
2015年2月27日 
               東和不動産株式会社 

トヨタ自動車株式会社 
株式会社毎日新聞社 

ミッドランド スクエアは2015年3月6日、グランドオープンから8周年を迎えます。 
これを記念して、3月6日（金）～31日（火）の約1ヶ月間、「8th Anniversary」キャンペーンを開催いたします。 

報道機関各位 
（配布先：中部経済産業記者会、名古屋経済記者クラブ） 

ミッドランド スクエア 開業8周年にあたり 

【タイトル 

&キャッチコピー】 
MIDLAND SQUARE 8th ANNIVERSARY 
春のシアワセ、ハチミツの味。 

 
2015年3月6日（金）～31日（火） 
 
「8周年」にちなみ、幸運をもたらすと言われるミツバチをモチーフに。 
ハニカムと花をイメージした春らしい「８周年ロゴ」をメインビジュアルとし、 
鮮やかなレモンイエローでハッピー感を演出します。 
8年間のご愛顧に感謝を込めて贈る、 
「８つのHAPPY MOMENT (ハッピーモーメント)」をお楽しみ下さい。 

【期間】 

【コンセプト】 
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【館内装飾】 
   
“ミツバチ・ハニカム・花”を 
組み合わせた 
春らしい「８周年ロゴ」と、 
鮮やかなレモンイエローが 
館内を染め、祝祭を盛り立てます。 
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【ファッション・雑貨展示】 
   

「2015MS春夏コレクション」 
 
各ブティックがオススメする春夏コーディネートをご紹介。 
吹き抜けを囲む、1F通路で華やかに展示致します。 
またモデルによるウォーキング映像も上映します。 
 
●期間／3月6日（金）～31日（火） 
●場所／商業棟1階吹き抜け周り通路 
●内容／男女18点程度 
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【プレゼントキャンペーン】 
   

8つの豪華賞品が当たる！「8thプレゼントキャンペーン」 
 
期間中、メンバーズカード加盟店舗にて5,000円（税込・合算不可）以上ご利用いただいた 
メンバーズカード会員様の中から、抽選で8名様に、豪華な賞品をプレゼント致します。 
 
●期間／3月6日（金）～31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様のみご応募いただけます。 
 会員でない方は、2Fメンバーズカードカウンターにてご入会・ご応募いただけます。 
 （入会金・年会費無料） 
●応募方法／メンバーズカード加盟店舗で5,000円（税込・合算不可）以上ご利用いただいた際に 
  応募用紙を1枚お渡しいたします。必要事項をご記入の上、館内設置の応募BOXにご投函ください。 
●応募BOX設置場所／1F・2F・41Fインフォメーション、3Fエポカ・ザ・ショップ前、4F南翔饅頭店前 
 
※当選者の発表は、賞品または目録の発送をもってかえさせていただきます。 
※ご当選の権利を他人に譲渡したり、換金することはできません。 

[バカラ] 
ベビーキャンディライト 
マネキネコ クリア・レッド 

＜予定賞品＞ 

[イデア 
フレイムス] 
GENEVA 
サウンドシス
テム 
テラクオーレ  
ダマスクロー
ズシリーズ他 
 

[ヴァルカナイズ・ロンドン] 
SMYSON 
ミニクロスボディバッグ他 

[フェリージセレクション] 
Felis: 
トートバッグ、財布他 

[インタッチ] 
FALIERO SARTI ストール
バッグ、アクセサリー他 
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[マチュリテ] 
コートスタンド 
ボーチェア 
靴べらセット 

[スカイレスト
ラン] 
6店舗 
ペアディナー 
チケット 

1名様 1名様 1名様 1名様 

1名様 1名様 1名様 1名様 

[ミッドランドスクエア] 
商品券10万円分 

※賞品は変更となる場合がございます。 
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●20才以上 
●入会金・年会費無料 
●クレジット機能なし 

【お買物特典】 
   

「ミッドランドスクエア スペシャルクーポン」 
 
期間中、対象店舗にて5,000円（税込）以上のお買い物・お食事で 
ご利用いただけるスペシャル1,000円クーポンをご用意致しました。 
 
●配布期間／2月16日（月）～3月5日（木） 
●配布対象／会員・非会員およびお買い上げ金額に関わらず、 
          レジにてお一人様1枚配布。 
●利用期間／3月6日（金）～31日（火） 
●配布・利用店舗／ミッドランドスクエアお買物券 利用可能店舗 

【会員特典】 
   

「メンバーズカード ポイントアップサービス」 
 
ミッドランド スクエア メンバーズカード会員 
プレミアム会員様は通常の3倍、 
一般会員様は通常の2倍を進呈します。 
 
●期間／3月6日（金）～15日（日）10日間 

【プレミアム会員特典】 
   

「ミッドランドスクエア駐車場2時間サービス」 
 
メンバーズカード加盟店舗をご利用いただいた後、 
「ご利用いただいたレシート」と「プレミアムメンバーズカード」、 
ミッドランド スクエア駐車場の「駐車券」を 
2Fメンバーズカードカウンターまでお持ちください。 
お買い上げ金額に関わらず、駐車場料金を 
2時間サービスさせていただきます。 
 
