2019年2月8日
ミッドランドスクエア

ミッドランドスクエア アニバーサリーキャンペーン2019 のご案内
ミッドランドスクエアは、2019年3月6日、グランドオープンから12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1日（金）～31日（日）の1ヶ月間、アニバーサリーキャンペーンを開催します。
平成から新元号へ、「つなぐ」をテーマに、 12周年プロモーションを実施して参ります。

【メインビジュアル】

ミッドランドスクエア
アニバーサリー 2019
～想いをつむぎ、時をつなぐ。～
【期間】

2019年3月1日（金）～31日（日）
【テーマ】

“つなぐ”
時をつなぎ、人をつなぎ、次代とつなぐ。
時代は平成から新元号へ。
MIDLAND SQUAREは、ものづくりへのこだわりや、
高い質へのこだわり、ラグジュアリーモールの真髄を
次の時代へとつなげていきます。
また、新しい世代へバトンを渡す場所ではなく、
異なる世代同士が手をつなぎ、
共に楽しめる場所へと進化していきたいと考えます。

【デザイン概要】
春らしい淡い薄紫に染めたひとつづきの布をビジュアルとし、
人々の想いや、様々な世代、これまでとこれからの時間が
一枚の布でつながっているという意味を込めます。
しなやかに動く美しい布は、MIDLAND SQUAREの
「上質感」を表現するとともに、ファッションモールとの
親和性も感じさせます。
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【装飾】

※イメージパース

想いをつむぎ、時をつなぐ。
“つなぐ”インスタレーション
■日時／3月1日（金）～31日（日）
■場所／商業棟、オフィス棟各所
■内容／人々の想いや、様々な世代、
これまでとこれからの時間が
交差しつながりあっていることを表現するため、
いくつかの色相で染色した布を用いて、
左右でつながりあったり交差しているビジュアルに。
また、布を層のように表現することで、
MIDLAND SQUAREの様々な想いや時が
積み重なっていくイメージのデザイン。

商業棟B1Fアトリウム
ステージパネル
（イメージ）

商業棟天井吊り
（イメージ）

商業棟1F吹き抜け周り
ロゴガラスシール
（イメージ）

商業棟1F入口
ロゴガラスシール
（イメージ）
商業棟B1F キャンペーンカレンダー
＆アニバーサリーメニュー紹介
（イメージ）
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【社会・地域貢献】

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1日（金）～4月7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 アニバーサリー 2019期間中、
および春休み期間中にスカイプロムナード（屋外展望台）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。

【イベント】

『ミッドランドスクエア×eclat×BAILA
ファッション＆トークショー』
■日時／3月3日（日）14:00～、16:00～
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／40代、50代～の大人気の「eclat」。
20代、30代～の愛読誌の「BAILA」。
このファッション誌２誌とミッドランドスクエアが
手をつなぎ、世代をつなぐ、
コラボレーションイベントが実現！
eclatレギュラーモデル富岡佳子さん、
BAILAレギュラーモデル絵美里さんをゲストに迎え、
人気スタイリスト村山佳世子さんのコーディネートによるファッションショーを開催します。
両誌編集長とのトークショーもお楽しみください。
★自由観覧（※ステージ前シートはご当選の会員および読者ご招待）

eclat レギュラーモデル

BAILAレギュラーモデル

富岡佳子

絵美里

大阪府出身。数々の女性誌で人気を博し、
2016年10月号よりエクラ専属＆表紙モデル
に。ファッショニスタとしてのお洒落なインスタ
グラムも話題。

東京都出身。2009年度「ミスユニバース・
ジャパン」日本代表。ＢＡＩＬＡをはじめ各女
性誌や広告を中心に活躍中。BAILAでは
レギュラーで登場している「着回し特集」が
人気を集めている。
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Eclat編集長

BAILA編集長

長内育子

岡野まかみ

ファッションスタイリスト

村山佳世子
エクラ、ＢＡＩＬＡをはじめ多くの女性誌で活躍
する人気スタイリスト。提案するベーシックで
品のあるスタイリングにはファンが多い。
昨年１０月には初のスタイルブック「一生もの
のおしゃれが身につく10のルール100
のコーディネート」（集英社）を上梓。

『ミッドランドスクエア×eclat×BAILA
カバーフォトスポット』

※イメージパース

■期間／3月1日（金）～31日（日）
■場所／商業棟2Fメンバーズカードカウンター横、
商業棟1Fレクサスギャラリー前
■内容／eclatとBAILAの表紙モデルになれちゃう
フォトスポットが出現？！
ぜひスマホで記念の一枚を！
同時開催として、館内ファッションブティックの
春のお薦めコーディネートをご紹介します。
※展示商品は入れ替わります。

