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ミッドランドスクエア アニバーサリーキャンペーン 2018のご案内
ミッドランドスクエアは、2018年3月6日、グランドオープンから11周年を迎えます。
ご支援ご愛顧いただきました多くのお客様や地域の皆様、また報道関係の皆様に心より感謝申し上げます。
これを記念して、3月2日（金）～4月8日（日）の約1ヶ月間、アニバーサリーキャンペーンを開催します。
「愛知×ものづくり×歴史・文化・芸術」をテーマに、名古屋のランドマークとして愛知の魅力をPRするとともに、
ものづくりを極め、上質をご提供するラグジュアリーモールの真髄を表現していきます。
【メインビジュアル】

SOU～創ル、想フ、装フ。～
ミッドランドスクエア
アニバーサリー 2018
ものづくりと文化は繋がっているかと問われたら
まよわず、こう答えよう。
感性と知性の結晶に、時が紡がれて。
あの日から今日に、
そして愛知へ、ミッドランド スクエアへ。
優雅な躍動となって現れる。
【期間】

2018年3月2日（金）～4月8日（日）
【テーマ】

愛知×ものづくり×歴史・文化・芸術
ものづくりとは創ること。想いをカタチにすること。装い現すこと。
ものづくりの喜びを「SOU」という言葉に込めて
上質なものづくりの世界観を表現します。
ものづくりの歴史が長い年月を経て、
現在の豊かな愛知の文化を作り、「ミッドランドスクエア」という
ラグジュアリーモールとなりました。
過去から未来へと継承される愛知の歴史や文化、
そして“ものづくりの豊かさ”を表現する文化イベントを開催。
愛知県のPRも担いながら、ミッドランドスクエアが
ものづくりにこだわった「上質なショーケース」であることを
アピールします。
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【装飾】

SOU～創ル、想フ、装フ。～
インスタレーション
（商業棟B1Fアトリウム ステージパネル＆天井吊り）

「20世紀少年」「TRICK」「ケイゾク」等、数々のヒット作を
生み出した、四日市生まれ・名古屋育ちの映画監督・舞台
演出家 堤幸彦さんプロデュースによる
館内インスタレーション。
商業棟B1Fアトリウムのバックパネルには、愛知のものづくり
や文化の歴史と未来を感じさせるデジタル数字を
モチーフとした映像を投影します。

商業棟B1Fアトリウム
ステージパネル
イメージ

そして5層吹き抜けの天井には、名古屋創流の歴史ある
「華道石田流」次期家元・石田巳賀さんによる、
ビロウヤシを花材に使って空中に展開する
いけばなアート作品を展示。
愛知を代表するクリエーターお二人のアートコラボレーションを
お楽しみください。
映像演出のイメージを変えた
映画監督・舞台演出家

商業棟天井吊り
イメージ

堤 幸彦

Yukihiko Tsutsumi

華道石田流 次期家元

四日市生まれ名古屋育ち。映像制
作会社でTV番組、CM、PV等を手
がけ、オムニバス映画「バカヤロー！
−英語がなんだ−」(88)で映画監
督デビュー。TV「金田一少年の事
件簿」「ケイゾク」「池袋ウエストゲー
トパーク」「TRICK」など独特の映像
センスでファンを獲得。TVドラマ・映
画・舞台等で多くの話題作、ヒット
作を生む。映画「明日の記憶」
(05)で日本アカデミー賞優秀作品
賞受賞。

石田巳賀
Mika Ishida

古典花から現代アートまで作品を
手掛ける。金沢21世紀美術館
で陶芸とのコラボ、神戸ビエンナー
レ招待作品、全国都市緑化祭コ
ンサート出演、文化庁事業での
講座開講をはじめ、愛知県や名
古屋市立東山小学校で講演す
るなど多彩に活動している。

