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ミッドランド スクエア開業５周年にあたり
ミッドランド スクエアは、2012 年 3 月 6 日にグランドオープンから 5 周年を迎えます。
地域の皆様に支えられ、名古屋駅前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。
今後とも引き続きミッドランドスクエアの魅力を発信し続けてまいります。本年は「これまで
の感謝を、これからの感動に。」として、さまざまなキャンペーンを実施してまいります。
■ この 1 年を振り返って
(1) 来場者数・売上(2011 年度)
2011/4～2012/3(対前年比)見込

<ご参考> 2010/4～2011/3

来場者数

1,450 万人 (±0)

1,450 万人

売上

160 億円 (±0)

160 億円

(2) 昨年 1 年間の主なイベント
日 程
2011

2012

内

容

3/20

ミッドランドスクエア 4 周年記念コンサート｢名フィル春の便り 2011｣

3/21、9/17

ミッドランドスクエア音楽祭

6/1～10/2

スターダスト・ラウンジ夏季限定ビアガーデン

7/27～8/11

名古屋港水族館 AQUA LIVE! in ミッドランドスクエア 2011

11/11～2/14

周辺樹木イルミネーション、ビル壁面演出(12/16～1/3)

1/1

スカイプロムナード特別営業｢初日の出｣鑑賞

原則火・金曜

アトリウムコンサート開催(65 回)

※商業施設においては、季節に応じ各種イベントを実施
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ミッドランド スクエア 開業５周年記念イベント ご案内

ミッドランドスクエアとお客様、そして地域社会が作る
「新たなるはじまり」を祝うアニバーサリー。
そんな次なるステップへの起点を「旅立ち」と捉え、
輝く未来＝大空へ飛び立つ「紙ヒコーキ」に表現しました。
これまでのご愛顧への感謝と、
さらなる期待にお応えするための努力をお約束します。

オープン 5 周年を記念して、3 月 3 日（土）～3 月 31 日（土）までの期間、
様々なキャンペーンおよびイベントを実施いたします。
実施イベントの詳細は、次ページ以下をご覧ください。
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【文化関連イベント】
うたげ

■ ミッドランドスクエア５周年“狂言の 宴 ”
3 周年記念“狂言の宴”でご好評を博しました、日本の古典芸能である
「狂言の宴」を 2 年ぶりに開催します。
また ざぶろう

演者は、名古屋市在住の能楽師狂言方 十四世 野村又三郎さん。
又三郎さんは昨年 5 月に 400 年続く家名（野村又三郎）
の十四世を継承し、
襲名披露公演を行いました。
うつぼざる

ぼうしばり

今回、襲名公演で披露しました狂言『 靱 猿』と、狂言『 棒 縛 』と三味線
の競演を行います。

野村又三郎さん
（写真：長谷川治憲氏撮影）

◆日 時 ： 3 月 4 日（日） 開場 13:00 開演 13:30～
◆場 所 ： 5F ミッドランドホール
◆出 演 ： 和泉流野村派 十四世 野村又三郎
◆演 目 ： 狂言「靱猿」、狂言「棒縛」と三味線の競演
◆ご招待者数： 115 組 230 名様 無料ご招待
○一般：80 組 160 名様
○ミッドランドスクエア メンバーズカード会員：35 組 70 名様

