったノベルティなどの各店舗サービス
⑤スパークリングワインなどのウェルカムドリンク
（協賛：アサヒビール株式会社、アサヒ飲料株式会社）
⑥ショップ＆レストランの商品やお食事券が当たる「プレゼント抽選会」
⑦ミッドランドスクエアメンバーズカード トリプルポイントサービス 他
※諸事情により予告なく内容が変更となる場合があります。予めご了承下さい。

３．ショップ＆レストランクリスマスキャンペーン「MIDLAND CHRISTMAS 2011」開催

ミッドランド スクエア ショップ＆レストランでは、
11 月 12 日（土）より クリスマスキャンペーン
「ミッドランド クリスマス 2011」を開催いたします。
タイトル：心ときめく、世界がきらめく
「MIDLAND CHRISTMAS 2011」
期 間 ： 2011 年 11 月 12 日（土）～12 月 25 日（日）
場 所 ： ショップ＆レストラン（約 60 店舗）
2011 年度
キャンペーン
ビジュアル

●クリスマス限定商品のご案内
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＞

ヴァン
クリーフ＆
アーペル
ヴィンテージ
アルハンブラ
ペンダント
\294,000

バカラ
クリスマス
オーナメント
2011
\15,750

●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＞

京都吉兆
会席料理
\17,325
（12/20～25）
要予約

ピエール
マルコリーニ
ノエル ドゥ
ピエール２０１１
ブラン
\5,460
＜数量限定＞
要予約

●プレゼントキャンペーン
期間中、ミッドランド スクエア メンバーズカード加盟店舗で 5,000 円以上（税込・合算不可）
お買い上げ・ご飲食をいただいたミッドランドスクエアメンバーズカード会員様（当日入会可）に
ミッドランド スクエアのショップ＆レストランからジュエリーやファッショングッズ、お食事券など
ミッドランドならではの賞品を抽選によりプレゼントいたします。
［応募期間］
11 月 12 日（土）～12 月 25 日（日）
［応募条件］
ミッドランドスクエアメンバーズカード会員
尚、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。
（入会条件：20 歳以上男女、入会金・年会費なし、クレジット機能なし）
［応募方法］
期間中、ミッドランド スクエア メンバーズカード加盟店舗で 5,000 円以上（税込・合算不可）のお買い
上げ・ご飲食をいただきますと、応募用紙 1 枚をお渡しいたします。必要事項をご記入の上、館内の応
募ボックスにご投函ください。
［応募ボックス設置場所］ 1F、2F、41F インフォメーション、4F ブリッジ、B1F エスカレーター横
［賞品例］
ヴァレンティノ バッグ
ケイト・スペード ニューヨーク リング
ドゥロワー ピーコート
マルティニーク ルコント レースワンピース
フェリージセレクション ショルダーバッグ
ジェネーバ ラウンジ GENAVA サウンドシステム
ディーン＆デルーカ ギフトボックス
サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア リキュール
エノテーカ ピンキオーリ
ペアランチチケット（2 万円相当）
福臨門酒家 お食事券（2 万円分）
［当選発表］
賞品の発送をもって代えさせていただきます。
（12 月末頃予定）

●クリスマスコンサート
名古屋地区を中心に活躍する人気音楽家達による
クリスマスライブを開催してまいります。
日 時 ： 2011 年 11 月 15 日（火）
～12 月 23 日（金・祝）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
コンサート一例 :
・11/26（土）①13:30～②15:00～
悠情楽団
・12/4（日）①13:30～②15:00～
アカペラ・グループ Raku
・12/10（土）①13:30～②15:３0～
フルート 上野由恵、ギター 新井伴典
・12/17（土）①13:30～②15:３0～
ヴァイオリン 寺下真理子、チェロ 水野由紀
・12/18（日）①12:30～②14:00～
ジャズサックス 加藤大智クァルテット
・12/23（金・祝）①13:30～②15:３0～
ハープ 三宅百合子

●金城学院中学校・等学校 クリスマスコンサート
日 時 ： 2011 年 12 月 24 日（土）・25 日（日）
15：00～／16:00～／17:00
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
金城学院中学校 高等学校の生徒による、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。
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●MOET CELEBRATION TOWER キャンペーン
In ミッドランドスクエア
日 時 ： 2011 年 11 月 27 日（日）～12 月 2 日（金）
期間中、ミッドランドスクエア メンバーズカード加盟店舗
（物販・食物販店舗のみ）にて５,000 円以上（税込・合算不可）
ご利用のお客様に、対象レストランにて「モエ・エ・シャンドン」
グラス 1 杯をサービスさせていただきます。
お買い上げレシートを２Ｆインフォメーションカウンターにお持ち下さい。
サービスチケットをお渡しさせていただきます。
また期間中、商業棟 B1F アトリウム等に巨大シャンパンタワーも登場いたします。
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４．ミッドランド スクエア 年末年始営業
2011 年

12 月 30 日（金）まで 通常営業
12 月 31 日（土） 18:00 まで営業
※レストランはランチ営業にて終了
2012 年 1 月 1 日（日・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（月）より通常営業

５．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 ： 2012 年 1 月 1 日（土・祝） 6:00～8:30
開催場所 ：オフィス棟 44～46 階スカイプロムナード
ご好評の企画が再び登場。
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。
＜お問合せ先＞
東和不動産株式会社 総務広報室 浅井・久野
TEL：052-584-7111 FAX：052-584-7117
ミッドランドスクエア 商業管理室 ショップ＆レストラン広報担当 林
TEL：052-527-8800 FAX：052-527-8801