●日時／3月6日（金）～31日（火）11:00～20:00 

【新規会員特典】 
   

「メンバーズカード 入会キャンペーン」 
 
ミッドランド スクエア メンバーズカードに新規ご入会のお客様には、 
富澤商店のハチミツをプレゼント。 
 
●期間／3月6日（金）～31日（火） 
●場所／商業棟2F・オフィス棟41Fメンバーズカードカウンター 
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【特別販売】 
   

「8周年限定アイテム・限定メニュー」 
 

8周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別な商品や期間限定メニュー等を 

ご用意いたしました。 

[マルティニーク ルコント] 

ノーカラージャケット  

税込¥41,040 

 

ノーカラーやくるみボタンなど

クラシックムード漂うジャケット

は、知的でエレガントな女性

を演出してくれます。 

 

[マルティニーク ルコント] 

メモリーグログランコート  

税込¥48,600 

 

春らしいピンクのコートは、

大きめな襟と形状記憶素

材による立体的なシルエッ

トがエレガント。 

※デザインは多少異なりま

す 

[フォクシー] 

カーディガン 税込¥43,200 

※3/13発売 

 

タイトなシルエットで女性の美

しさを引き立てるジャージー

素材のカーディガン。 

清らかなホワイトは、ミッドラ

ンド限定カラー。 

 

[サンタ・マリア・ノヴェッラ・ 

ティサネリア] 

オリーブオイルとブーケガル

ニのセット  

税込¥4,320 

 

ギリシャ産マナキ種の搾りた

てのフレッシュな最高級エキ

ストラバージンオリーブオイ

ルと、オリジナルのブーケガ

ルニ。 

[紗羅餐] 

8周年記念会席 

税込¥5,000 

 

焼筍、桜鯛、蛤、山菜等 

春の味覚が満載です。 

[ピッツェリア イゾラ] 

桜エビとアスパラのピッツァ 

税込¥1,900 

 

駿河湾で水揚げされた桜エビが入荷する

この時期だけのディナー限定メニュー。 

[南翔饅頭店] 

ココナッツアイスと 

フルーツの冷たいイチゴスープ 

税込¥600 

 

旬のイチゴをミルクスープに仕立て、 

中央にはココナッツアイスを浮かべました。 

 

HAPPY 
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【商業棟イベント】 
   

「ホワイトデー POP UP SHOP」 
 
ホワイトデー限定商品などお返しにぴったりなアイテムを 
地下1階アトリウム特設会場で販売いたします。 
 
●日時／3月12日（木）～14日（土）11:00～20:00（予定） 
●場所／商業棟B1Fアトリウム 
 
 
 

第14回 ミッドランド スクエア音楽祭 
「次世代に繋ぎたい名曲」 
 
音楽界を代表する松下雅人氏、清水皇樹氏、加藤二葉、 
瑞木姉妹をはじめ、ロン・ティボー国際コンクールで第1位に 
輝き一躍世界に注目された田村響氏が登場。 
屈指の若手と名フィルメンバーが 「次世代に繋ぎたい名曲」を 
テーマに数々の名曲を披露いたします。 
 
●日時／3月21日（土）  
      第1部 11:30～14:30 ＜5組出演＞ 
      第2部 15:30～18:30 ＜5組出演＞ 
●場所／商業棟B1Fアトリウム 
 
 
 

「春の花道展」 
 
11回目を迎える、ミッドランドの恒例イベント「花道展」。 
花道家による作品で、華やかに春を彩ります。 
 
●日時／3月26日（木）～31日（火） 11:00～20:00 
●場所／商業棟B1Fアトリウム 
 
 
 

映画「イントゥ・ザ・ウッズ」公開記念 
スペシャル展示 
 
シンデレラ、ラプンツェル、赤ずきんといった 
“おとぎ話の主人公たちのその後“を描いた、大人のための 
“アフター・ハッピーエンド“ミュージカル、映画「イントゥ・ザ・ウッズ」。 
映画公開を記念したスペシャル展示を開催。 
実際に撮影で使用した衣装の他、ストーリーがわかる 
パネル展や特別映像が登場します。 
(※展示内容は変更となる可能性がございます。) 
 
●日時／3月9日（月）～20日（金） 
●場所／商業棟B1Fエスカレーター横特設スペース 
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※昨年の様子 
©毎日新聞社 

＜一般の方＞ 
 
 
【応募方法】 
「はがき」にタイトル「名フィル 春の便り2015」と、
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業、
電話番号をご記入頂き、ご応募ください。 
 
※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。 
 
【お申込受付】 
〒450－8651  
名古屋市中村区名駅４の７の１ 
毎日新聞中部本社事業部  
「名フィル春の便り2015」係 
 
【応募締切】  
3月11日（水）必着 
 
【当選者発表】 
応募多数の場合は抽選となります。招待券の 
発送をもって発表にかえさせていただきます。 
 
 