※3 周年実施写真
提供：毎日新聞社

●一般の部 応募要項
「狂言の宴」希望と、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を通常ハガキに明記し、
下記までお申し込みください。
※ただし、未就学児のご入場は、保護者同伴の場合でもご遠慮ください。
応募締切日 2 月 21 日（火）必着
なお、当選発表は、ご招待券の発送をもってかえさせていただきます。
＜お申込受付＞
毎日新聞 中部本社 事業部 「狂言の宴」係
〒450-8651 名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号
TEL：052-527-8104
（受付時間/平日 10：00～18：00 土・日除く）
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■ ミッドランドスクエア５周年記念コンサート
“名フィル 春の便り 2012”
5 周年という節目の年を迎えられますことを皆様に感謝し、今年も
名古屋フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏中心の編成）による
スペシャルコンサート「名フィル春の便り 2012」を開催します。
節目の今年は、ミッドランドスクエアがモーツァルトの音楽のように
長く皆様に愛されますようにとの思いを込め、お馴染みの
「アイネ・クライネ・ナハトムジ―ク」などモーツァルトの曲を
中心に名曲をお届けします。
指揮は、楽しいお話で大好評の堀俊輔さんが３回目の登場です。
ソリストは、第 65 回全日本学生音楽コンクール・バイオリン部門・
小学校の部で全国大会 1 位に輝いた将来有望なバイオリニスト、
安田理沙さん（名古屋市）が、奏でます。大人顔負けの素晴らしい
演奏をご堪能下さい。
会場をなごます堀さんの楽しいお話、古典派と言われるクラシックの
中でも親しみやすい曲、また春の訪れを感じさせてくれるようなハープ
の優しい音色も加わり、この日のためのセレクションを用意しました。
どうぞお楽しみ下さい。

◆日時 ： 3 月 20 日（火・祝）
13：30～ 〈一般の部〉
16：30～ 〈ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｶｰﾄﾞ会員の部〉
◆場所 ： 5F ミッドランドホール
◆指揮 ： 堀 俊輔
◆ソリスト ： 安田 理沙（バイオリン）
◆ご招待者数 ： 一般の部、メンバーズカード会員の部とも
抽選で 130 組 260 名様 無料ご招待

堀 俊輔さん

安田 理沙さん

※４周年実施写真
提供：毎日新聞社

●一般の部 応募要項
「名フィル 春の便り 2012」希望と、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を
通常ハガキに明記し、下記までお申し込み下さい。
※ただし、未就学児のご入場は、保護者同伴の場合でもご遠慮ください。
応募締切 3 月７日（水）必着。
なお、当選発表は、ご招待券の発送をもってかえさせていただきます。
＜お申込受付＞
毎日新聞 中部本社 名古屋本部 事業部 「名フィル・コンサート」係
〒460-8351 名古屋市中区正木二丁目 3 番 1 号
TEL： 052-324-1936
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■ 第８回 ミッドランドスクエア音楽祭《ジャンルを超えて》
「ロシアより愛をこめて」
2008 年より、春と秋の年 2 回開催しております
「ミッドランドスクエア音楽祭」。
今回は「ロシア」 をテーマに選曲。
ラフマニノフ 「ピアノ協奏曲」、チャイコフスキー
「バイオリン協奏曲」 のほか、ロシア民謡や
バレエ音楽を お楽しみいただきます。

◆日時 ： 3 月 31 日（土） 11:30～18:30
◆場所 ：

商業棟地下 1 階アトリウム特設会場
※自由観覧

◆構成 ： Ⅰ部（11:30～）
・弦楽アンサンブル
・ソプラノ＆バイオリン＆ピアノ
・ピアノ協奏曲
・サックス四重奏＆パーカッション
・バイオリン四重奏＆ピアノ
Ⅱ部（15:00～）
・バイオリン協奏曲
・ピアノソロ
・弦楽四重奏
・フルート＆ピアノ
・アンサンブル「高橋誠アコースティックバンド」
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※第 7 回ミッドランドスクエア音楽祭より

【その他】

■ スカイプロムナード
小学生入場料無料キャンペーン
5 周年を記念し、期間中にご来場いただいた
小学生の方は、スカイプロムナード入場料を
無料にいたします。
春休みのお出かけに、是非ご利用ください。
◆期 間 ： 3 月 3 日（土）～4 月 8 日（日）

■ キッズバックヤードツアー
地元の小学生をご招待した、ミッドランドスクエア内の
見学ツアーを実施。
普段は見ることのできないビルの裏側を見学し、
環境配慮の技術や超高層ビルの現場を学んで
いただく場をご提供します。
◆日 時 ： 3 月末を予定
※一般公募はせず、地元小学生 40 人を無料ご招待
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※昨年実施写真

