
2019年4月12日 
               ミッドランドスクエア 

 

 日頃よりミッドランドスクエアをご支援ご愛顧いただいております多くのお客様や地域の皆様、併せて報道関

係の皆様に心より感謝申し上げます。 

 この度、当館では「即位の日」新元号を記念して様々なイベントを開催いたします。中部地区最大の高さを 

誇る屋外展望台「スカイプロムナード」への入場無料をはじめ、館内でご利用いただけるスペシャルクーポンの

配布、さらには『書道家 橋詰桃邨氏による“つなぐ”手鑑元号』 の展示を催します。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全長約36メートルにも及ぶ手鑑の大作です。 

 平成から令和へ時代をつなぐ特別な日を、ぜひミッドランドスクエアでお過ごしください。 

また、スカイプロムナード内においては毎年恒例、天空のビアガーデン「ステラ☆テラス」がオープン。今年は

特別に「新元号記念メニュー＆サービス       」をご用意いたします。 

報道機関各位 

 

～ 「即位の日」 平成から令和へ ～ 
 

時代をつなぐ特別イベント開催のご案内 および 

天空のビアガーデン「ステラ☆テラス」オープンのお知らせ 
 

 

「即位の日」記念 特別イベントの開催 
 

１．「即位の日」記念 スカイプロムナード入場料無料キャンペーン 

２．500円OFFとなるお得な「新元号記念スペシャルクーポン」発行 

３． 『書道家 橋詰桃邨氏による“つなぐ”手鑑元号』 展示 

４． 『そら プレミアムコンサート ～平成最後のときめきを～ 』開催 
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（※展示は一部） 

（※期間限定） 



１．「即位の日」記念スカイプロムナード入場料無料キャンペーン 
 

「即位の日」5月1日（水・祝）、中部地区で最も高い地上220メートルにある屋外展

望台「スカイプロムナード」の入場無料サービスを実施。平成から令和へ、時代が

つながるその瞬間を目下に広がる絶景とともにお楽しみいただけます。 

 

■開催日／2019年5月1日（水・祝） 

■営業時間／11:00～22：00（最終入場21：30） 

■開催場所／オフィス棟42階 スカイプロムナード 

■想定入場者数／約1,300名  

＜ご参考＞200万人達成時（2018年8月4日、5日）来場者平均1,377名 
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２．新元号記念 ミッドランドスクエア スペシャルクーポン 
 
新元号記念として、期間中、対象店舗にて税込3,000円以上のお買上げやお食事で1枚ご利用いただける、
500円OFFのスペシャルクーポンを発行。 「即位の日」5月1日（水・祝）より、ミッドランドスクエア ショップ＆
レストラン利用者ほか、スカイプロムナードへの来場者にも配布いたします。 
 
■配布期間／2019年5月1日（水・祝）～5月6日（月・振替） 
■利用期間／2019年5月1日（水・祝）～5月6日（月・振替） 
■対象店舗／ミッドランドスクエア全店  
         ※一部対象外店舗あり 

３．『書道家 橋詰桃邨氏による“つなぐ”手鑑元号』 展示 
 
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、大化から新元号「令和」までの248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全長約
36メートルにも及ぶ手鑑の大作を展示します。（※展示は一部） 
 
■日時／ 2019年4月5日（金）～5月13日（月） 
■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 
       全長約12メートル、３分冊 
■自由観覧 

書道家 

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 



４．『そら プレミアムコンサート～平成最後のときめきを～』 
 

平成から令和へ。改元前日の4月30日「スカイホールそら」にて、平成への感謝と新しい時代「令和」への

泰平と希望を胸に、特別コンサートを開催します。平成最後の夕暮れと共にお楽しみください。 

 

■日時／2019年（平成31年）4月30日（火） 開場 17:45  開演 18:00 

■場所／ミッドランドスクエア42階 スカイホールそら  定員70名 

■入場料／ 3,000円 

■主催／株式会社名古屋ピアノ調律センター 

■企画／トラウムジーク 

■協力／ミッドランドスクエア 

■お問合せ／トラウムジーク (平日11:00～19:00/ TEL 090-2263-8034) 

 

■当日のプログラム／ 

 

