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ミッドランドスクエア クリスマス2016 
年末・年始イルミネーション・イベント実施のご案内   

【テーマ】 
 

MIDLAND CHRISTMAS 2016 
金色に瞬く、聖夜の森。 
11/4(金)〜12/25(日) 

 
今年のクリスマスのメイン装飾は、昨年のミッドランドスクエアの 
オブジェにて、2016年度レッドドット・デザイン賞を見事受賞した 
アーティスト 小松宏誠氏が形新たに手掛けた、 

5層吹き抜けの天井から吊るされる全長18メートル 
の折り紙のオブジェをきらびやかに飾り立てます。 
「神秘・光・ラグジュアリー」をテーマにブラック＆ゴールドの 
クリスマスツリーやディスプレイが館内を妖艶に輝かせます。 
 

 

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。 
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【アーティスト】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今注目のアーティスト。今年の、2016年度「レッドドット・デザイン賞」 
にて、小松宏誠氏が手掛けた昨年のミッドランドスクエアのオブジェ 
が見事受賞。透明なのにまるで金属のような光沢を発現する「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 
ーツを折り上げて作られたオブジェが今年は形新たに生まれ変わり 
ます。オーナメントを増やし、外周にリボン状のエレガントな２重螺旋 
を描きながら、密度とボリュームのある煌めきを実現。大きな瞬きの 
オブジェとして館内に光を放ちます。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。 
 
※レッドドット・デザイン賞とは、 

  ドイツの歴史ある国際的なデザイン賞であり、世界３大デザイン賞 
  のひとつ。他の受賞作品には、ミラノ万博ドイツパビリオンや、NIKE、 
  BMW等名立たる作品が受賞しています。 
 
 
 
●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。 
 
 
 
 

photo:Shin Inaba 

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。 

2015年制作受賞作品 

※昨年事例 
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【装飾・イルミネーション】 

今年のイルミネーションは、メイン通りのカラーを全面的にレッドにし新たなイメージを表現します。 
ビル外周はメインカラーのレッドを基調にピンク・キャンドルなど、多彩なきらめきで街角にドラマチックなイルミネーション
ロードを演出します。（仕様ＬＥＤ：約１０万９千球） 

ミッドランドスクエア 
 
〈クリスマスツリー〉 
 
●期間…11/4（金）～12/25（日） 
●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 
  
 
〈ビル外周樹木・植栽LEDイルミネーション〉 
 
●期間…11/4（金）～2/5（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イルミネーション〉 
 
●期間…11/4（金）～2/5（日） 
●場所…ビル南側壁面 
●時間…17：00～23：00 
 
 
〈ビル壁面絵文字〉 
＊ブラインド制御による絵文字演出 
 
●期間…11/25（金）～1/3（火） 
●時間…18：00～23：00 

※一部イメージです 

キラキラと輝く水が流
れる様子を表現します。
波打つような波紋はプ
ログラムで内から外に
水が流れるように演出
します。 

星が点灯を繰り返しながら上から降ってくるよう 
なイメージです。ホワイト、ウォームホワイト、 
キャンドルカラーと下に向かってウォームカラーと 
なり、南側樹木のレッドと調和します。 

① ③ ④ ② 

※前回の様子 
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「クリスマスイルミネーション点灯式＆スペシャルトークイベント 
supported by MEN‘S CLUB」 
 
●日時…11月4日（金）18：25～ 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●内容…クリスマスイルミネーション点灯式に俳優の平山浩行さん 
      をお招きして「ミッドランドクリスマス2016」のキャンペーン 
      がスタートします。この点灯式を皮切りに名古屋駅エリア 
      のイルミネーションが一斉に点灯いたします。 
 
 
 
 

「Esquire The Big Black Book 創刊記念イベント」 
 
●日時…11月4日（金）19：00～ 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●内容…Esquire The Big Black Book 日本創刊記念イベントを 
      行います。 
      ゲストにEsquire The Big Black Book 戸賀編集長を 
      迎え、本誌の新刊についてご紹介いただきます。 
 
 
 
 

「信州塩尻 桔梗ヶ原 Wine Bar」 
 
●期間…11月10日（木）～14日（月） 
      平日・土曜日 11：00〜21：00 
      日曜日     11：00〜19：00 
●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いたします。地元産の食材を使用 
      し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 
 

 
「アトリウムコンサート」 
 
●日時…11月15日（火）、17日（木）、22日（火）、24日（木）、29日（火）、 
      12月11日（日）、13日（火）、16日（金）、20日（火）、23日（金・祝） 
●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。 

【イベント】 

MEN’S CLUB 、 
Esquire The Big Black Book 
編集長 戸賀敬城 

俳優 平山浩行 
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「大草直子× 
DESIGNWORKS トークショー＆ショッピングパーティー」 
 