周年限定商品、メニュー等 紹介PV上映

テーマ解説パネル

（商業棟各所）

（2Fメンバーズカウンター横）

“愛知×ものづくり×歴史・文化・芸術”をテーマにした
『SOU～創ル、想フ、装フ。～』の解説パネルを
展示します。

館内各所にモニターを設置し、11周年記念商品や
限定メニュー等、この春お薦めの商品をプロモーショ
ン映像によってご紹介します。

ロゴガラスシール

周年記念商品・メニュー等紹介パネル
（商業棟各所）

（商業棟各所）

館内各所にパネルを設置し、11周年記念商品や
限定メニュー等を写真によってご紹介します。

ロゴマークのガラスシール等を使い、アニバーサリー
2018を華やかに演出します。
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【イベント】

歌舞伎俳優・中村勘九郎トークショー
■日時／3月2日（金）18:30～
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／歌舞伎俳優 六代目 中村勘九郎さんをお招きしての
スペシャルトークショーが実現！
名古屋代表としてお招きするのは、
日本舞踊界でも初期のころに誕生した流派の一つである
西川流・四世家元の西川千雅さん。
文化芸能についての貴重なお話をお楽しみください。
★自由観覧（※ステージ前シートはプレミアム会員ご招待）

日本舞踊西川流家元・西川千雅トークショー
竹田嘉兵衛商店 有松絞り着物ショー
■日時／3月2日（金）同時開催
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／名古屋に強固な地盤を築いた西川流の日本舞踊と、諸大
名が土産の品として好んで用いた、約400年の歴史を持つ
名古屋の伝統工芸有松絞りの華麗な着物ショーをお届けし
ます。
★自由観覧（※ステージ前シートはプレミアム会員ご招待）

歌舞伎俳優 六代目

中村勘九郎

1981年生まれ。東京都出身。87年1月歌舞伎座
「門出二人桃太郎」にて兄の桃太郎で二代目中村
勘太郎を名乗り初舞台。12年2月新橋演舞場「土
蜘」僧智籌実は土蜘の精、「春興鏡獅子」小姓弥
生後に獅子の精などで六代目中村勘九郎を襲名。
映画やドラマ等でも活躍し、2019年の大河ドラマ『
いだてん いだてん～東京オリムピック噺～』では主演
が決定している。

有松絞り

竹田嘉兵衛商店
約400年前、今の名古屋市緑区有松町で始まった
緻密で複雑な模様を作り出す有松鳴海絞り。その技
法を受け継いだ竹田嘉兵衛商店は、創業以来さらに
技を磨き、約100種類もの技法を生み出した。こうした
職人の伝統技法により優れた和服を製作し、「竹田庄
九郎」のブランド名で全国的に親しまれている。

西川流四世家元

西川千雅

日本舞踊における五大
流派の一つに数えられ、
日舞界でも初期のころに
誕生した西川流。初代
西川仙蔵は歌舞伎の鳴
物師の後に振付師として
活躍。1841年には西川
仁蔵が名古屋に移り、初
代西川鯉三郎を名乗り『
名古屋西川流』を創流。
名古屋に強固な地盤を
築いた。

堤幸彦「愛知×ものづくり×歴史・文化・芸術」トークショー
広崎うらん ダンスパフォーマンスショー
■日時／3月9日（金）18:30～
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／ 「20世紀少年」「TRICK」「ケイゾク」等、数々のヒット作を生
み出した、四日市生まれ・名古屋育ちの映画監督・舞台演
出家、堤幸彦さんのトークショー。「SOU～創ル、想フ、装フ。
～ミッドランドスクエア アニバーサリー 2018 」インスタレーショ
ンのメインプロデューサーとして、テーマ「愛知×ものづくり×歴
史・文化・芸術」を語ります。
NHKファンタジー大河「精霊の守り人」全編の所作と振付クリ
エイションで注目されるコレオグラファー、演劇・ミュージカル・オ
ペラ・コンサートの振付・ステージング・演出でも活躍する広崎
うらんさんのダンスパフォーマンスショーと共にお楽しみください。
★自由観覧（※ステージ前シートはプレミアム会員ご招待）
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映画監督・
映像作家