Ⅰ部 18:00 ～18:40  弦楽五重奏『シエル・クインテット』 

ヴァイオリン 春日井久美子 古田央音  ヴィオラ 近藤健司   

チェロ 河井裕二  コントラバス 松山大樹 

♪ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ 

♪ヘンデル：シバの女王の入城 

♪ヘンデル：『水上の音楽』より ホーンパイプ 

♪カルメン・メドレー（ビゼー）           他 

 

Ⅱ部  18:50～19:30  ピアノ・ソロ 

ピアノ 飯田愛実（いいだ まなみ） 

♪月の光（ドビュッシー） 

♪献呈（シューマン/ リスト編曲） 

♪ノクターン遺作 第20番（ショパン） 

♪ラ・カンパネラ（リスト）  他 
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南山高校（女子部）卒業後、桐朋学園大学を経て2009年9月よりパリ国立地方音楽院(CRR)に留
学。2010年2月にパリ国立高等音楽院(CNSMDP)審査員満場一致で合格、6月にパリ国立地方音
楽院最高課程を審査員満場一致で卒業。同年9月パリ国立高等音楽院に入学し2013年5月に
同音楽院第一（学士）課程を、2015年6月に第二(修士)課程を審査員満場一致最優秀で卒業。
2016年6月スコラ・カントルム最高課程ディプロマ取得。 
これまでポーランド国立クラクフ室内管弦楽団、セントラル愛知交響楽団(ベートーヴェンピアノ協奏
曲第３番、ショパンピアノ協奏曲第１番、リストピアノ協奏曲第1番)と共演。第54回、59回 全日本
学生音楽コンクール 名古屋大会第１位全国大会出場、第3回ショパン国際ピアノコンクール in  
Asia中学校の部 金賞、第１４回大阪国際音楽コンクールRCコース第２位、ブレスト国際コンクー
ル第１位（フランス）、イスキア国際コンクール第１位（イタリア）その他国際コンクールにて多数受賞
。日本だけでなく、フランス、ベルギー、オーストリアなど各地でソロリサイタル、国際コンサート多数
出演。現在、桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」名古屋教室非常勤講師。    
ホームページ： iidamanami.com 

ピアニスト  
飯田愛実 MANAMI  IIDA 



 

毎年恒例、中部地区で最も高い地上220メートルにある屋外展望台 

「スカイプロムナード」内に、毎年恒例となった夏季限定ビアガーデンをオープンいたします。 

タコと夏野菜のサルピコンやトルティージャと唐辛子のピンチョスなどライトミールから、 

イベリコ豚のローストポークや地中海の恵みが堪能できる海の幸のパエージャミスタなど、 

お酒との相性が良いステラ☆テラスならではのスペイン料理の数々をお楽しみいただけます。 

幻想的なパノラマビューとオープンエアの心地よい風を感じながら、冷たいビールと共にお楽しみください。 

※写真はイメージです 
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■店舗名／ミッドランドスクエア ビアガーデン 『ステラ☆テラス』 

■所在地／名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 ミッドランド スクエア44階（スカイプロムナード内）   

■営業期間／2019年4月26日（金）～9月30日（月） 

■営業時間／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■席数／200席  

■予約方法／2019年4月12日（金） 12:00より 受付開始  TEL 052-589-9949 

屋外展望台 
「スカイプロムナード」 期間 

ビアガーデン 
『ステラ★テラス』 

月・火・水・木・金 土・日・祝 全日 

16：00～22：00 11：30～22：00 11：00～22：00 
（ラストオーダー 21：30） （ラストオーダー 21：30） （最終入場21：30） 

16：00～23：00 11：30～23：00 11：00～23：00 
（ラストオーダー 22：30） （ラストオーダー 22：30） （最終入場22：30） 

4月～6月 

7月～9月 

情熱の赤！燃え上がる夏のスパニッシュビアガーデン「ステラ☆テラス」オープン 



FOOD MENU 

星・・ほし 
＜８品／４名様より＞ 

【昼】  
 

飲み放題60分 
＆スカイプロム

ナード 
入場料無料
コース 

3,500円コース 
＜8品／2名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ3種 
（オリーブの盛り合わせ/イワシの酢漬けレモン風味 
 トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・せせりとキノコのアヒージョ 
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア 