【商業施設関連】 新店舗のご案内
33 月 3 日（土）11:00 オープン

土屋鞄製造所
＜バッグ・革小物＞
商業棟 B1F TEL：052-589-1250

熟練職人の技術と、上質な革で作る日本屈指の鞄工房。
作り手の見えるもの作りをコンセプトに、長く使える鞄を
ご提案。
ビジネスからカジュアルラインまで、職人が丹精込めて
作り上げた素材感たっぷりの鞄や革小物をセレクトし、
幅広く展開いたします。

22 月 29 日（水）12:00 オープン

プレインピープル
＜ﾌｧｯｼｮﾝ&ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ＞
商業棟 3F TEL：052-569-2248
リラックス感にモードエッセンスが入った美しい洋服と
国内外からセレクトされたアーティな雑貨、体にやさしい
発酵調味料やお茶などフルラインアップする衣食住
提案型コンセプトストア。
素敵なプレゼントも見つかる、新感覚のボヘミアン
マインドなお店です。
22 月 29 日（水）11:00 オープン

南翔饅頭店 なんしょうまんとうてん
＜中国料理＞
商業棟 4F TEL：052-527-8823
小籠包専門店として上海随一の知名度と美味を
誇る老舗「南翔饅頭店」が遂にミッドランドスクエアに登場！
世界の VIP が立ち寄る本場の厨師たちによって
作り出される極上の味をご堪能ください。

※詳細は参考資料をご覧ください。
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【商業施設関連】 リニューアル店舗のご案内
22 月 25 日（土）リニューアルオープン

デザインワークス
コンセプトストア
＜メンズ・レディスセレクト＞
商業棟 2F TEL：052-527-8875
メンズウェア取 り扱 いスタート。
メンズは定評あるオリジナルラインに加え本場イタリアを
中心に選りすぐった数々のブランドから様々なシーンに
合わせたジャケットスタイルを提案します。

33 月 2 日（金）リニューアルオープン

マルティニーク ルコント
＜メンズ・レディスセレクト＞
商業棟 3F TEL：052-587-2488
メンズウェア取 り扱 いスタート。
ベーシックアイテムからハイブランドまで、ソフィス
ティケートされたセレクトとリアルなコーディネートの
提 案 を特 徴 とするセレクトショップ。
雑 貨 も充 実 し、カップルで楽 しめる空 間 です。

33 月 3 日（土）リニューアルオープン

ケイト・スペード ニューヨーク
＜ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｯｼｮﾝ・服飾雑貨＞
商業棟 3F TEL：052-561-7066
内 装 デザインを一 新 し、リニューアルオープン。

33 月 2 日（金）リニューアルオープン

シンクロ クロッシングズ
＜レディスファッション＞
商業棟 3F TEL：052-563-2201
一部改装による、リニューアルオープン。
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【商業施設関連】 イベント・キャンペーンのご案内
■ミッドランドスクエア「５ｔｈ Aｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」
5 周年にちなみ、「5 つのテーマ」でミッドランドスクエアの魅力を発信します。

①美へのこだわりで魅了する「BEAUTY WEEK」 3/3～3/9
美箱～MIDLAND BEAUTY～コスメトークセミナー
◆開催日時 ： ◎コスメトークセミナー 3 月 3 日（土） 15:00～16:00
＜トークゲスト＞アン ミカ（モデル・タレント）
戸賀敬城氏（メンズクラブ編集長）
岡本祐佳（MC）
◎美箱展示 3 月 3 日（土）～9 日（金） 11:00～20:00
アン
◆開催場所 ： 商業棟地下 1 階アトリウム
◆実施内容 ：
美や健康に関する商品プロデュースや出版を手掛ける
アン ミカさんと、コスメ関連の審査員も務めるメンズクラブ
編集長･戸賀敬城氏によるトークセミナーを開催。
ビューティートレンドを発信し続けるコスメリーダーが美の
メンズクラブ
秘訣について語ります。
戸賀敬城 編集長
また 5 つのコスメブランドにスポットを当て、各ブランド
PR 担当による商品プレゼンコーナーや「奏」「癒」「薫」
「清」「潤」の 5 つのテーマでそれぞれの世界観を表現した
ユニークな「美箱」による展示も行ないます。

