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ミッドランド スクエアクリスマス2015
スクエアクリスマス2015
年末・
年末・年始イルミネーション・イベント
年始イルミネーション・イベント実施
イルミネーション・イベント実施のご
実施のご案内
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
イルミネーションやイベントなどを、下記の内容で実施いたしますのでご案内します。

【テーマ】
テーマ】

MIDLAND CHRISTMAS 2015
聖夜に
聖夜に降り注ぐ、光の雫。
11/6（
11/6（金）～12/25
）～12/25（
12/25（金）

今年のクリスマスのメイン装飾は、

5層吹抜け
層吹抜けの天井から
天井から吊
から吊るされる、
るされる、
全長18
全長18メートルの
18メートルの折
メートルの折り紙のオブジェ。
のオブジェ。
今注目の若手アーティスト、小松宏誠氏を起用。
透明なのに金属のような光沢を発現する東レの新素材
『ピカサス』を使用し、千羽鶴を折るように一つ一つ
思いを込めて美しいパーツを折り上げました。
それらを放射線状に幾重にも重ね、
大きな煌めきのオブジェとして館内に光を放ちます。
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【アーティスト】
アーティスト】

アーティスト

小松宏誠さん
Kosei Komatsu
1981年生まれ。東京芸術大学大学院修了後、アーテ
ィストグループ「アトリエオモヤ」のメンバーとして活動を
開始。2014年に独立。「浮遊」への興味から「鳥」や「
羽根」をテーマとした作品を展開中。現在、美術館での
作品展示をはじめ、商業施設やコンセプトショップなどの
空間演出も精力的に行う。主な展覧会、MEDIA
AMBITION TOKYO（2014）、Wearing Light／ISSEY
MIYAKEとのコラボレーション（2014）、六本木アートナイ
ト（2014）など。『Lexus Inspired By Design』のCMに作
品が起用。
photo:Shin Inaba

アーティスト小松宏誠氏が手がけた吹抜の
大型オブジェやツリーなどのクリスマスデコレーション。
この透明感と高級感のある光の表現は、
東レ株式会社が開発した新素材「ピカサス」と
パナック株式会社の加工技術によって実現されています。

●東レ株式会社PICASUSのご紹介
PICASUSは、東レ独自のナノ積層技術を駆使し、
金属を用いずに光の干渉反射だけで
金属の光沢を発現するフィルムです。
建材、自動車、家電、スマートフォン等への用途展開
が進んでおり、光透過、電波透過性等の機能的特徴から、
社会の新たなニーズに答えるフィルムとして
注目を浴びています。
●パナック株式会社 のご紹介
パナックは機能性フィルムの企画開発から製造・調達・加工・
販売まで全般を
手がけています。今回は、ひとつひとつのオブジェを製作する
ために「ピカサス」の
折り曲げ、切り抜き加工を行いました。
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※一部イメージです

【装飾・イルミネーション
装飾・イルミネーション】
・イルミネーション】
館内は白く輝く “煌めきのクリスマス”を。ビル外周はレッドやピンクを基調にロマンティックで
優しく甘いクリスマスをご提案。 LED約124,000球を使い、また違ったイルミネーションで演出します。

＜クリスマスツリー＞
クリスマスツリー＞
●期間…11/6（金）～12/25（金）
●場所・時間
①商業棟Ｂ１Ｆ／9：00～23：00
②ｵﾌｨｽ棟１Ｆ／9：00～23：00
③ｵﾌｨｽ棟44Fｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
／11：00～22:00
④ｵﾌｨｽ棟41F・42F通路
／10：30～23:00

②

③

④

①
この他にもサプライズなツリーが登場致します。

＜ビル外周樹木
ビル外周樹木・
外周樹木・植栽ＬＥＤ
植栽ＬＥＤイルミネーション
ＬＥＤイルミネーション＞
イルミネーション＞
今年は赤のLED
を加え、ピンクや
レッドのウォーム
カラー系で甘いク
リスマスを演出。

●期間…11/6（金）～1/31（日）
●場所…（樹木）ビル西側・南側・北側・東側
（植栽） B1Fｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ・北側
・西側プランター・
●時間…17：00～23：00

ビル南側外壁ＬＥＤ
南側外壁ＬＥＤイルミネーション
ＬＥＤイルミネーション＞
イルミネーション＞
＜ビル南側外壁
●期間…11/6（金）～1/31（日）
●場所…ビル南側壁面
●時間…17：00～23：00

