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2017年10月13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 クリスマスキャンペーン2017
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＆装飾】

MIDLAND SQUARE 
White Paris Christmas 2017
ミッドランドスクエアが、
ヴァンドーム広場になる。
11月8日(水)〜12月25日(月)

ミッドランドスクエアは今年、開業10周年を迎え、
物販店舗4店舗、飲食店舗6店舗が新規出店。
12月の「ベーカリー＆レストラン 沢村」オープンを最後に
3月～7月にかけてオープンした店舗と合わせて
11店舗のリニューアルが完了致します。

ミッドランドスクエア1階には、ルイ・ヴィトン、Dior、カルティエ、
ショーメ、ヴァンクリーフ＆アーペル、バカラに加え、
新たにブシュロンが仲間入りしました。

「そう、そこは、まるでヴァンドーム広場」

パリ1区西側にある四角い広場「ヴァンドーム広場
（仏: Place Vendôme）」は、1702年にルイ14世の栄光を
称えるために敷設され、界隈をカルティエ、ショーメ、
ブシュロン、ヴァン クリーフ&アーペルなどの
高級ブランドの本店等が軒を連ねます。
ミッドランドスクエア1階は、奇しくもヴァンドーム広場の並びと
類似。国内でも有数のラグジュアリーモールとなったのです。

ミッドランドスクエア10周年のクリスマスは、
ミッドランドスクエアが誇る、
華やかなフランスブランドたちにスポットを当て、
素敵なパリのクリスマスを演出致します。

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、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。

商業棟5層吹抜けの天井からは、エッフェル塔を表現した
煌めく装飾が吊り下げられ、B1Fアトリウムのステージは
凱旋門をイメージしたバックパネルで演出します。

※イメージ



【装飾】

クリスマスの飾りものとして人気の高い“スノードーム” 。

発祥は19世紀初頭のフランス。ペーパーウェイトの一種として登場。今日、見られるような形になったのは1889年の
パリ万国博覧会の時。会場に建設されたエッフェル塔をミニチュア化したスノードームが注目を集めました。
「White Paris Christmas」をテーマにした今回のミッドランドクリスマスでは、巨大なスノードームを館内各所に配置。
中に入って撮影できるフォトスポットなども用意し、ファンタジックなスノードームの世界をお楽しみ頂きます。

スペースデザインプロデューサー
株式会社 SAKONJU 左近充 育郎さん SAKONJU IKURO

海外ブランドのGUCCIからキャリアをスタートさせ、TOD'S、Michael Kors、Diorなど
で日本のVMD最高責任者として従事後に独立。ファッションだけではなく、道の駅
や物販、菓子物販、雑貨、眼鏡店などの店舗VMDに携わり売上を上げる為の
VMDを実践。海外大手デパート全体のVMDディレクションやウィンドウデザイン、
様々な業種の展示会空間デザインなども手がける。

2

商業棟1Fには、中に入って撮影できる
スノードームのフォトスポットが登場！

商業棟1F吹き抜け周りも、雪のパリをイメージする
ガラスシールで演出。

商業棟B1Fエスカレーター下は、クリスマスシーズンの
リコメンド商品紹介。

商業棟B1F入口も雪のパリをイメージする
ガラスシールで演出。

※イメージ



【オープニングイベント】

「MIDLAND SQUARE
White Paris Christmas Night Shopping」

ビルボードライブ東京による野宮真貴＆クレモンティーヌ
クリスマススペシャルライブ＆点灯式開催！

●日時…11月8日（水）18：00～21：00
※入場無料（物販店舗1時間延長営業）

●場所…全館。ステージイベントは、商業棟B1Fアトリウム。

●点灯式・ステージイベント…18：30～１9：00予定
元祖渋谷系の女王・野宮真貴さんと、
フランスの人気ボサノヴァシンガー・クレモンティーヌさんをお招きし、
とびきりおしゃれでエレガントな「フレンチ渋谷系」ライブを披露。
お２人の合図で名古屋駅エリアのイルミネーションが一斉に点灯し、
「ミッドランドクリスマス2017」がスタート致します。※立ち見は自由観覧。