堤幸彦

ダンスパフォーマンス
“REVO”主宰

広崎うらん

【イベント】
国際女性デー
HAPPY WOMAN FESTA AICHI 2018
■日時／3月8日（木）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム＜トークセッション＞
①オープニングセッション 全国同時中継 ②働く女性 シングルマザ
ーの応援団長 ③美しく健康なボディメイク ④好きを形に。生活に
潤いを！ ⑤伝承する和の心 ⑥スペシャルトーク 年を重ねるたび
作詞家
に美しく幸せになる女性の理由
吉元由美
42Fスカイホールそら＜女性のためのライフデザインセミナー＞
①愛知の大学生によるディスカッション ②子育てと仕事 ③しなや
かに働く ④企業の女性管理職たちの熱いディスカッション！～愛知
の女性の生き方を考える～
■内容／国連が制定している3月8日の「国際女性デー」を新たな日本の文化
行事とすべく、 “女性の生き方を考える”イベント『HAPPY WOMAN
FESTA 2018』が名古屋へ初上陸！すべての女性が輝ける、特別
伝承プロデューサー 清掃収納マイスター 空間花彩人
な一日をお届けします。
水野れい子
丹羽恵子
認定講師
★自由観覧
大津たまみ
<特別企画>

国際女性デー HAPPY WOMAN 上映会
■日時／3月8日（木）18:30～（予定）■料金／¥1,100
■場所／ミッドランドスクエア シネマまたはミッドランドスクエア シネマ2
■内容／女性の生き方を考える国際女性デーに、「マイ・インターン」を特別上
映。アン・ハサウェイが、ニューヨークのファッションサイトCEOとして成長し
ていく姿を描きます。

©2015 WARNER BROS.ENTERTAINMENT
INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT
LLC ALL RIGHTS RESERVED

ミッドランド・ホワイトデー POP UP SHOP
■日時／3月10日（土）～14日（水）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／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販売いたします。
■参加店舗／ピエール・マルコリーニ、サロン・ド・モンシェール、コヴァ、
ホテルナゴヤキャッスル、京都しゃぼんや他
※販売時間は変更となる場合がございます。

第20回ミッドランドスクエア音楽祭～心躍る多彩な舞曲～
■日時／3月24日（土）・25日（日）11:30～17:30
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／春秋の年2回開催の音楽祭。第20回は、舞曲をテーマに多彩な楽曲
を演奏します。23組の演奏者による心躍るひとときをお過ごしください。
★自由観覧

春の花道展
■日時／3月26日（月）～31日（土）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／17回目を迎える、ミッドランド恒例イベント「花道展」。
花道家による作品で、華やかに春を彩ります。
★入場無料
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津軽三味線
山口晃司
ソプラノ
斉藤麻記

【イベント】

愛知の日本酒BAR
■日時／3月2日（金）～4月8日（日）金土日祝19日間
11:00～20:00
■場所／商業棟2Fメンバーズカードカウンター横
■内容／東春酒造、金虎酒造等から、愛知の地酒11種をご用意。
名古屋の老舗酒問屋「秋田屋」の酒ディプロマ、
浅野弘義さんがセレクトしました。
愛知が誇る國酒の飲み比べをお楽しみください。
★有料
★プレミアム会員様 スペシャル特典
期間中、プレミアムカード提示で、1日1杯プレゼント。
※アルコールNGのお客様にはソフトドリンクをご提供。
※品切れの際はご容赦ください。

セレクトはこの方！

イメージ

浅野弘義

株式会社秋田屋 専務取締役経営企画室長
日本ソムリエ協会「SAKE DIPLOMA」
日本ソムリエ協会「ワインソムリエ」
「ワイングラスで美味しい日本酒アワード」審査員
3月29日に金シャチ横丁に、愛知県や名古屋城関連の
日本酒の試飲（※有料）ができる酒屋「十代目儀助」
をオープン予定。

