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2018年10月5日
ミッドランドスクエア

「ミッドランドスクエア 秋のアウターコレクション2018」
開催のご案内

【タイトル】

アウター&アウター
ミッドランドスクエア
秋のアウターコレクション2018 

【開催日時】

2018年10月15日(月)〜24日(水)
10日間
11:00〜20:00

【場所】

商業棟B1Fアトリウム

【内容】

本格的な秋冬の到来。
アウターが恋しくなる季節。
今年のトレンドは？ コーディネートは？
そんなファッションに関心のある皆様に向けて、
ミッドランドスクエアが誇る
ファッションブティック12店舗が
この秋冬イチオシの
“お手頃アウター1着”を会場に展示し、
着こなし例の写真パネルとともにご紹介。

ファッショニスタはもちろん、
ファッションが好きな方、そして
「憧れのブランドを
ちょっと背伸びしてでも着てみたい！」
という方、すべての皆様にお届けする
ミッドランドスクエアからの提案です。

ミッドランドスクエアでは、本格的な秋冬シーズンの到来に合わせて、「ミッドランドスクエア 秋のア
ウターコレクション2018」を10月15日（月）〜24日（水）に開催いたします。

メディア各位
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大草直子 Okusa Naoko

スタイリスト / miｰmolletコンセプトディレクター。
1972 年生まれ 東京都出身。大学卒業後、現・ハースト婦人画報社へ入社。
雑誌の編集に携わった後、独立しファッション誌、新聞、カタログを中心にスタ
イリングをこなすかたわら、イベン ト出演や執筆業にも精力的に取り組む。著書
『大草直子のSTLYLING & IDEA(講談社)』ほか多数。インスタグラム＠
naokookusaも人気。

Sakurai Masayuki 櫻井賢之

1971年、東京生まれ。出版社（ハースト婦人画報社）勤務を経て、2001年メ
ンズのフリーランススタイリストとして活動開始。現在は男性誌のスタイリン
グ、ディレクションをはじめ、カタログ、広告（スチール、CF）、音楽、芸能等
の分野で活動中。主な男性ファッション誌は『SENSE』『LEON』『MEN‘S 
CLUB』『GOETHE』『AERA STYLE MAGAZINE』『MEN’S Precious』等。

【人気スタイリストからのコーディネートアドバイス】

併せてファッション誌で大人気のスタイリストによる解説パネルを展示。
レディースは大草直子さん、メンズは櫻井賢之さんが2018秋冬を彩る
アウターコーディネート術をお伝えします。

【展示イメージ】

この秋冬イチオシの“お手頃アウター1着”を会場に展示し、
着こなし例の写真パネルとともにご紹介。
秋の装花も華やかに演出します。

フラワー
アーティスト

佐藤志津
Sato Shizu

※写真はイメージ
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ザ シークレットクロゼット
2F 

【出展アウター一覧】

Ladies

ストラスブルゴ
2F 

ノーカラーコート
（デザインワークス）
■色／キャメル
■素材／ウール
■価格／税込¥96,120

デザインワークス コンセプトストア
2F 

コート
（ウィッスルズ）
■色／ロイヤルブルー
■素材／ウール
■価格／税込¥97,200

ヴァルカナイズ・ロンドン
3F 

ワイドカラーコート
（シクラス）
■色／ベージュ
■素材／ウール100％
■価格／税込¥108,000

クロンビーコート
（アリクアム）
■色／ネイビー
■素材／ウール
■価格／税込¥118,800

マルティニーク
3F 

プレインピープル
3F 

チェスターコート
（マルティニーク）
■色／ジェイドグリーン
■素材／
タスマニアウール100％
■価格／税込¥54,000

ラップコート
（プレインピープル）
■色／レッド
■素材／ブークレ
■価格／税込¥58,320
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【出展アウター一覧】