クレモンティーヌ
Clémentine

パリ生まれ。レコードコレクターの父
親の影響でジャズに囲まれて育つ。
88年ソニーフランスよりデビュー。以
来、ジャズ、ポップス、ボサノヴァな
ど様々なジャンルで数々の作品を
発表。日本で最も愛されるフランス
人歌手。今までのレコードセールス
はトータル200万枚以上。

野宮真貴
MAKI NOMIYA

デビュー36周年を迎え、音楽、ファ
ッション＆ビューティーのプロデュー
ス、エッセイストなど多方面で活躍
中。10月18日（水）ニューアルバム
「野宮真貴、ホリデイ渋谷系を歌う。
」をリリース。同タイトルのLIVEを
11/24（金）名古屋ブルーノートにて
開催。www.missmakinomiya.com

名古屋駅エリアのイルミネーションが一斉に点灯！ 名古屋駅地区街づくり協議会

名駅通りを中心にエリア内の企業・団体が協力し合い、中部圏・名古屋の顔としての風景づくりを願って、
イルミネーションを一斉に点灯。名古屋駅地区の冬の賑わいを創出します。
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名古屋ルーセントタワー、ＪＰタワー名古屋、大名古屋ビルヂング、ＪＲセントラ
ルタワーズ、ＪＲゲートタワー、ジェイアール東海髙島屋、JRゲートタワーホテル、
ミッドランドスクエア、名古屋クロスコートタワー、桜通豊田ビル、シンフォニー豊
田ビル、センチュリー豊田ビル、キャッスルプラザ、
名古屋三井ビルディング新館、モード学園スパイラルタワーズ、名鉄百貨店、
名古屋駅地区振興会、広小路名駅商店街振興組合

※イメージ
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【ナイトショッピング内のメンバーズカード会員特典】

11月8日（水）18:00～21:00（物販）、23:00（飲食）のオープニングイベントのナイトショッピングでは、
ミッドランドスクエアメンバーズカード会員向けにたくさんのおもてなしサービスを行っております。
入会金、年会費などのかからない20歳以上の方ならどなたでもご入会いただけるカードです。
ぜひこの機会にご入会下さい。

●MSメンバーズカード ポイントアップサービス
（11月12日まで実施）

ご購入特典として、プレミアム会員様に3倍、
一般会員様に2倍の、ポイントアップサービス。

●30万円（税抜）以上ご購入の方に
スカイレストラン ペアランチ券プレゼント

ナイトショッピング当日、30万円（税抜）以上ご利用いただいた
会員様にスカイレストラン7店舗の中からお選びいただける
ペアランチ券をプレゼント。

●各ショップ＆レストラン インショップイベント

各ショップでもインショップイベントなどお楽しみ満載！
お買い上げいただいた会員様に、ポイントアップサービスや
ノベルティプレゼントなど特典を用意させて頂きます。
また、各レストランでもご利用いただいた会員様に
1ドリンクサービス、デザートサービス、10％OFFなど
1プレミアムサービスを用意いいたします。

新規入会のお客様も
入会してすぐにサービスを受けられます！

上記の会員特典は、入会後すぐに受けられます。
入会金、年会費等はかかりません。20歳以上の方ならどなたでもご入会いただけます。
入会は、商業棟2Fメンバーズカードカウンターまで。

※イメージ



【ビル外周樹木・植栽LEDイルミネーション】

シャンパンゴールド1色のLEDで統一感のあるイルミネーションロードを演出します。

●期間…11月8日（水）～2018年2月4日（日）
●場所…（樹木）ビル西側・南側・北側・東側 （植栽） 北側・西側
●時間…17：00～23：00 ※初日は18:30～。
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【ミッドランドスクエア東側】樹木13本
約26,000球

【ミッドランドスクエア北側】 樹木11本／植栽
約35,100球

【ミッドランドスクエア西側】 樹木9本／植栽
約25,300球

【ミッドランドスクエア南側・名駅通】 樹木11本
約22,000球

※イメージ



※一部イメージです
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【クリスマスツリー・植栽LEDイルミネーション】

地上エリアと共に、館内各所にシャンパンゴールドをメインとしたイルミネーション、ツリーを展開

●期間…11月8日（水）～ツリー12月25日（月） 、植栽 2018年2月4日（日）まで
●時間…館内／9：00～23：00 ※ｵﾌｨｽ棟41F・42F通路／10：30～23:00

ｽｶｲﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ／11：00～22:00
B1Fｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ・北側・西側植栽／17：00～23：00

【オフィス棟1F】

【B1F シャトルEV前】
シャンパンゴールドのイルミネーション

【オフィス棟41F/42F】

【商業棟4F
休憩スペース】

【B1F 段々花壇】
シャンパンゴールドのLEDを展開

【オフィス棟44F スカイプロムナード】

Xmasツリー

その他イルミネーション



【その他イベント】

「信州塩尻 桔梗ヶ原 Wine Bar」

●期間…11月16日（木）～19日（日）
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14日（火）、21日（火）、 23日（木・祝）、28日（火）、30日（木）、
12月11日（月）、12日（火）、13日（水）、14日（木）、23日（土・祝）
平日：17:00～/18:00～ 祝日：13:30～/15:00～

●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。

「ポーラ化粧品プロモーション」

●期間…11月25日（土）、26日（日)11：00〜20：00
●場所…商業棟B1Ｆアトリウム
●主催…株式会社ポーラ
●内容…ポーラ化粧品の商品PRおよび美容体験イベント。

「中部電力 お客様感謝祭」

●期間…12月1日（金）～3日（日）11:00〜18:00
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●主催…中部電力
●内容…電気・ガスに関する相談受付コーナーのほか、抽選会やミニコンサートなどお楽しみ盛りだくさん！
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商業棟B1Fアトリウムイベント



「マルミツポテリ ポップアップショップ」

●期間…12月15日（金）～21日（木）11：00〜20：00
●場所…商業棟B1Fアトリウム
●主催…マルミツ陶器合資会社
●内容…食事と言っても食べることだけではなく、作ることや、片付けることも

すべて食事です。その楽しい時間を作るお手伝いがしたい。
そんな思いから、素朴であたたかい商品をお届けします。

「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（日）、25日（月）
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。

「ミッドランドスクエア 大歳の市」

●日時…12月28日（木）～31日（日）11:00～18:00 
※31日は15:00まで。

●場所…商業棟B1Fアトリウム
●出展…トミーズ、箸ギャラリー門、紗羅餐
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「アッシュ・ペー・フランス ビジュー」

●期間…11月3日（金・祝）～ 2018年2月25日（日）
11：00〜20：00 ※11月8日（水）は、21:00まで

●場所…商業棟2Fメンバーズカードカウンター横
●内容…ヨーロッパを中心にセレクトしたクリエイターズ

ジュエリーのショップを期間限定で展開。
デザイナーのクリエーションを大切にした、
大人の遊び心をくすぐるジュエリーやアクセサリーを
紹介いたします。

●主催…アッシュ・ペー・フランス株式会社

「ミッドランドスクエアから初日の出を見よう」

●日時…2018年1月1日（月・祝） 5:30～8:30
●場所…オフィス棟44～46F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。

●料金…大人（18歳以上）750円、シルバー（65歳以上）500円、
中高生500円、小学生以下無料
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その他会場のイベント
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【NEW OPEN】

12月4日（月）12時
軽井沢発「ベーカリー＆レストラン 沢村」、
東海エリアに初出店。

軽井沢の澄んだ空気の中で2009年に開業、４種の自家製天然酵母と選りすぐりの粉を使用し、パンの個性に
合わせて使い分ける滋味深い味わいが人気のベーカリー・レストランが東海エリアに初出店します。
食事に合うハード系のパンやデニッシュ、惣菜パン、サンドイッチ、焼き菓子など多彩な商品構成が魅力。
レストランでは素材にこだわった料理や契約農家から届く新鮮野菜をふんだんに使用した料理がラインナップ。

【店舗概要】

●店名：ベーカリー＆レストラン 沢村/Bakery&Restaurant SAWAMURA
●ジャンル：ベーカリー、カフェ、レストラン
●場所：商業棟B1F
●TEL：052-589-2477 FAX：052 -589-2466 
●席数：総席数50席