ミカ

MC
岡本祐佳

美箱（イメージ）

②トレンド情報発信で魅了する「CINEMA WEEK」 3/10～3/16
2012 春 MS シネマ公開 MOVIE MUSEUM
◆開催日時 ： ◎中京テレビ「シネマ BAR」公開収録 3 月 10 日（土） 14:00～
＜トークゲスト＞松岡ひとみ（映画パーソナリティー）
司会：我妻絵美（中京テレビアナウンサー）
◎シネマ関連展示 3 月 10 日（土）～16 日（金） 11:00～20:00
◆開催場所 ： 商業棟地下 1 階アトリウム
◆実施内容 ：
中京テレビの人気番組「シネマ BAR」とタイアップした公開収録を実施。
映画パーソナリティーがこの春公開予定の作品について解説します。
また、ミッドランドスクエア シネマでこの春公開予定作品のスペシャル
展示も開催いたします。
＊映画「わが母の記」特別試写会に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 50 組 100 名様をご招待。
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映画パーソナリティー
松岡ひとみ

③アートな華やかさで魅了する「ART WEEK」 3/17～3/23
名古屋城本丸御殿復元応援「春の花道展」
（日本刺繍・天然藍筒描染・からくり人形師九代目玉屋庄兵衛協同開催）
◆開催日時 ： ◎九代目玉屋庄兵衛からくり人形実演
3 月 17 日（土） 13:30～14:00
◎花道展 3 月 17 日（土）～23 日（金） 11:00～20:00
◆開催場所 ： 商業棟地下 1 階アトリウム
◆実施内容 ：
ミッドランドの恒例イベント「花道展」も 5 周年キャンペーン中に開催。
また、東日本大震災復興支援、尾陽木偶師（からくり人形師）九代目
玉屋庄兵衛による「からくり人形」の実演と「日本刺繍体験コーナー」も
同時開催。

昨年の花道展

主催：ACA
協力：日本刺繍・紅会、天然藍筒描染紺屋十代目古庄健夫、
九代目玉屋庄兵衛

九代目玉屋庄兵衛
からくり人形実演

④一流のファッションで魅了する「FASHION WEEK」 3/24～3/30
&

presents 春のミッドランド・コレクション 2012

◆開催日時 ： ◎ファッションショー 3 月 24 日（土） 15:00～16:00
＜トークゲスト＞松島 花（モデル）
十河ひろ美氏（25ans 編集長）
戸賀敬城氏（メンズクラブ編集長）
岡本祐佳（MC）
◎ファッション展示 3 月 25 日（日）～30 日（金） 11:00～20:00
◆開催場所 ： 商業棟地下 1 階アトリウム
◆実施内容 ：
アトリウムにランウェイが！
ヴァレンティノの春夏 2012 コレクションをファッションショーにてご紹介。
その他ラグジュアリーブランドやセレクト系ショップのニューアイテムも
ご紹介します。
また２５ans 人気モデル・松島花さんや十河編集長、メンズクラブ戸賀
編集長が、ゲストとして登場。春夏のトレンドを解説します。
翌日からはファッションショーに登場した各ショップのトレンド
ファッションを展示スタイルで紹介します。

ゲストモデル
松島 花

メンズクラブ
戸賀敬城 編集長
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25ans
十河ひろ美 編集長

⑤こだわりの美食で魅了する「GOURMET CAMPAIGN」 3/3～3/31
◆開催期間 ： 3 月 3 日（土）～31 日（土）
◆開催場所 ： 4F レストラン／41・42F スカイレストラン
◆実施内容 ：
4F レストラン／41・42F スカイレストラン全店舗において、5 周年の特別ランチ・ディナーをご提供。
【5 周年特別ディナーの一例】

【5 周年特別ランチの一例】

エノテーカ ピンキオーリ【42F】
5 周年記念コース \11,000・\15,400・\19,800
春の特選素材満載でお届けする、スペシャル
コースを 3 種類ご用意しました。 ※写真はイメージ