●日時…11/12（土） 
      トークショー    14：00〜14：25 
      ミニパーティー 14：30〜15：00 
●場所…トークショー    商業棟2Fイベントスペース 
      ミニパーティー デザインワークスコンセプトストア店内 
●内容…デザインワークスと大草直子さんがコラボレーションした 
      コレクションの発売を記念してトークショーを開催いたします。 
      トークショー後には、店内にてミニパーティーも開催いたします。 
      パーティーでは、ドリンク・フードの提供とデザインワークスの商品 
      などが当たる抽選会を予定しています。 

 
 
 
 
「ドモホルンリンクル 無料お試し体験イベント」 
 
●期間…11月18日（金）～11月21日（月)11：00〜18：30 
●場所…商業棟B1Ｆアトリウム 
●主催…株式会社再春館製薬所 
 

 
 
「コスメデコルテ スキンケア体験イベント」 
 
●期間…11/26（土）、11/27（日）11:00〜20:00 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●主催…株式会社コーセー 
 
 
 

「モエ クリスマス マルシェ2016」 
 
●期間…12月5日（月）～10日（土）11：00〜20：00 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●主催…MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 

【イベント】 

WEBマガジン「ミモレ」編集長/スタイリスト 
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「“アイスランドのクリスマス” 
ICELAND FAIR in MIDLAND SQUARE」 

 
●期間…12月2日（金）～4日（日）11：00〜20：00 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
●内容…北ヨーロッパ、大西洋の島国「アイスランド」。 
      火山、氷河、オーロラと、映画ロケ地にも多数使用される 
      ほど自然の絶景の宝庫です。このまだ日本には馴染みの 
      薄いアイスランドの魅力をトークイベント、衣食住のポップ 
      アップショップと共にご紹介します。 
 
●主なスケジュール 
12月2日（金）11：00〜 オープニングイベント及びテープカット 
                 ゲストにアイスランド大使をお招きし、 
               テープカットイベントを行ないます。    
 
12月3日（土）14：00〜 プレゼンテーションイベント 
         16：00〜 トークショー〈アイスランドの衣食住〉 
               ファッション／コスメ／寝具／グルメ 予定 
 
12月4日（日） 11：00〜  トークショー〈アイスランドミュージック〉 予定 
 
●ゲスト…アイスランド共和国 外務省 ファーストシェフ フレデリック氏、 
       イナシュヴェ オーナーシェフ 酒井淳氏、 
       MEN’S CLUB 編集長 戸賀敬城氏など。 
       その他様々なジャンルから多数のゲストを予定しております。 
 
●主催…アイスランド大使館、株式会社CROSS 
●協賛…株式会社イワタ、高輪ジャパン株式会社、ミッドランドスクエア 
      ※上記予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

 
 
「トヨタ自動車 新型車展示イベント」 
 
●期間…12月17日（土）～19日（月）11：00〜20：00 
●場所…商業棟B1Ｆアトリウム 
●主催…トヨタ自動車株式会社 

 
 
「金城学院中学校・高等学校クリスマスコンサート」 
 
●日時…12/24（土）、25（日） 
      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。 
 
 

【イベント】 
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「クリスマスケーキ特別販売催事」 
 
●日時…12月23日（金・祝）・24日（土）・25日（日）11:00～19:00 
      ※25日は17:00まで。 
●場所…商業棟B1Fアトリウム エスカレーター横特設会場 
 
 
 

 
 
 
「ミッドランドスクエア 年越し市」 
 
●日時…12月28日（水）～31日（土）11:00～18:00  
      ※25日は15:00まで。 
●場所…商業棟B1Fアトリウム 
 
 
 
 
 
 
 

「ミッドランドスクエアから初日の出を見よう」 
 
●日時…1月1日（日・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覧いただけます。 
      ご来場の方へは、使い捨てカイロをサービス。 
      ※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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【イベント】 



「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3倍・一般会員2倍」 
 
●日程…11月4日（金）～11月13日（日） 
●内容…プレミアム会員様には通常の3倍。 
       一般会員様には通常の2倍のポイントをサービスいたします。 
 
 

 
 
 
 
「カフェ＆スイーツ クーポン」 
 
●配布期間…11月4日（金）～11月20日（日） 
●利用期間…11月21日（月）～12月25日（日） 
●対象店舗…ピエール マルコリーニ／ディーン＆デルーカ／ 
         トミーズ（富澤商店）／サンジェルマン タンドレス／ 
         サロン・ド・モンシェール／COVA／ 
         フォートナム・アンド・メイソン・コンセプト・ショップ／ 
         紫野和久傳／サンタ・マリア・ノヴェッラ ティサネリア 
●配布対象…対象店舗をご利用いただくとレジにて1枚配布いたします。 
●内   容…対象店舗にて、次回以降、3,000円以上のご利用で 
         使える500円クーポンをプレゼントいたします。 
 
 
 
 

「年末年始営業のご案内」 
 
●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 
●  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   

【その他キャンペーン】 

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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