＜ミッドランドスクエア メンバーズカード 会員限定＞

中国飯店 麗穂 ディナー＆
志野流香道・蜂谷宗苾×脳科学者・中野信子
「香道と脳科学」トークショー
■日時／4月8日（日）18:00～21:00
■場所／41F中国飯店 麗穂＆42Fスカイホールそら
■内容／名古屋の無形文化財に指定されている
志野流香道の蜂谷宗苾さんと
「香りを楽しむことが趣味」という
脳科学者・中野信子さんのトークショーを
スカイホールそらにてご観覧頂いた後、
中国飯店 麗穂にてディナーを
お楽しみいただきます。
■招待／ミッドランドスクエア
メンバーズカード会員より
35組70名様。
中国飯店 麗穂
※募集要項は後日、ホームページで発表。
＜ご当選者限定＞

志野流香道
第21世家元継承者

蜂谷宗苾

室町時代より20代500年に亘
り香道を継承し続けてきた志野
流の第20世家元蜂谷宗玄の
嫡男。2002年より大徳寺530
世住持泉田玉堂老大師の下に
身を置き、2004年玉堂老大師
より軒号｢一枝軒｣宗名｢宗苾｣
を拝受、第21世家元継承者と
なる。現在は次期家元として全
国教場及び海外教場等での教
授、幼稚園から大学での講演を
開催し世界各地で啓蒙活動を
行っている。

ミッドランドスクエア プレゼンツ
「Music Greetings 2018」～名フィルが奏でる春～
■日時／3月24日（土）
①第1回 13:30～ ②第2回 16:30～
■場所／オフィス棟5F ミッドランドホール
■内容／名古屋フィルハーモニー交響楽団のメンバーを中心に
クラシックからJAZZナンバー、ワールドミュージックなど
独自のアレンジによる演奏が魅力の「Koji吉ダンスウィング
・オールスターズ・オーケストラ」が奏でる春をお楽しみください。
■招待／一般およびミッドランドスクエアメンバーズカード会員より260名×2回＝520名様
※募集要項は後日、新聞・ホームページで発表。
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脳科学者・医学博士
・認知科学者

中野信子

1998年 東京大学工学部応
用化学科卒業。東京大学大学
院医学系研究科脳神経医学
専攻博士課程修了。フランス国
立研究所にて博士研究員を経
て、現在は東日本国際大学教
授に就任。脳や心理学をテーマ
に研究・執筆を精力的に行う傍
ら、ＣＸ「ホンマでっか！？ＴＶ
」等、テレビ出演も多数。著書に
文春新書科学「サイコパス」等。
科学の視点から人間社会で起こ
りうる現象及び人物を読み解く
語り口に定評がある。

【その他キャンペーン】

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
■日時／3月2日（金）～ 4月8日（日）
■場所／オフィス棟42F 屋外展望台「スカイプロムナード」
■内容／ミッドランド スクエア11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
お越し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。
※中学生以上の方は有料となります。

アニバーサリースペシャルクーポン
■利用期間／3月9日（金）～3月22日（木）
■対象店舗／ミッドランドスクエアHPよりご確認ください。
■内容／期間中、対象店舗にて税込10,000円以上のお買上げ、お食事で
1枚限りご利用いただけます。

ミッドランドスクエア メンバーズカード 新規入会キャンペーン
■期間／3月2日（金）～4月8日（日）
■入会場所／商業棟2F・オフィス棟41Fメンバーズカードカウンター
■内容／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、
500ポイントをプレゼント。
※ポイント付与には約1週間かかります。
■入会条件／20才以上、入会金・年会費無料、クレジット機能なし
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【アニバーサリー記念 物販ショップによる“ものづくり”コラボ企画】
11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インショップイベントをご用意しました。