＜ミッドランドスクエアメンバーズカード会員様＞ 
 
 
【応募方法】 
ミッドランドスクエアホームページ 応募ページより 
必要事項をご記入頂き、ご応募ください。 
 
※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。 
 
【お申込受付】 
ミッドランドスクエアホームページ 
応募フォーム 
 
【応募期間】  
3月1日（日）～11日（水）必着 
 
【当選者発表】 
応募多数の場合は抽選となります。招待券の 
発送をもって発表にかえさせていただきます。 

堀 俊輔（指揮） 

【文化イベント】 
 

ミッドランド スクエア 8周年記念コンサート 
『名フィル春の便り2015』 
 
名古屋フィルハーモニー交響楽団による記念コンサート「名フィル春の便り2015」
を3月22日（日）ミッドランドホール（ミッドランドスクエア５階）で開催します。 
8回目を迎える今回のコンサートは、地域貢献･文化発信の観点より 、 
＜第1部＞は、地元の中学生･高校生を280名を無料でご招待。 
＜第2部＞は例年通り、クラシックファンの皆様を募りご招待します。 
6回目の登場となる指揮者の堀俊輔さんは国内外で活躍し、合唱指導者としても
高い評価を得ています。名フィルの特別編成で素晴らしい演奏の数々を堀さんの
ユーモアあふれる楽曲解説とももお楽しみください。 
 
●日時 ： 3月22日（日） 
      ＜第1部＞13:30～ ＜第2部＞ 16:30～ 
●場所 ： 5Fミッドランドホール 
●指揮 ： 堀 俊輔  
●ご招待者数  
     ： ＜第2部のみ募集＞ 140組280名（無料） 
       ※うち、ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｶｰド会員は 
         20組40名募集。 
       ※＜第1部＞は募集を行いません。 
●問い合わせ  
     ： 毎日新聞中部本社事業部  
       「名フィル春の便り2015」係 
       電話 052・527・8104 
       （平日 月曜～金曜 午前10時～午後6時） 
 
 
＜第2部＞応募方法 



【その他】 
 

スカイプロムナード  
春休み小学生入場料無料キャンペーン 
 
ミッドランド スクエア8周年キャンペーン期間中、および 
春休み期間中にスカイプロムナード（屋外型展望施設）へ 
ご来場いただいた小学生の方は、入場料を無料にいたします。 
春休みの思い出作りに、ご家族でご利用ください。 
 
●期間 ： 3月7日（土）～4月5日（日） 
       ※中学生以上の方は有料となります 
 
 
 
 

「福臨門酒家 家全七福」が 
「家全七福酒家」に店名変更。 
 
41F「福臨門 家全七福 by SEVENTH SON」は 2月17日（火） より、 
「家全七福酒家 SEVENTH SON RESTAURANT」に店名変更致しました。 
昨年10月までに、香港本店、中国4店舗の店名変更を行っており、 
日本も本国と足並みを揃えます。 
グループ全体で店名を統一し、福臨門から受け継がれてきた 
調理法、おもてなしの心、知識などを継承しながら更なる 
発展を目指してまいります。 

 
 
 

「フォクシー」がミッドランドスクエア 
メンバーズカードに加盟。 
 
3月1日（日）より、2Fファッションブティック「フォクシー」は 
ミッドランドスクエアメンバーズカードに加盟し、 
店舗内レジでのポイント付与が可能となります。 
ただし、ミッドランドスクエアお買物券はご利用頂けませんので、 
ご了承下さいませ。 
＊新加盟記念 
3/1（日）～3/31（火）の期間、 
フォクシー名古屋店でお買物をされた会員様に 
1,000ポイントサービスを致します。 
新規入会の方も対象となります。 
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※記載内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
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年度 日にち  イベント 

2014 3/23 
ミッドランドスクエア７周年記念コンサート 
｢名フィル春の便り2014｣ 

3/30、9/21 ミッドランドスクエア音楽祭 

5/28～9/30 「スターダスト・ラウンジ」夏季限定ビアガーデン 

7/19～8/3 名古屋港水族館AQUA LIVE! in ミッドランドスクエア2014 

11/7～2/1 周辺樹木イルミネーション、ﾋﾞﾙ壁面演出(11/28～1/3) 

2015 1/1 スカイプロムナード特別営業｢初日の出｣鑑賞 

原則火・木曜 アトリウムコンサート開催(61回) 

【資料】 
 
 

※商業施設においては、季節に応じ各種イベントを実施 

＜ 報道関係 お問合せ先 ＞ 
 

東和不動産株式会社 総務部  今枝・奥村    
TEL：052-584-7111  FAX：052-584-7117  

 
※商業関連        

商業管理部  広報担当  林     
TEL：052-527-8800  FAX：052-527-8801 

昨年の主なイベント 


