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ミッドランド スクエア イルミネーション点灯式(ゲスト:熊川哲也さん)
およびクリスマス～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、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のでご案内します。
なお、本年度はイルミネーション開始にあたり、K ﾊﾞﾚｴｶﾝﾊﾟﾆｰ芸術監督でﾊﾞﾚｴﾀﾞﾝｻｰの熊川
哲也さんをお招きし点灯式を実施いたします。ぜひとも取材をお願いします。
―記―

１．イルミネーション点灯式
11 月 9 日（金）に開催する「MIDLAND CHRISTMAS PREMIUM DAY」において、K バレエカンパニー
芸術監督でバレエダンサーの熊川哲也さんをお招きし、イルミネーション点灯式を実施いたします。
●日 時： 11 月 9 日（金） １8：30 頃を予定
●場 所： 商業棟 B1F アトリウム
●ゲスト： 熊川哲也さん（K バレエカンパニー芸術監督・バレエダンサー）
●点灯 ：
場所

・ビル外周樹木イルミネーション・・・・ ビル西側・北側 街路樹
・ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション・・・ビル南側 壁面
・商業棟 B1F クリスマスツリー・・・・・・・商業棟 B1F アトリウム
・その他館内装飾 等
K バレエカンパニー芸術監督・バレエダンサー

熊川哲也さん

２．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

①ビル壁面絵文字

場所

オフィス棟
東・北・南面

方法

ブラインド制御に
よる絵文字演出

期間

11/30（金）～1/3（木）
18：00～23：00

●11/30～12/25 東：ツリー
北：トナカイ
南：ミニツリー ●12/26～12/31 東：ツリー
●1/1
東：２０１３元日 北：２０１３正月 南：元日
●1/2～1/3
東：２０１３正月

北：雪だるま
北：２０１３正月

南：ミニツリー
南：正月

②ビル外周樹木・植栽
イルミネーション

ビル西側・南側・北側
B1F ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ
西側プランター

ＬＥＤによる装飾

11/9（金）～1/27（日）
17：00～23：00
＊初日は 18:30 点灯

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

（１） ｵﾌｨｽ棟１Ｆ
（２） 商業棟Ｂ１Ｆ
（３） ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
（４） ｵﾌｨｽ棟 41・42Ｆ

ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ設置

11/9（金）～12/25（火）
（１）・（２）9：00～23：00
（３）11：00～
（４）10：30～
＊初日は 18：30 点灯

⑤その他館内装飾

商業棟

ＬＥＤによる装飾
装花他

11/9（金）～12/25（火）
9：00～23：00
＊初日は 18:30 点灯

①ビル壁面絵文字

②ビル外周樹木・植栽イルミネーション

昨年事例
えん

④商業棟 B1F “Chloé”
スペシャルクリスマスツリー

昨年事例

③ビルイルミネーション
南側壁面 LED

イメージ

④Chloé
スペシャルクリスマスツリー

2012 年のクリスマスツリーは
“クロエ”プロデュース。
ブランドカラーであるホワイトの強い光と、
ナチュラルで繊細なフレームが、
透明感と自信に溢れるしなやかな
「クロエウーマン」を表現しています。
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ゴールドや白を基調とした
装花やクリスマスオブジェで館内各所を飾ります。

イメージ

イメージ

３．ショップ＆レストランクリスマスキャンペーン
「MIDLAND CHRISTMAS 2012 シンデレラ・ストーリー」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 9 日（金）より クリスマスキャンペーンを開催いたします。
タイトル：聖夜のシンデレラ。
「MIDLAND CHRISTMAS 2012 シンデレラ・ストーリー」
期 間 ： 11 月 9 日（金）～12 月 25 日（火）
場 所 ： ショップ＆レストラン（約 60 店舗）
ミッドランドスクエアで、シンデレラのように、キラキラと輝く女性に
変身できる、夢いっぱいのクリスマスをご提案いたします。

2012 年度
キャンペーンビジュアル

●ショッピングイベント「MIDLAND CHRISTMAS PREMIUM DAY」開催
開催日時 ： 11 月 9 日（金）11:00～21:00
場 所 ： ミッドランド スクエア ショップ＆レストラン
主 催 ： ミッドランド スクエア
協 力 ： トヨタ自動車、MHD モエへネシーディアジオ 他

クリスマスキャンペーン初日に、1日を通じてさまざまな「おもてなし」を
ご提供する「プレミアムデー」を開催。
ミッドランドスクエアメンバーズカードのポイントアップサービスの他、
夜にはKバレエカンパニー芸術監督でバレエダンサーの熊川哲也さん
によるクリスマスイルミネーション点灯式やトークショーを行います。
また熊川さん率いる「Kバレエカンパニー」のロマンティックでエレガント
なダンスパフォーマンスもお楽しみいただけます。

K バレエカンパニー芸術監督・バレエダンサー

熊川哲也さん

＜PREMIUM DAYの主な内容＞
①クリスマスイルミネーション点灯式
②熊川哲也トークショー
③Kバレエカンパニーによるダンスパフォーマンス
④ミッドランドスクエアメンバーズカード ポイントアップサービス
©言美歩