B1F 箸ギャラリー門
愛知の伝統工芸展
3月2日（金）～4月8日（日）
愛知県の伝統工芸である瀬戸焼、常滑
焼や陶器・漆器を集めてご紹介します。

3F プレインピープル

3F インタッチ

suzusanポップアップストア
3月1日（木）～7日（水）

SHOKU 日傘オーダーイベント
3月1日（木）～11日（日）

400年続く名古屋の有松鳴海絞りの技
術を生かしながらドイツ・デュッセルドルフを
拠点に展開するブランド。ストールやウェア
を期間限定でご紹介します。

ラオスの伝統的な技術に新しい感覚を織
り込んだ手織りの布で、高い紫外線遮蔽
率と暖かな風合いを持つ日傘をオーダー
いただけます。

1F ロエベ

3F ケイト・スペード ニューヨーク

2018春夏ウェアイベント
3月23日（金）～25日（日）

kate spade 25th Springイベント

3月24日（土）
1993年に発表した初めてのハンドバッグ
－ sam－。この春、バラエティー豊かな素
材をまとって私たちの前に再び現れます。

期間中は特別に新作ウェアアイテムをご紹
介。ジョナサン・アンダーソンによる話題の
新作ウェアの数々をご覧ください。

3F エポカ ザ ショップ
SANYO「100年コート」
3月9日（金）～22日（木）
70年超の歴史を持ち、「いいものを永く、
大切に使う文化」を発信しているSANYO
コート。日本製にこだわり、日本の匠の技
を結集させた“100年コート”が、エポカ ザ
ショップ名古屋に初登場します。
※お取扱いはウィメンズのみとなります。

3F ジートランス
3F ジョン スメドレー
Pantherella ポップアップストア
3月17日（土）～25日（日）
独自の仕様に撚られた糸を使用し、熟練
職人の手により丁寧に仕上げられたパン
セレラのソックス。究極の素材と技術が相
まって、まるでオーダーメイドしたように足に
吸いつくような履き心地が生み出されます。

3F ヴァルカナイズ・ロンドン
グローブ・トロッター ビスポークフェア
3月16日（金）～18日（日）
創業から変わらぬ手仕事で一つ一つ丁寧
につくられている「グローブ・トロッター」。こだ
わりのケースが作れるビスポークサービスを、
期間限定で承ります。

3F ダブルティー
TISMO CUSTOM ORDER
開催中
ソファのフレームの色、ソファカバーをカスタ
マイズしていただけます。こだわり抜いたあ
なたのライフスタイルに合わせたオンリーワン
のソファをデザインしましょう！

3F フェリージ セレクション
イニシャルスタンプサービス
3月2日（金）～4日（日）
3月23日（金）～25日（日）
該当品番をお買い上げのお客様にイニシ
ャルスタンプをサービスさせていただきます。
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国産ブランド『spec espace（スペ
ックエスパス）&H-fusion（エイチ
フュージョン）フェア』開催
3月2日（金）～25日（日）
自由なデザインと機能美のスペックエスパ
ス。伝統技術でトレンドを表現するエイチ
フュージョン。日本の高い技術によって生ま
れた、対照的な2つのブランドを期間中200
本以上取り揃え、特別展示・販売いたし
ます。

【アニバーサリー記念 主な限定メニュー】
11周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別な期間限定メニューをご用意しました。
“旬” の愛知の食材を取り入れた春限定メニューをお愉しみください。

41F
京都吉兆

4F
ピッツェリア イゾラ

41F
ブルーエッジ

4F
築地寿司清

<11周年記念>
会席コース
税サ抜 ￥30,000

<11周年記念>
オマール海老と知多野菜のサラ
ダ仕立て 菜の花オイルの香りと
ともに 税込 ￥1,680
南知多産トマトと水牛モッツァレ
ラのピッツァ 税込 ￥2,000

<11周年記念>
春のディナーコース
税サ込 ￥10,500

<11周年記念>
貝類盛り合せ
税抜 ￥3,500

愛知県食材を随所に取り入れ
た3つのコース。中でも1万500
円のコースに注目を。目の前で
取り分けて提供する豊橋産山
吹き鶉のファルシは、ウズラの骨
から取ったソースで仕上げました。

三河湾の春食材といえば、豊
富な貝類。生とり貝、タイラギ、
青柳など旬の貝を5種類ほど盛
り合わせにしました。すっきりとし
た地酒とともに、お刺身でお楽
しみください。