Ladies

ボリュームボアコート
（イー・エポカ ザ ショップ）
■色／グレー
■素材／ボア
■価格／税込¥42,120

エポカ ザ ショップ
3F 

ファー付きコート
（ケイト・スペード ニューヨーク）
■色／ブラック
■素材／ウール
■価格／税込¥103,680

ケイト・スペード ニューヨーク
3F 

圧縮ウールコート
（ロッソ35）
■色／マスタードイエロー
■素材／圧縮ウール
■価格／税込¥105,840

イグナイト フォー
3F 

ミドル丈カーディガン
（ジョン スメドレー）
■色／グリーン
■素材／ウール
■価格／税込¥41,040

ジョン スメドレー
3F 

コート
（アダワス）
■色／千鳥格子
■素材／ウール
■価格／税込¥51,840

インタッチ
3F 
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【出展アウター一覧】

Mens

コート
（T-JACKET）
■色／ホワイト×ブラック
■素材／アクリル、ウール
■価格／税込¥77,760

ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ
3F 

ボタンレスカーディガン
（ジョン スメドレー）
■色／ボルドー
■素材／ウール
■価格／税込¥41,040

ジョン スメドレー
3F 

コート
（COMOLI）
■色／ネイビー
■素材／ウール53％、ポリ
エステル47％
■価格／税込¥116,640

コート
（ハケット ロンドン）

■色／トープ
■素材／ウール80％、ポリエ
ステル20％
■価格／税込¥129,600

ニットジャケット
（ラルディーニ）
■色／ネイビー
■素材／
ウール、レーヨン、綿
■価格／税込¥69,120

ダウンコート
（デザインワークス）
■色／ブラック
■素材／ナイロン（中綿 ダ
ウン80％、フェザー20％）
■価格／税抜¥64,800

マルティニーク
3F 

ヴァルカナイズ・ロンドン
3F 

ストラスブルゴ
2F 

デザインワークス コンセプトストア
2F 



3F
ヴァルカナイズ・ロンドン

■10月15日（月）～10月24日（水）
「キャサリン フッカー」のコートフェ
ア
■10月19日（金）～10月21日（日）
英国キャサリン妃が愛用するオー
ダーコート「キャサリン フッカー」
のパターンオーダー会を開催

3F
フェリージセレクション

■10月15日（月）～10月28日（日）
TOTE BAG MORE VARIATION
：新作を含め、豊富なラインアップ
で展開

3F
ジョン スメドレー

■10月20日（土）～
ENGINEERED GARMENTS ×
JOHN SMEDLEY
エンジニア ド ガーメンツとのコラボ
レーション商品の販売がスタート。ユ
ニセックスで着用いただけます。

【同時開催！秋のインショップイベント】

2F
デザインワークス コンセプトストア

■10月19日（金）～10月28日（日）

「ROCHAS」「HERNO」POP UP 
イベント

2F
ザ シークレットクロゼット

■10月18日（木）～11月7日（水）
メンバーシップ会員5％OFFキャン
ペーン
■10月18日（木）～24日（水）
期間中、購入者にドリンクサービス

3F
マルティニーク

■10月5日（金）～10月21日（日）
MONCLER POP UP イベント

3F
プレインピープル

■10月18日（木）～10月31日（水）
"Wrap Yourself Up！"
オリジナルのジャージ素材を使った
大判ストールやダウン素材を使った
ケープやチェック柄マフラーなどバ
リエーション豊かにご紹介。
冬のコーディネートが楽しくなります。
※プレインピープルメンバーズカー
ド新規獲得キャンペーン同時開催

3F
ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ

■10月15日（月）～10月24日（水）
・ブルーノポイントカードWポイント
キャンペーン
・2万円以上（税抜）お買上げの方
にノベルティプレゼント。15名様（
予定）

3F イグナイト フォー

■10月15日（月）～10月24日（水）
イグナイトフォーポイントカード W
ポイント

3F
ケイト・スペード ニューヨーク

■10月15日（月）～10月24日（水）
4万3,200円（税込）以上ご購入の
お客様にオリジナルトートバッグを
プレゼントいたします。なくなり次第
終了です。

3F
ジートランス

■10月15日（月）～10月24日（水）
ic!berlin フレーム・サングラスご購
入の方へノベルティプレゼント

6
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【その他キャンペーン】

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／10月15日（月）～10月31日（水）
■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／期間中2F、3F店舗にて1回のお買い上げが税込7万円かつ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、
ミッドランドスクエア シネマ映画鑑賞券をペアでプレゼント！

■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

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。

＜ 取材に関する問合せ先 ＞

東和不動産株式会社
商業管理部 原地／ 成田

TEL：052-527-8800 FAX：052-527-8801

PR代行／株式会社オレンジ・コミュニケーションズ
林 美保子

090-3448-2707
m.hayashi@orange-com.jp

3F エポカ ザ ショップ

10月15日（月）～10月24日（水） 2Fイベントスペース

SANYO COAT POP UP STORE

1946年に防空暗幕でレインコート第1号を作り上げ、コート専業ブランドとして歴史
を歩み始めた「SANYO」。70年もの間コートをつくり続けた 「SANYO」は「伝統と革
新」をキーワードにコートを通じて「いいものを永く、大切に使う日本人らしい文化を
発信しています。
ミッドランドスクエアでは、世代や流行を超えて永く愛されるコートを目指す「100年
コート」、デザイナーに森下公則氏を起用し、2017年秋冬シーズンより再始動した
「BLUEFLAG」を中心に展開いたします。