福臨門酒家【41F】
5 周年特別ランチ \5,550
翡翠餃子や小籠包などの点心のほか、広東風
エビチリなど人気の 7 品を揃えた特別ランチ。

ピッツェリア イゾラ【4F】
5 周年記念コース \2,980
ピッツァやパスタなどが楽しめるフルコースを特別
プライスでご提供します。

美食 米門【4F】
春の松華堂御膳 \2,950
山菜や旬魚など、春の食材をご堪能いただ
ける贅沢な御膳です。

キッチン雅木【4F】
5 周年感謝ディナーコース \5,000 要予約（2 名～）
隠岐の岩牡蠣「春香」や飛騨牛のサーロインステーキ
など、人気のメニューを全てお楽しみいただけます。

宴ハゲ天【4F】
5 周年特別ランチ \2,000
桜海老や山菜、桜鯛など、春ならではの味覚
全７品の揚げたての天ぷらをお楽しみください。

＊メンバーズカード会員様には、紙ヒコーキ型の「プレミアムグルメチケット」を
進呈、1 ドリンクやデザートなどをサービスさせていただきます。
プレミアムグルメチケット
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＜個店企画＞
●５周年限定アイテム [一例]

バカラ【1F】
エクリプス ペンダント ステンドグラス ルビー
\43,050（55 ピース限定/3 月 3 日発売）
ミッドランド 5 周年を記念した限定品。
クリスタルのラウンドシェイプの底にバカラの
B マークを刻んだ特別なデザイン。

デザインワークス コンセプトストア【2F】
別注トートバッグ \34,650
ミッドランドスクエアオープン当時に大人気
だったアレクシ・マビーユのリボントートを
5 周年記念で別注オーダー。

ケイト・スペード ニューヨーク【3F】
バッグ \33,600
ホワイト×グリーンの大胆なボーダーがポイント
のボストンバッグ。ホワイト×ピンクのタイプも
あり、共に 5 周年限定品です。

テラクオーレ【3F】
3 点セット \5,775
ダマスクローズを贅沢に配合したボディミルク、
ボディミスト、ゴムの木マッサージャーをセットに
した限定キットです。

●５周年限定スイーツ他 [一例]

サロン・ド・モンシュシュ【B1F】
はんなり桜ロール \1,575
桜風味の生クリーム、あんこクリーム、
ぎゅうひを春色の生地でふんわり包み
込みました。

コヴァ【2F】
フラゴラピスタチオ 1 ホール\3,800
厳選したフレッシュイチゴを飾った春限定
タルト。チーズを入れて爽やかに仕上げた
ピスタチオクリームを敷き詰めてあります。
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ブルーエッジ【41F】
MEN’S CLUB 戸賀編集長プロデュース
イチゴのモヒート「ベリート」 \1,500
バカルディを使った人気カクテル「モヒート」に
フレッシュイチゴをすりつぶしてミックス。
女性にも飲みやすいカクテルに。

●５周年特別イベント・サービス [一例]

バカラ【1F】
WELCOME to BACCARAT FACTORY
フランス・ロレーヌ地方にあるバカラ村の
工場。一般には公開されていないその工場
で職人たちが伝えてきた道具の数々などを
特別に展示いたします。（3/3～3/15）
※詳しくは参考資料をご覧ください。

ヴァルカナイズ【3F】
グローブ・トロッター ビスポークオーダー会
自由な組み合わせでお好みの一台をお作り
する特別なオーダー会。
全てのパーツがお好みの組み合わせでオーダー
可能です。（3/2～3/4）

ドゥロワー【3F】
ラデュレの焼き菓子プレゼント
期間中、31,500 円以上お買上げのお客様に
ラデュレの焼き菓子をプレゼントいたします。
（3/24～なくなり次第終了）

オドゥール・ド・オフェリア【3F】
春物全品 10％OFF
春物全ての商品が 10％OFF（オフェリアポイント
は対象外）。オリジナルやインポートのシューズ&
バッグがお値打ちに。（3/3 及び 3/24）