星が点灯を繰り返
しながら降ってくる
イメージ。

＜ビル壁面絵文字
ビル壁面絵文字＞
壁面絵文字＞
＊ブラインド制御による絵文字演出
●期間…11/27（金）～1/3（日）
●時間…18：00～23：00
●場所・絵柄…
＜11/27～12/25＞
南：ツリー 東：ベル 北：トナカイ
＜12/26～12/31＞
南：ツリー 東：ひつじ 北：雪だるま
＜1/1～1/3＞
南：2016鏡餅 東：さる 北：富士山、初日の出
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【イベント】
イベント】

「ZIPZIP-FMタイアップ
FMタイアップ Sowelu クリスマスLive
クリスマスLive」
Live」
●日時…11月6日（金）18:30～
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…2002 FIFAワールドカップテーマソング
「Let‘s Get Together Now」等で人気を博した、
ソウル・R&B系シンガー『Sowelu』をライブゲストに迎え、
華やかに「ミッドランドクリスマス2015」をスタート。
また、クリスマスツリーのアーティスト小松宏誠氏による
装飾の見どころも紹介。
●主催…ミッドランドスクエア、ZIP-FM

「信州塩尻 桔梗ヶ
桔梗ヶ原Wine Bar」
Bar」
●期間… 11月7日（土）～10日（火）11:00～20:00
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…120年を超えるブドウ栽培の歴史と
日本ワインの品質向上を牽引している信州塩尻。
数々の受賞歴を誇るメルロを中心に、
品種のバリエーションもお楽しみ頂けるワインを
グラスでご提供致します。
地元産の食材を使ったワインに合う
プチフードとのマリアージュもご堪能下さい。
●主催…長野県塩尻市

「レオン×
レオン×デザインワークス
SPECIAL NIGHT ＠NAGOYA 」
●日時…11月14日（土）16:30
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…LEON 前田編集長とDESIGNWORKS 川城ディレクターによる
トークショー。また、LEONモデルCoyによるフロアショー。
デザインワークス2015 A/W新作を中心に、LEONならではの視点で
大人の男のリアルスタイルを提案します。
トーク終了後は2FブティックにてLEON編集部によるコーディネートアドバイス、
シャンパンサービスも行います。（※数に限りがございます）
また、当日17時以降店頭の全商品を定価より１０％OFFにてお買い求めいただけます。
●主催…アバハウスインターナショナル、主婦と生活社

「クルーズフェア2015
クルーズフェア2015」
2015」
●日時…11月23日（月・祝）11:0０～18:00
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…会場で船上体験ができる3DVRバーチャルシアター、
景品が当たるクルーズクイズラリー、船長気分で撮影など、
お子様から大人まで楽しめるクルーズの旅の魅力をたっぷりご紹介します。
●主催…株式会社ジェイティービー
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【イベント】
イベント】

Mais,
Mais, je vous aime.. » by Anne de Vandiè
Vandièr
バカラ写真展
バカラ写真展「
写真展「愛すべき、
べき、職人たちの
職人たちの手
たちの手」
●日時…11月25日（水）～12月13日（日）
●場所…商業棟1F通路
●内容…アート、モード、デザインの分野で世界的に活躍するフランス人写真家、
アンヌ・ドゥ・ヴァンディエールによる、M.O.F.（フランス最優秀職人）の称号を持つ
バカラの職人たちの手を撮影した作品。1764年の創設より250年も続く
バカラの精神を継承し革新的創造を生み出す職人たちの貴重な写真展を、
このたび名古屋で初めて開催します。

「森永乳業 パルテノガーデン」
パルテノガーデン」
●日時…11月28日（土）・29日（日）11:00～20:00
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…大人気の濃密ギリシャヨーグルト「パルテノ」の世界観と
味わいをお試しいただく試食会を実施します。
●主催…森永乳業株式会社

「映画『
映画『007 スペクター』
スペクター』公開
＆グローブトロッター“JAMES
グローブトロッター“JAMES BOND” コレクション
発売記念イベント
発売記念イベント」
イベント」
●期間…11月30日（月）～12月9日（水）
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…映画『007 スペクター』の12月4日公開を記念して
3Fブティック「ヴァルカナイズ・ロンドン」が
“ジェームズ・ボンド”と“マニペニー”コレクションを発売。
また英国老舗シャツブランド「ターンブル&アッサー」が
ジェームズ・ボンドモデルのシャツやネクタイを特別に復刻。
「クロケット&ジョーンズ」は激しいアクションシーンを共にした
革靴の名品「アレックス」をご用意しました。
これら007コラボレーション商品をご紹介するとともに、
映画のあらすじ、出演者パネル展示、予告編上映等をご紹介。
●主催…ソニーピクチャーズ、BLBG、
ミッドランドスクエア、中日本興業
★スペシャルイベント