4,000円コース 
＜9品／2名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ3種 
（オリーブの盛り合わせ/イワシの酢漬けレモン風味 
 トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・エビとキノコのアヒージョ 
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア ・カタラーナ ベリーソース 

飲み放題メニュー 
生ビール・ハイボール・ワイン(赤・白）・サングリア・カクテル 
サワー各種・焼酎（芋・麦）・梅酒、・ソフトドリンク各種 （他） 
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【夜】  
 

飲み放題90分 
＆スカイプロム

ナード 
入場料無料
コース 

4,500円コース 
＜10品／4名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ5種 
（オリーブの盛り合わせ/マンチェゴチーズ/イワシの酢漬けレモン風味 
 タコと夏野菜のサルピコン/トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・せせりとキノコのアヒージョ  
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア 

4, 800円 
カップルコース 

＜11品／2名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ5種 
（オリーブの盛り合わせ/マンチェゴチーズ/イワシの酢漬けレモン風味 
 タコと夏野菜のサルピコン/トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・せせりとキノコのアヒージョ  
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア ・カタラーナ ベリーソース 

5,000円コース 
＜11品／2名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ5種 
（オリーブの盛り合わせ/マンチェゴチーズ/イワシの酢漬けレモン風味 
 タコと夏野菜のサルピコン/トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・エビとキノコのアヒージョ  
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア ・イベリコ豚のローストポーク 

6,000円コース 
＜12品／2名様より＞ 

・バケット ・ハモンセラーノとチョリソーの盛り合わせ 
・タパス盛り合わせ5種 
（オリーブの盛り合わせ/マンチェゴチーズ/イワシの酢漬けレモン風味 
 タコと夏野菜のサルピコン/トルティージャと唐辛子のピンチョス） 
・エビとキノコのアヒージョ  
・パタタスブラバス（ポテトとピリ辛トマト・チーズソース） 
・地中海の恵み！海の幸のパエリア ・サーロインローストビーフ 
・カタラーナ ベリーソース 

DRINK MENU 



星・・ほし 
＜８品／４名様より＞ 

注意事項 

スカイプロムナード営業情報 
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※記載内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

＜ お問合せ先 ＞ 
 

ミッドランドスクエア  商業広報担当 原地・島津・川口    
TEL：052-527-8800  FAX：052-527-8801 

 
東和不動産株式会社 総務部  岩村・坂川   TEL：052-584-7112  FAX：052-584-7117  

ステラ☆テラス 
新元号記念メニュー＆サービス 
 
■期間／2019年5月1日（水・祝）～5月6日（月） 
 

１） 令和セット  600円（税込） 
（ドリンク+ガーリックトースト） 
＊ドリンクは飲み放題メニューよりお選び下さい。 
＊テイクアウト用（テーブルの利用不可） 
 

２） 期間中、コース利用のお客様、飲み放題が時間無制限に！！  
（ランチは15時まで、ディナーは21時まで） 
＊事前予約制（当日予約可） 

TOPICS 

①コース料理は飲み放題、スカイプロムナード入場料（大人750円）が無料となります。  
②飲み放題は90分間、お席は120分間のご利用となります。  
③雨天時や強風時は休業となります。ご予約のお客様にはお電話等でご連絡させて頂きます。    
④上記のコース以外にアラカルトでのご用意もございます。 
  ※アラカルトでご予約の際は別途スカイプロムナード入場料（大人750円）が必要です。 
⑤価格には消費税8％が含まれております。 
⑥メニューは変更となる場合がございます。 
⑦閉店30分前にラストオーダーとなります。 
⑧コース予約は2日前までにお願いします。 
⑨スカイプロムナード内は禁煙です。  

●入場料金 
  大人(18歳以上) 750円   シルバー(65歳以上) ・中高生500円   小人(小学生) 300円 
  ※小人(小学生)は、土日祝日および春休み・夏休み期間（7月21日～8月31日）は入場無料 
●夜間演出 
  ・ミストの噴霧を１日６回実施  （19:00、 19:30、 20:00、 20:30、 21:00、 21:30） 