3月1日～4月30日のディナータイム限定。
※別途席料を頂戴いたします。

春期限定。

4F
紗羅餐（さらざん）

4F
松山閣 松山

<11周年記念>
愛知の食コース
税抜 ￥5,000
醸し人九平次 純米大吟醸
human グラス 税抜 ￥900

<11周年記念>
11周年記念懐石
税サ込 ￥10,000
￥12,000 ￥15,000

春は、三河湾の鯛がおいしくな
る季節。コースの〆にご用意す
る鯛と唐墨のご飯は、鯛の骨か
ら取った出汁で炊き上げました。
三河地方の菜の花と一宮市の
こだわりの玉子を彩に添えて。
3月1日～4月30日限定。

食の感度の高いグルマンから注
目を集めるHOUROKU菜の花
オイルをポイントに。原材料は、
知多半島の若手農家が栽培し
た菜の花。同じく知多半島で育
った野菜との相性は格別です。
～4月8日のディナータイム限定。

4F
バル デ エスパーニャ ムイ
<11周年記念>
知多野菜と地蛤の白ワイン蒸
し 税込 ￥1,800
“サルスエラ”（魚介の煮込み）
税込 ￥4,000
菜花など知多半島で育った春
野菜と、地蛤を組み合わせた
春らしい一品。多種多様な豪
華食材を煮込むスペイン料理
“サルスエラ”は、三河湾バージョ
ンでお届けいたします。

4F
南翔饅頭店
<11周年記念>
知多ハッピーポークを使用した
薄切りゆで豚のガーリックソース
税抜 ￥1,500
旨味が強く風味のある知多ハッピ
ーポークの魅力を、中国伝統の
調理で表現しました。中国醤油
を使ったソースにも負けず、シンプ
ルなのに奥深い味わいを楽しむこ
とができます。

浅利の酒蒸し、鯛のダシ茶漬け
風ひと口蕎麦、貝のお造りなど、
三河湾の恵みをふんだんに盛り
込みました。クレソンやルッコラなど
、知る人ぞ知る愛知の有名野菜
も一緒にお楽しみください。

3月1日～3月31日のディナータイム限定。

３月1日～3月31日のディナータイム限定。

～4月8日限定。※“サルスエラ”は2名様
よりご注文ください。
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八寸には三河湾のタコや白魚、
お刺身には鯛や伊勢マグロなど
を使用。愛知県やその近隣の
食材を取り入れて、松山自慢
のゆばもお楽しみいただける春
の献立を仕立てました。
３月1日～4月30日限定。※写真は
￥12,000コースのイメージです。
※仕入れにより変更あり。

【アニバーサリー記念 主な限定・シーズナルスイーツ＆メニュー】
11周年を記念して、ミッドランドスクエア店だけの特別なスイーツと春メニューをご用意しました。

B1F
サロン・ド・モンシェール
<11周年記念>
苺のアフタヌーンティーセット
税別 1人 ￥3,000
11種類のスイーツやサンドイッチを
いただきながら、優雅な午後のティ
ータイムを。愛知県産イチゴとエデ
ィブルフラワー（食用花）でかわい
らしく飾り付けました。
～3月31日限定。
※写真は2名様用のイメージ。
※エディブルフラワーの種類は仕入れにより変
更する場合がございます。

B1F
ベーカリー＆レストラン 沢村
<11周年記念>
愛知県産紅ほっぺの削り氷と
桜のところ天、ミントのミルクシャー
ベット
税抜 ￥800

B1F
ピエール マルコリーニ

41F
人形町今半

シーズンパフェ「ストロベリー」
税抜 ￥1,500

らんまんすき焼
税サ込 ￥14,256～
税サ込 コース ￥17,582～

ストロベリーアイス、ピスタチオアイ
ス、チョコレートアイスの３つが色鮮
やかな春のパフェ。毎年、この季節
を待ちわびているという熱心なファ
ンがたくさんいらっしゃいます。

凍らせたイチゴをすりおろしたひんや
りデザート。中にはさっぱりテイスト
のシャーベットと、知多半島沖に浮
かぶ日間賀島の名産、天草を使
った桜風味のところてんが隠れてい
ます。