カウンター 8席 テーブル 38席 ベーカリーイートイン 4席
●個室：無し
●営業時間：7：30〜22：00（L.O:21：00）
●予約：可（ディナーのみ）
●喫煙：全席終日禁煙
●URL： http://www.b-sawamura.com/ 
●運営：株式会社 フォンス
●広報担当者：株式会社フォンス 社長室 広報 岩田 fonz.iwata@gmail.com

【ベーカリー】
7:30から焼き立てのパンやコーヒーを販売。イートイン、テイクアウトが可能。

【レストラン】
●モーニング 7：30～10：00
軽めのトーストセットをはじめ、フレンチトースト、ホットサンドプレート、そしてボリューミーな
沢村モーニングプレートまで幅広く展開。
●ランチ 11：00～16：00
バンズにもパテにもこだわったSAWAMURA特製ハンバーガー、新鮮野菜がたっぷりの
ニース風サラダ、パスタなど沢村の人気メニューが並びます。ランチ時のパンはお替わ
り自由です。
●ディナー 16：00～22：00
選りすぐりのワインとパンに合う欧風料理をお楽しみください。自家製パテ・ド・カンパーニ
ュ、ジャークチキン、グーラシュなどの小皿料理からステーキまで、飲みたい人にも食
べたい人にも満足していただけるメニュー展開です。
＊ディナータイムのみ、テーブルチャージあり（サービスパン付き）

クリスマスには沢村のシュトーレンを
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オフィス棟
41F

商業棟
4F

商業棟
4F

商業棟
4F

商業棟
4F

商業棟
B1F

中国飯店 麗穂
【中国料理】

尾張 三ぶん
【割烹酒亭】

ソラノイロ NAGOYA
【ラーメン専門店】

ラスール
オーバカナル
【カフェ・ビストロ】

文化洋食店
nouveau（ヌーヴォ）

【洋食】

ロースター
【チャコールダイニング】

【参照／その他10周年における新店舗一覧】

商業棟
1F

商業棟
2F

ブシュロン
【ジュエリー＆ウォッチ】

ザ シークレットクロゼット
【レディスセレクト】

商業棟
3F

商業棟
3F

ラ・ソルジェンテ・ディ・
ブルーノ
【メンズセレクト】

ダブルティー
【インテリア雑貨
ライフスタイルブランド】



【10周年記念ブック】

ミッドランドスクエア プレミアムマガジン
My Story 10周年記念号
スペシャルウインターブック

11月1日（水）ミッドランドスクエア公式ホームページにて
デジタルブック＜100P＞公開！

●写真集 ミッドランド・ラブ・ストーリー
ある大人の男女の10年間に、ミッドランドスクエアが
どう寄り添っていたか？を描く、フィクションの物語。
作家・辻仁成氏のポエムと共に写真集でご紹介します。

●クリスマスキャンペーン「White Paris Christmas 2017
～ミッドランドスクエアが、ヴァンドーム広場になる。～」
開催を記念して、作家・辻仁成氏がパリからエッセイを届けます。

●全61店舗紹介
改めて、ミッドランドスクエア全61店舗の
歴史、コンセプト、クリスマスの新商品を紹介します。

●クリスマスケーキ、お歳暮、年越しそば、おせち等を紹介

●NEW OPEN 「ベーカリー＆レストラン 沢村」を紹介

●ミッドランドスクエアシネマ お正月映画をご紹介

●クリスマスキャンペーンをご紹介

●ミッドランドスクエア10年のあゆみ
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作家
辻 仁成 HITONARI TSUJI

東京都生まれ。89年『ピアニシモ』で、第13回すばる文学賞、97年『海峡の光』で、第
116回芥川賞、99年『白仏』の仏語翻訳版「 Le Bouddha blanc」で仏フェミナ賞・外国
小説賞を日本人としては初めて受賞する。作家、ミュージシャン、映画監督、演出家と
幅広いジャンルで活躍している。WEBマガジン「デザインストーリーズ」主宰。現在はパリ
と日本を行き来しながら創作活動を続ける。パリ在住。

※過去事例

※写真集一例



【その他】

「年末年始営業のご案内」

●12月30日（土）まで通常営業
※物販11:00～20:00、飲食11:00～23:00 一部店舗除く

●12月31日（日）18:00まで営業 ※レストランはランチ営業にて終了

●2018年1月1日（月・祝） 休業 ※ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業

●2018年1月2日（火）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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