（プレミアム会員様3倍・一般会員様2倍）

⑤（プレミアム会員様限定）プレミアムチケットを使った
ノベルティなどのサービス
⑥（プレミアム会員様限定）プレミアムサロンでの
スパークリングワインなどのウェルカムドリンク

※イメージ
※熊川哲也さん本人の出演は
ございません。

※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。

●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
\283,500

クロエ
ETHEL bag
\139,650

●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＞

エノテカ ムーロ
クリスマスディナー
コース“NATARE”
\7,800
（12/1～25）

ピエール
マルコリーニ
ノエル ドゥ
ピエール 2012
\5,985
（数量限定）

●「シンデレラ・ストーリー」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＆レストランから熊川哲也さんセレクト賞品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でプレゼントいたします。

［応募期間］
11 月 9 日（金）～12 月 25 日（火）
［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いただきます。
［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］
【熊川哲也さんセレクト】バカラ エンパイアワイングラス（ペア）
【山本容子さんセレクト】紫野和久傳「合鴨鍋」
ミッドランドスクエア商品券（5 万円分）
＜シンデレラ・セレクション＞
フォクシー「グローブ」
エポカ ザ ショップ「ネックレス＆ピアス」
テラクオーレ「ベスト オブ グレース（専用ポーチ付）」
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ「ペアディナー券」
エノテーカ ピンキオーリ「ペアディナー券」
京都吉兆「ペアお食事券」
など
さらに、残念ながら抽選にもれてしまった方の中から抽選で 50 名様に「ミッドランドスクエア商品券
3,000 円分」をプレゼントいたします。
［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）

●NOKKO クリスマスコンサート
日 時 ： 12 月 22 日（土）
14:00～15：00
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
1980 年代、一世を風靡した人気シンガーNOKKO さんの
クリスマススペシャルライブを実施します。
1984 年、REBECCA のボーカルとしてデビュー。
バンド解散後、「人魚」等を代表曲としてソロとして活動。
新曲をはじめ、REBECCA 時代の名曲やクリスマスソング等、数曲を予定。
2011 年、静岡県庁健康福祉課キャンペーン・ソング「ゆうぐれなき」を
iTunes store にて限定販売。
ニューアルバム「The Christmas Songs」、11 月 23 日発売。

シンガー
NOKKO

●映画「レ･ミゼラブル」公開記念イベント
中京テレビ「シネマ BAR」公開収録
日 時 ： 12 月 23 日（日・祝）
16:00 頃を予定（調整中）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム
「レ・ミゼラブル」の公開を記念して、B1F アトリウムにて
中京テレビの映画番組「シネマ BAR」の公開収録イベントを開催。
MC の山口千景さんと映画パーソナリティーの松岡ひとみさんが
「レ・ミゼラブル」の見どころを語るトークショーのほか、映画鑑賞券
などが当たるじゃんけん大会も実施いたします。

映画パーソナリティー
松岡ひとみ

●金城学院中学校・高等学校 クリスマスコンサート
日 時 ： 12 月 24 日（月・振）・25 日（火）
①14：30～②15:30～③16:30～
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
ふさわしいハンドベルクワイア・弦楽アンサンブル・
グリークラブの演奏をお楽しみください。

昨年事例

●アトリウムコンサート開催日のご案内
日 時 ： 11 月 13 日（火）・11 月 15 日（木）・11 月 20 日（火）
11 月 22 日（木）・11 月 27 日（火）・12 月 8 日（土）
12 月 11 日（火）・12 月 14 日（金）・12 月 16 日（日）
12 月 18 日（火）・12 月 21 日（金）
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム

過去事例

４．ミッドランド スクエア年末年始のご案内
●ミッドランド スクエア 年末年始営業
2012 年 12 月 30 日（日）まで 通常営業
12 月 31 日（月）18:00 まで営業 ※レストランはランチ営業にて終了
2013 年 1 月 1 日（火・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（水）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 ： 2013 年 1 月 1 日（火・祝） 6:00～8:30
場 所 ：オフィス棟 44～46 階スカイプロムナード
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。

●箸ギャラリー門・紗羅餐・蔵人厨ねのひ
年越しそば、箸、日本酒の販売催事
日 時 ： 2012 年 12 月 29 日（土）～31 日（月）
11:00～18:00 ※最終日～15:00。
場 所 ： 商業棟 B1F アトリウム エスカレーター横特設会場
大晦日に欠かせない年越しそばやお正月の来客時に活躍する箸、
日本酒など特設会場にて 3 日間の販売催事を開催します。
ミッドランドスクエアが誇る専門店の味、グッズで新年をお迎え
ください。

ご取材予定の場合、恐縮ですが下記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
東和不動産株式会社 商業管理室 販促・広報担当 林
TEL：052-527-8800 FAX：052-527-8801