＜その他謝恩企画＞
●５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙプレミアムパーティー
◆開催日時 ： 3 月 3 日（土） 18:00～20:00
◆開催場所 ： 42F オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ
◆実施内容 ：
5 周年の感謝の意を込めて、5 周年祝賀パーティーを開催
致します。新たに仲間入りしたニューショップのご紹介や
ゲストによるトークショー、ジャズライブ、プレゼント抽選会など
プレミアムな演出をたくさんご用意しております。
※事前にご応募いただいたプレミアム会員様の中から抽選で
50 組 100 名様をご招待いたします。
※軽食のビュッフェ形式、セミフォーマルでのご参加となります。
アン ミカ
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戸賀敬城氏

＜その他のキャンペーン＞
●ミッドランドスクエア メンバーズカード スペシャルポイントサービス
◆開 催 日 ： 3 月の土・日・祝日（3･4･10･11･17･18･20･24･25･31 日）
◆対象店舗 ： ポイントサービス対象店舗
◆実施内容 ： ミッドランドスクエアメンバーズカード会員様に感謝の気持ちを
込めて。3 月の土・日・祝日は通常の 2 倍のポイントをサービス
いたします。また、3 月 3 日（土）と 24 日（土）はプレミアム会員様
のみ 5 倍のポイントをサービスいたします。
※未入会のお客様も、商業棟 2F メンバーズカードカウンターにて、即日入会可能。
またご入会後、すぐにポイントアップサービスをお受けいただけます。
入会条件／20 歳以上男女、入会金・年会費 無料

●メンバーズカード新規入会キャンペーン
「ミッドランドスクエアロゴ入り 蛍光ペンプレゼント」
◆開催期間 ： 3 月 3 日（土）～3 月３１日（土）
◆実施方法 ： 期間中、ミッドランドスクエアメンバーズカードに
新規ご加入いただいたお客様にもれなくミッドランドスクエア
ロゴ入りこすると消える蛍光ペンをプレゼントさせていただきます。
※お一人様 1 本限り。※写真はイメージです。

●JCB「メイエキ、QUICPay、これひとつ！キャンペーン」
◆開催期間 ： 3 月 1 日（木）～3 月 18 日（日）
◆実施方法 ： 期間中、ミッドランドスクエアなど名古屋駅周辺のキャンペーン対象店舗にて
QUICPay（*）を合計 3,000 円以上利用して、抽選会場にレシートをお持ち
いただいた方に抽選でホテル宿泊券など豪華賞品をプレゼントいたします。
◆抽選会場 ： ミッドランドスクエア B1F アトリウム付近 他
◆お問合せ ： QUICPay キャンペーン事務局 03-5778-6137（10:00AM～5:00PM 土日祝休）
*QUICPay(TM)とは？
店頭の QUICPay 端末にカードや携帯電話をかざすだけでお支払いができるサインや
チャージがいらない「簡単・スピーディ・おトク」なポストペイ（後払い）型のサービスです。

ご取材予定の場合、恐縮ですが下記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 総務広報室 浅井・久野
TEL：052-584-7111 FAX：052-584-7117
商業管理室 林（※商業関連の取材をご希望の場合）
TEL：052-527-8800 FAX：052-527-8801
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（参考資料）
PRESS
RELEASE

PRESS RELEASE

株式会社 土屋鞄製造所
2012年1月5日

2012年
2012年3月3日（土）、ミッドランドスクエア
）、ミッドランドスクエアB1F
ミッドランドスクエアB1Fに
B1Fに「土屋鞄製造所
土屋鞄製造所」
製造所」がオープン
名古屋に
名古屋に初出店

「作り手の見えるもの作り」をコンセプトに、厳選された素材と経験豊かな職人技で、いつもそばにある革
製品を作り続けている株式会社 土屋鞄製造所（本社：東京都足立区、代表取締役：土屋成範、以下：土屋
鞄）が、2012年3月3日（土）に、JR名古屋駅に隣接する商業施設「ミッドランド スクエア」のB1Fに新規オー
プンいたします。
ビジネスバッグ、ステーショナリー、子どものランドセルに至るまでの企画・製作・販売を展開している創
業46年の土屋鞄では、工房を併設した本店を出店以来、鎌倉、白金、京都など、現在では全国に10店舗
を展開しております。昨年４月、東京駅に程近い新丸ビル4Fにオープンした丸の内店に続き、待望のイン
ショップ２号店となる名古屋店では、ビジネスからカジュアルラインまで、職人が丹精込めて作り上げた素
材感たっぷりの鞄や革小物をセレクトし、幅広く展開する予定です。
また、オープン当日より開催される『ミッドランドスクエア５周年記念イベント』では、「MIDLAND SQUARE
SPRING COLLECTION 2012」ファッションショー（2012年3月24日（土））にも参加を予定しています。
革の香りや手触りとともに、素材の魅力をじっくりと味わえる「土屋鞄製造所」。どうぞご期待ください。