『ミッドランド・ホワイトデー2019 ポップアップショップ』
■日時／3月8日（金）～14日（木）11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■参加店舗／ピエール・マルコリーニ、サロン・ド・モンシェール、
ビチェリン、ホテルナゴヤキャッスル、
ラ・メゾン・デュ・ショコラ
※販売時間は変更となる場合がございます。

※昨年事例

『Love of Life“母から私。そして娘たちへ。”
桐島かれんライフスタイルトークイベント』
■日時／3月23日（土）15:00～（予定）
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／ 「Happiness of Life」をコンセプトに掲げる
ライフクラフトブランド「ハウス オブ ロータス」の
クリエイティブディレクター
桐島かれんさんによるトークショー。
親から子へ、そしてさらにその先へ受け継いでいきたい
価値や何気ない暮らしのなかに「好き・愛おしい」を
見つけるヒントなどをお話しいただきます。
★自由観覧（※ステージ前シートはご当選の会員ご招待）
モデル

桐島かれん
1964年生まれ。モデル。世界の手工芸品や
雑貨、ファッションを紹介するブランド「ハウス
オブ ロータス」のクリエイティブ・ディレクターも
務める。1993年に写真家の上田義彦氏と結
婚、三女一男をもうけた。母は作家の桐島洋
子氏。
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『第22回ミッドランドスクエア音楽祭
～それぞれに春を感じて～ 』
■日時／3月30日（土）・31日（日）11:30～17:30（予定）
■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22回は、初めてグランドピアノのない
2日間の音楽祭を開催いたします。
アカペラ、無伴奏、弦楽アンサンブル、
サックスカルテットなど
様々な演奏をお楽しみください。
★自由観覧

ソプラノ
つじ村ふみ恵

巡～MeguRee～

＜ご当選者限定＞

『ミッドランドスクエア プレゼンツ
“Classic Salon 2019”～名フィルが奏でる春～』
■日時／3月17日（日）
①第1回 13:30～ ②第2回 16:30～ 各60分
■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
構成された室内楽オーケストラ「名古屋ゾリステン」が奏でる
春の音色を小島一宏のナビゲートでお届けします。
小編成ならではの細やかなアンサンブル、
表現力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
各回ペア130組×2回＝520名様
※募集要項は後日、新聞・ホームページで発表。
★ご当選者限定
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※昨年の様子

【アニバーサリー記念 ショップによる周年コラボ企画】
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。

1F バカラショップ

3F プレインピープル

3F フェリージセレクション

「バカラ直営店限定モノグラム刻印
サービス」
3/1（金）～3/31（日）

「アクリリック ポップアップストア」
3/15（金）～3/31（日）

「ミッドランド スクエア12周年限定ア
イテム」販売中 （数量限定）
限定カラーのブルーのトートバッグが
4種類。
トートバッグ 税込¥46,440～

期間中にご購入のグラス（一部対象外）
に、オリジナルモノグラムを、無料で刻印
いたします。

3F ヴァルカナイズ・ロンドン
2F ストラスブルゴ
「スタイリスト望月律子さんパーソナ
ルスタイリングイベント」
3/21（木・祝）
※事前のアポイントをおすすめいたします。

「ターンブル&アッサー ビスポーク
オーダー会」
3/23（土）
・シャツ 税込¥54,000〜／1枚
（2枚から受注可）
・タイ 税込¥48,600〜
・パジャマ 税込¥84,240～
・ガウン 税込¥84,240～
※完全予約制のオーダー会となります。

「KITON 来日オーダーイベント」
3/20（水）

3F ダブルティー
「WTW NEW LIFE CAMPAIGN」
2/1（金）～4/7（日）
期間中、家具をお買上げの方にご購入
金額に応じてラグマットやテーブルライト
などお好きなインテリアアイテムをプレゼ
ント。
◆ご購入額10〜20万円
1万円分のインテリアアイテム
◆ご購入額20〜30万円
2万円分のインテリアアイテム
◆ご購入額30万円以上
3万円分のインテリアアイテム