3月1日～5月31日限定。

42F

B1F
紫野和久傳

<11周年記念>
愛知県産紅ほっぺのタルト
税込 ￥900

わたぼうし（若桃）
2ヶ入 税込 ￥864
3ヶ入 税込 ￥1,296
6ヶ入 税込 ￥2,592

リ・ド・ヴォーのヴィエノワーズ ソース
・ヴァンジョーヌ ホワイトアスパラガス
とフレッシュモリーユ茸のラグー
税サ抜 ￥20,000コースの一品

季節のあんを柔らかな求肥でくるん
だわたぼうしから、新作が登場しま
した。みずみずしい若桃の蜜漬けと
桃のあんが、春の訪れを告げます。

仔牛の時期にしかない希少部位
、リ・ド・ヴォーのヴィエノワーズ。春
の訪れを感じさせるホワイトアスパ
ラガス、モリーユ茸とともにお楽しみ
ください。

春期限定（イチゴの入荷により変動）。

3月1日～4月30日限定。
※写真はイメージです。
※すき焼のお肉とお野菜は2名様分です。

～4月30日のランチタイム以降限定（モーニ
ングタイムは不可）。

B1F
ラスール オーバカナル

オーバカナルの春を象徴する名物タ
ルトをラスールスタイルで。旬を迎え
た愛知県産の紅ほっぺを使用し、サ
クサクのタルト生地とやさしい甘さの
クリームに合わせました。

春の野菜とともに、黒毛和牛のす
き焼をお楽しみください。ロースとヒ
レ、2つの部位を食べ比べることが
できます。

オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ

3月1日～3月31日限定。
※数量限定、売り切れ次第終了(予約可)。

期間限定。
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41F
喜扇亭
桜花 税サ込 ￥21,384～
尼鯛、筍、山菜などを使い、桜を
テーマにした献立をご用意いたしま
した。花々が咲き始めるこの季節
にぴったりのコースです。
3月1日～31日限定。
※写真はイメージです。

【キャンペーンカレンダー】
日程

施策

日程

施策

3/2（金）

中村勘九郎×西川千雅トークショー／西川流×有松絞着物
ショー／ポイントアップ／愛知の日本酒バー

3/20（火）

アトリウムコンサート／クーポン実施

3/3（土）

アサヒビールPRイベント／愛知の日本酒バー

3/21（祝）

クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/4（日）

アサヒビールPRイベント／愛知の日本酒バー

3/22（木）

クーポン実施

3/23（金）

愛知の日本酒バー

3/24（土）

音楽祭／愛知の日本酒バー

3/25（日）

音楽祭／愛知の日本酒バー

3/26（月）

花道展

3/27（火）

花道展

3/5（月）

3/6（火）

アトリウムコンサート

3/7（水）

3/8（木）

HAPPY WOMAN FESTA AICHI 2018

3/9（金）

堤幸彦トークショー／広崎うらんダンスパフォーマンスショー／クー
ポン実施／愛知の日本酒バー

3/28（水）

花道展

3/10（土）

ホワイトデーキャンペーン／クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/29（木）

花道展

3/11（日）

ホワイトデーキャンペーン／クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/30（金）

花道展／愛知の日本酒バー

3/12（月）

ホワイトデーキャンペーン／クーポン実施

3/31（土）

花道展／愛知の日本酒バー

4/1（日）

愛知の日本酒バー

3/13（火）

ホワイトデーキャンペーン／クーポン実施
4/2（月）

3/14（水）

ホワイトデーキャンペーン／クーポン実施
4/3（火）

3/15（木）

アトリウムコンサート／クーポン実施

3/16（金）

クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/17（土）

クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/18（日）

クーポン実施／愛知の日本酒バー

3/19（月）

クーポン実施

アトリウムコンサート

4/4（水）
4/5（木）

アトリウムコンサート

4/6（金）

愛知の日本酒バー

4/7（土）

愛知の日本酒バー

4/8（日）

メンバーズ会員クローズドイベント／愛知の日本酒バー

※尚、当リリースに記載の情報は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