【会社概要】
■店舗名称 ：土屋鞄製造所 名古屋店
■住所
：愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
ミッドランド スクエア B1F
■面積
：約23坪
■オープン日：2012年3月3日（土）
店舗イメージ 土屋鞄製造所 神戸店

※上記に関する取材・お問い合わせは、店舗サポート部までお願いいたします。
株式会社 土屋鞄製造所 店舗サポート部
担当：山田
TEL：03-5647-5123 FAX：03-5647-5122（平日9：00～18：00）
E-mail： k-yamada@tsuchiya-kaban.com
オフィシャルサイト：http://www.tsuchiya-kaban.jp/

PLAIN PEOPLE

オープンリリース＜名古屋ミッドランドスクエア＞
2012 年 2 月

OPEN

衣食住提案型コンセプトストアとして人気のプレインピープルが、
東京以外には初の店舗、名古屋ミッドランドスクエアに出店いたします。

リラックス感がありながらも美しくモードエッセンスのあるレディースの洋服、国内外からセレクト
された思わず手を伸ばしたくなるグッドセンスのファッション雑貨、そして体にやさしくおいしい
こだわりの調味料やお茶がフルラインアップ。
プライスレンジも幅広く、ご自身のものばかりでなく、ご家族、ご友人へのプレゼントに最適なもの
も取り揃えています。
フラッグショップでもある青山のプレインピープルはミュージアム的アートな空間と居心地の良い
家を融合したスペースです。この青山の雰囲気も感じながら、より開放的に明るいお店にしたいと思
っております。

Shop Data
プレインピープル名古屋ミッドランドスクエア
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 4-7-1 ミッドランドスクエア 3F
tel&fax
営業時間： 11：00-20：00 （年中無休）

世界の VIP が立寄る小籠包の名店、上海随一を誇る老舗が登場！
「南翔饅頭店」は、上海料理発祥の地である上海・豫園（よえん）に
本店をもち、小籠包専門店として百数十年の歴史と美味を誇る、
世界のＶＩＰが立ち寄るほどの上海随一の名店です。
壮麗な中国式庭園を誇る豫園に隣接する豫園商場は、伝統的な
江南様式の楼閣が立ち並び、観光客も大勢訪れる人気のエリアです。

「南翔小籠包」は、一包みずつ、点心師が丁寧に作り上げ、
品質が優れていると評判となり、1989 年に中国旧商業部より
「優秀品質製品金鼎賞」、その後、上海市人民政府財政貿易事務室から
「上海名・特産小吃」、中国調理協会から「中国小吃」、国家貿易局から
「中国名点心」にそれぞれ認定されました。現在はシンガポールや日本など
数カ国に展開し、世界中の人々から好評を頂いています。
１００年以上の古い歴史を持つ本店の味をそのままに、
本店より招聘の点心師が作り出す極薄の皮で包まれた肉餡、
それを包み込む甘みのある豚肉のスープはまさに極上の味です。

また、自慢の小籠包の他、「蟹肉入り炒飯」「黒酢の酢豚」など
本格的な特選中華料理の数々もお楽しみいただけます。

●店舗名／南翔饅頭店 ミッドランドスクエア店
●業態／中国料理 The Nanxiang Steamed Buns Restaurants
●所在地／〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号
ミッドランドスクエア４Ｆ

052-527－8823

●営業時間／平日 17：30～23：00 （LO22：00） 土日 17:00～23:00（LO22:00）
●URL http://www.create-restaurants.co.jp/