「ジェームス・グロース パーソナル
オーダー会」
3/20（水）～3/24（日）

2F フォクシー

・メンズ 税込¥164,840〜
・レディス 税込¥158,652〜
※事前予約制のオーダー会となります。

「SPRING MOOD」
3/1（金）～3/7（木）

B1F 箸ギャラリー門
「蝉丸作品展」
3/1（金）～3/31（日）

期間中、10万円以上お買上げ
いただきましたお客様に、FOXEYオリジ
ナルSAKURAドームをプレゼントします。

猫の造形作家「蝉丸」の作品展。

※無くなり次第終了
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【アニバーサリー記念 レストラン主な限定メニュー】
周年を記念して、心尽くしの期間限定メニューをご用意しました。
“想いをつむぐ”春限定のメニューをお愉しみください。
42F
エノテーカ ピンキオーリ

41F
京都吉兆

4F
松山閣 松山

4F

<12周年記念>
オッソブーコとポテトのアニョロッ
ティ ¥4,500（税サ抜）

<12周年記念>
12周年特別会席 ペア
¥80,000（税サ抜）

<12周年記念>
京の春会席
¥10,000、¥12,000、¥15,000（
各税サ込）

<12周年記念>
桜エビと春野菜のパエジャ
¥3,580（税込）

オッソブーコの深みのあるコクは
、酸味と渋味のバランスが取れ
た赤ワインと合わせて。
¥15,000〜のディナーコースの
一品としてもお楽しみいただけま
す。

伊勢海老や筍、鯛など、国内か
ら選りすぐった最高級の食材を、
熟練の職人が丁寧に調理いたし
ました。匂い立つ香りに食欲をそ
そられます。

～3月31日期間限定。

3月1日～31日期間限定。
〈2日前までに要予約〉

目にするだけで心が浮き立つよ
うな、春をイメージした華やかな
献立です。筍や鯛など、山海の
幸をバランスよく盛り込みました
。

バル デ エスパーニャ ムイ

海老、蟹、魚のアラなどから抽
出した特製のダシに、桜エビの
旨味が溶け込みます。春野菜
の甘味も加わった、今だけの
特別なパエジャです。
3月1日～31日のディナータイム限定。

3月1日～5月31日期間限定。
※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。

4F
紗羅餐（さらざん）

4F
ピッツェリア イゾラ

4F
蔵人厨 ねのひ

4F
築地寿司清

<12周年記念>
月替わり会席 ¥6,000（税抜）

<12周年記念>
春を彩る魚介と野菜のインサラー
タ・ディ・マーレ ¥2,600（税込）

<12周年記念>
春の美濃けんとん大地の恵み蒸
しコース ¥5,200（税抜）

<12周年記念>
春の握り ¥3,240（税込）

旬の魚介と野菜を散らした美しい
一皿。桜色を感じさせるフランチ
ャコルタローザ（ロゼスパークリン
グワイン）とのマリアージュがおす
すめです。

火を通すことで甘味を増す美濃
けんとんをせいろで蒸し上げまし
た。自家製ポン酢を付けてお召
し上がりください。
全8品のコースは、どれもボリュ
ームがあります。

¥8,000相当の料理をお得に楽
しめます。コースは全7品。筍を
主役に、美しく盛り付けられた料
理が次々と登場します。
お造り付き¥7,000（税抜）もござ
います。
3月1日～31日のディナータイム限定。
〈2日前までに要予約〉

3月1日～31日のディナータイム限定。

3月1日～31日のディナータイム限定。
〈要予約〉
※ご注文は2名様～。
※写真は2名様分です。
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握りと細巻物、小丼、刺身はワン
プレートに。初鰹や桜鯛、春子、
鳥貝など、春の食材で賑やかに
彩ります。
ほか、季節の握りは¥1,728
（税込）よりご用意いたします。
3月1日〜31日限定。

【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】
周年を記念して、レストランの期間限定メニューをはじめ、特別なスイーツもご用意しました。
4F
宴 ハゲ天

4F
名古屋 今井屋本店

<12周年記念>
アニバーサリーコース
¥6,480（税込）

<12周年記念>
アニバーサリー極みコース
¥7,500（税抜）

特選素材として、鮑を盛り込んだ
特別コースです。天ぷら、刺身、
お食事、デザートなど7〜8品をご
用意いたします。

比内地鶏の焼き鳥は、つくね串
や、むねと皮の抱き身串など、
ぜひ味わいたい逸品を揃えまし
た。コースは全13品と充実した
内容です。

3月1日～3月下旬のディナータイム限定。
〈前日までに要予約〉
※鮑の入荷により変動します。

4F
文化洋食店 nouveau
（ヌーヴォ）
<12周年記念>
タンシチューのラヴィゴットソース
と柚子トマトおろしハンバーグ
春野菜のサラダ添え ¥2,200
（税抜）
濃厚なタンシチューにラヴィゴット
ソースを。自慢のハンバーグには
柚子トマトおろしを合わせ、さっぱ
りと仕上げました。春らしい華や
かな一皿です。