12月
12月3日（木）18:00～
18:00～ トークショー開催
トークショー開催！
開催！
映画公開前日、同会場内特設ステージにて
『ジェームズ・ボンド 仕事の流儀』
『ジェームズ・ボンド「本物の男」２５の金言』
という著書を出版したほどの007ファンである
ヴァルカナイズ・ロンドン田窪寿保社長のトークショーを開催。
「007」「ジェームズ・ボンド」を熱く語ります！
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【イベント】
イベント】

「アトリウムコンサート」
アトリウムコンサート」
●日時…11月12日（木）・17日（火）・19日（木）・24日（火）・26日（木）
12月3日（木）・8日（火）・10日（木）・15日（火）・17日（木）
1st.ステージ 17:00～ 2nd.ステージ 18:00～
※3日は時間変更予定
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…ミッドランドスクエアが地域貢献、
賑わい創出を目的に随時開催しているミニコンサートです。

「金城学院中学校・
金城学院中学校・高等学校 クリスマスコンサート」
クリスマスコンサート」
●日時…12月24日（木）・25日（金）
①14：30～②15:30～③16:30～
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●内容…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。

「クリスマスケーキ特別販売催事
クリスマスケーキ特別販売催事」
特別販売催事」
●日時…12月23日（水・祝）・24日（木）・25日（金）
11:00～19:00
※最終日～17:00
●場所…商業棟B1Fアトリウム エスカレーター横特設会場
●参加店舗…ピエール マルコリーニ、サロン・ド・モンシェール、COVA（予定）

イメージ
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【イベント】
イベント】

「ミッドランドマルシェ」
ミッドランドマルシェ」
●日時…11月28日（土）・12月26日（土） 10:00～20:00
●場所…商業棟1F南側広場
●内容…生産者たちの熱い想いのこもったこだわりの商品を販売。
大人のラグジュアリーモールの広場ならではの
ちょっぴりお洒落なマルシェをお楽しみ下さい。
●主催…サロン・ド・マルシェ

「ミッドランドスクエア 年越し
年越し市」
●日時…12月28日（月）～31日（木）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
●参加店舗…紗羅餐・箸ギャラリー門・富澤商店（予定）

「ミッドランド スクエアから初日
スクエアから初日の
初日の出を見よう！」
よう！」
●日時… 1月1日（金・祝） 5:30～8:30
●場所…オフィス棟44～46階スカイプロムナード
●内容…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。
ご来場の方へ、使い捨てカイロサービス。
※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。
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【その他
その他キャンペーン】
キャンペーン】

「メンバーズカードポイントアップサービス＞
メンバーズカードポイントアップサービス＞
プレミアム会員
プレミアム会員3
一般会員2倍」
会員3倍・一般会員2
●日程…11月6日（金）～15日（日）
●内容…プレミアム会員 3倍
一般会員
2倍

「カフェ＆
カフェ＆スイーツ クーポン」
クーポン」
●配布期間…11月6日（金）～11月30日（月）
●利用期間…11月6日（金）～12月25日（金）
●対象店舗…ピエール マルコリーニ／D&D／富澤商店
タンドレス／モンシェール／フォートナム&メイソン
紫野和久傳／COVA／サンタマリアノヴェッラ
●配布対象…期間中、対象店舗をご利用いただくとレジにて1枚配布。
※会員様にはDMにも同封。
●内容…期間中、対象店舗にて、次回以降、
3,000円以上のご利用で一枚使える500円クーポンをプレゼント。

「 ミッドランドスクエア レストランクルーズ
～4Fレストラン
4Fレストラン スタンプカード～
スタンプカード～」
●カード配布期間…12月1日（火）～2016年1月31日(日）予定
●カード利用期間…12月1日（火）～2016年2月29日（月）
●対象… 4Fレストラン 全13店舗
●内容… 期間中、ミッドランドスクエアの4Fレストランをご利用
いただいた方にスタンプカードを配布。
ランチ・ディナー関わらずご利用1回ごとにスタンプを1個押印。
3個たまると、スタンプカードが500円分の
お食事券としてご利用が可能となります。

「ミッドランド スクエア 年末年始営業」
年末年始営業」
●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
●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

上記は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
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