＜お問い合わせ＞
株式会社クリエイト・レストランツ 営業第六部 エリアマネージャー 淺澤 浩司
携帯 090-7280-2052 D-FAX 020-4622-9526

「バカラショップ 名古屋」 5 周年
1764 年にフランス・ロレーヌ地方、バカラ村で創設され、常に時代の美を追求し続けるクリスタルのブ
ランド、バカラ。最高の品質と技術が生み出す作品は「王者たちのクリスタル」の冠に相応しい華麗な
輝きを放ち、手にする人の心を晴れやかな歓びで満たしてきました。
バカラは 2007 年、中部地区初の直営店「バカラショップ 名古屋」をミッドランド スクエアにオープンし
ました。”光とキラメキ”をテーマに、フランス・パリ バカラメゾンのコンセプトを投影したラグジュアリーで
ダイナミックなこの空間は、今年オープン 5 周年を迎えます。
つきましては、5 周年を記念し、3 月 3 日（土）から 15 日（木）の期間、バカラショップにて「WELCOME
to BACCARAT FACTORY」を開催いたします。
一般には公開されていないバカラ村の工場から、職人が何世代にもわたり伝えてきたクリスタル制作
の道具などを特別に展示。M.O.F.（フランス最優秀職人）をはじめとする職人たちの情熱と誇りに満ち
た創造の場をご体験いただきます。
さらに、5 周年を記念し、ビジュウ「エクリプス ペンダント ステンドグラス ルビー」（43,050 円、55 ピー
ス限定）を発売いたします。
ぜひ、248 年の歴史を継承し、未来へと進化し続けるバカラの原点を体験しに、また新たな魅力を発見
しに、バカラショップへお越しください。

バカラショップ 名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅 4-7-1 ミッドランドスクエア 1 階
Tel: 052-533-8520
営業時間：11:00～20:00
バカラHP：http://www.baccarat.com/
ミッドランドスクエアHP：http://www.midland-square.com/

商品のお貸出、お問い合わせ等は下記までご連絡ください。
バカラ パシフィック株式会社
PR・コミュニケーション 担当：岩田・小西
TEL 03-5510-1455

FAX 03-5510-1467

『WELCOME to BACCARAT FACTORY』
開催期間： 3 月 3 日（土）～15 日（木）

フランス東部ロレーヌ地方、
清らかな水をたたえる川と奥深い森林に囲まれたバカラ村。
1764 年、ルイ 15 世の認可を受け創設されて以来、

バカラの製品はすべてこの小さな村の工場で作られています。
職人たちの仕事への情熱、バカラをつくり出す歓びと誇り、
手から手へと受け継がれている高度な技術が込められ、
バカラのクリスタルは時を超えて変わらない輝きを放つのです。

「WELCOME to BACCARAT FACTORY」では、
“バカラの光が生まれる唯一の場所”であるバカラ村の工場にて、
実際に職人がクリスタル制作の使用し、何世代にもわたり伝えてきた道具を特別に展示いたします。
また、様々な作業を経て完成していくクリスタルの制作工程や
現在活躍する M.O.F.（フランス最優秀職人）の称号を持つ職人の姿などもご紹介いたします。
オープン 5 周年を記念した特別展示です。是非、バカラの原点を体験しにお越しください。

5 周年記念限定ビジュウが 3 月 3 日より発売
『エクリプス ペンダント ステンドグラス イリゼルビー』
5 周年を記念し、3 月 3 日に限定ビジュウを発売いたします。
「エクリプス」とは日食、月食の意味。
人々の心を奪う自然現象からインスピレーションを受けて生まれたバカラのビジュウです。
球体のクリスタルを切り取ったようなボリューム感あるラウンドシェイプの底に、
バカラの B マークを刻んだ特別なペンダントが誕生しました。
華やかなルビーカラーが光を受けて虹色に輝き、胸元を鮮やかに、エレガントに彩ります。
バカラならではの上品な輝きをお楽しみ下さい。

エクリプス ペンダント ステンドグラス ルビー
¥43,050
バカラショップ 名古屋限定 55 ピース
3 月 3 日発売