3月1日～4月30日期間限定。
〈要予約〉
※当日予約可。

2F
ビチェリン
<12周年記念>
桜のミモザ ¥800（税込）
ミモザの花をイメージしたモコモ
コのスポンジに、桜の塩漬けと
抹茶のチョコレートを飾りました
。中には桜の塩漬けを加えた
生クリームが隠れています。
3月1日～桜の時期の期間限定。

3月1日～5月31日期間限定。

B1F
サロン・ド・モンシェール

B1F
ピエール マルコリーニ

B1F
紫野和久傳

B1F

<12周年記念>
よつぼし苺のアフタヌーンティー
セット 1人 ¥3,586（税込）

<12周年記念>
エクレア ストロベリー ¥756(税込)

<12周年記念>
わたぼうし（若桃）
2ヶ入¥864、3ヶ入¥1,296、6ヶ
入¥2,592（各税込）

<12周年記念>
チキンケバブとクスクスサラダ
¥1,450（税抜）

ミニ堂島ロールなど12種類のス
イーツや軽食を紅茶と一緒に楽
しむ優雅なアフタヌーンティーを
どうぞ。真っ赤な果肉が特徴の
愛知県産苺を使用しています。

爽やかな酸味と優しい甘さが口に
広がるストロベリークリーム。
ホワイトチョコレートの口どけがアク
セントに。

純白の花嫁衣装のような、ふん
わりと柔らかい求肥で季節の餡
を包み込んだお菓子「わたぼうし
」。みずみずしい若桃の蜜漬けを
しのばせた桃の餡は春の限定商
品です。

3月1日～5月末期間限定。

※写真は2名様用のイメージです。
※苺の種類は時期により変更する場合が
ございます。

3月1日～31日限定。
※数量限定、売り切れ次第終了。
※予約可。
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ベーカリー&レストラン 沢村

12種類のスパイスに付け込んだ
鶏肉を串焼きにしたチキンケバ
ブが食欲をそそります。
クスクスと混ぜ合わせて楽しむ
エスニックな一皿です。スープ、
パン、ドリンク付き。
3月1日～5月末のランチタイム限定。

【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／3月1日（金）～3月31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

ミッドランドスクエア アニバーサリー 2019
インスタグラム フォトコンテスト
■応募期間／3月1日（金）～3月31日（日）

■応募方法／期間中、ミッドランドスクエア館内外にて撮影したお写真に
「#2019ミッドランドスクエアアニバーサリー」とハッシュタグをつけて、
必ずミッドランドスクエア公式アウントをフォローした上で、
インスタグラムにご投稿下さい。
※何度でもご応募いただけます
■入選者数／10名様
※ミッドランドスクエア当企画担当事務局にて選定させていただきます。
■賞品／入選写真には、「ミッドランドスクエア スカイレストラン ペアランチ券」をプレゼントいたします。
※41F、42Fにある7つのレストランのいずれかのランチ券をプレゼント致します。
レストランの選定は出来かねますので、ご了承下さい。
■結果発表／当選者にダイレクトメッセージで連絡いたします。
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【期間外】

『書道家 橋詰桃邨氏による
“つなぐ”手鑑元号』 展示
■日時／4月5日（金）～5月13日（月）頃 ※予定
■場所／商業棟4F通路
■サイズ／ 1ページ縦40センチ×横30センチ
約12メートル、３分冊
■内容／平成から新元号への移り変わりを前に、書家橋詰桃邨氏
（名古屋市）が約半年かけて、大化から平成までの247の元号を全て
記録。時代背景のイメージを膨らませながら、その時代にあった書体
を選び仕上げた約36メートルにも及ぶ手鑑の大作を展示します。
書道家

★自由観覧

橋詰桃邨

Touson Hashizume

師 藤田東谷氏・手島右卿氏・貞政少登氏
独立書人団審査会員
毎日書道展審査会員
中部日本書道会評議員・審査会員
全日本書道連盟会員
中部日展作家懇話会会員
道風記念館運営委員
書道研究・友鼎会主宰
元愛知県立高等学校校長
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