2019年7月8日
ミッドランドスクエア

「MIDLAND SQUARE 夏祭2019」開催のご案内
～かき氷、アイスキャンディー、フルーツサンドのPop-up、
名古屋港水族館 AQUA LIVE！ ほか～

ミッドランドスクエアでは7月16日(火)～9月8日(日)、
「MIDLAND SQUARE 夏祭2019」を開催いたします。
商業棟地下1階には、“行列のできる”夏の大人気スイーツ店が交代で出店。
鎌倉のアイスキャンディ「パレタス」、岐阜のかき氷「茶屋 赤鰐」は名駅エリア初出店となります。

そのほか、毎年大人気の名古屋港水族館とのコラボ「AQUA LIVE ! 」や、
地上42階の屋外展望台「スカイプロムナード」への小学生入場無料も実施いたします。
今年の夏もぜひ、ひんやり涼やかなミッドランドスクエアでお過ごしください。

【ビジュアル＆テーマ】

涼やか煌めく、夏の玉手箱。

MIDLAND SQUARE 夏祭2019
名古屋の夏が始まりました。

2019年暑月のミッドランドスクエアは、
毎日が＜玉手箱＞。
打ち水と団扇で肌に涼感を。
かき氷やアイスで舌に涼味を。
水と熱帯魚で目に爽涼を。
＜玉手箱＞を開けるとたくさんの
素敵なものがあふれてくるように、
きらきら煌めくような、

楽しいイベント盛りだくさんで
お待ちしております。
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【ポップアップイベント】

天然氷のかき氷専門店 2019
“氷菓処にじいろ”
日光四代目徳次郎の天然氷造りによる、ふわっふわのかき氷。
本年より、環境に優しい「プラスチックフリー」の折り紙ボウル、
木製スプーンでご提供いたします。
シロップは香料、着色料、保存料一切不使用。
天然氷の繊細な食感を引き立てる自然の優しい味わいです。
奥から石垣島産パインアップル（新商品）、
宮崎県産完熟マンゴー（新商品）、栃木県
産とちおとめいちご（不動の人気№1）

■日時：8月20日（火）～9月1日（日）11:00～20:00
■場所：商業棟 地下1階アトリウム

アイスキャンディポップアップ “パレタス”
東京ミッドタウン、銀座ＳＩＸなどで大人気の「PALETAS」が
名古屋駅に初出店！
旬の時期に収穫される新鮮なフルーツを
果汁やジェラート、ヨーグルトに閉じ込めたfrozen fruit bar。
フルーツや野菜本来の新鮮な風味や食感を実感いただけるよう、
レシピにもこだわって作られています。
名駅
初出店

■日時：8月20日（火）～9月4日（水）11:00～20:00
■場所：商業棟 地下1階三角コーナー

かき氷ポップアップ “茶屋 赤鰐”
岐阜市の大人気行列店で食べログ百名店の「茶屋 赤鰐」が
名古屋駅に初出店！小さな器にこんもりと盛られた、
粉雪のようなふんわりとしたかき氷と、
濃厚なシロップが、たまらない魅力です。
■日時：9月2日（月）～9月8日（日）11:00～20:00
■場所：商業棟 地下1階アトリウム

名駅
初出店

フルーツサンドポップアップ “ダイワスーパー”
インスタグラムでも大人気！
岡崎発、“八百屋が作る、本気のフルーツサンド” 。
イチジク、キウイフルーツ、マンゴーなど、
旬のフルーツがごろっとたっぷり入っています。
■インスタグラム @358daiwa
■日時：9月5日（木）～9月8日（日）11:00～20:00
■場所：商業棟 地下1階三角コーナー
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【その他イベント】

名古屋港水族館 AQUA LIVE !
㏌ ミッドランドスクエア2019
ミッドランドスクエアに水族館が出現！
名古屋港水族館とミッドランドスクエアのコラボレーションによる
毎年恒例、子どもから大人まで大人気のイベントです。
幻想的な水槽の中で泳ぐ、カラフルで愛らしい魚たち。
猛暑の中、涼し気な“都会のオアシス“として、ご体感ください。
■日 時 ：8月3日（土）～8月18日（日）11:00～20:00
■場 所 ：商業棟 地下1階アトリウム
■入場料：無料
■内 容 ：コーラルフィッシュ、クラゲ、ウミガメ、サンゴなどの展示
をはじめ、特大シャチのフォトスポットも設置します。

【名古屋駅地区街づくり協議会 イベント&キャンペーン】

メイエキの涼2019
■名古屋駅地区打ち水大作戦2019
7月19日（金）16:30～ ※雨天の場合は7月26日（金）
■浴衣deお得
6月28日（金）～8月4日（日）
浴衣着用または指定のうちわ持参のお客様に
参加店舗から各種サービス
■MEIEKI Street Party
7月19日（金）16:00～21:00
公開空地での飲食スポット＋DJライブ

【地域貢献イベント】

スカイプロムナード
夏休み小学生入場料無料キャンペーン
■日時：7月13日（土）～8月31日（土）11:00～23:00
■場所：オフィス棟42F 屋外展望台「スカイプロムナード」
■内容：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。
夏休みの思い出づくりに、どうぞ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。
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※別途、名古屋駅地区街づくり協議会から
プレスリリースさせていただいております。

【夏のヘルシー グルメ＆スイーツ】
「夏祭2019」期間中のミッドランドスクエアは、身体にも美容にも美味しい夏グルメをご提供しています。

B1F
ピエール マルコリーニ

B1F
ラスール オーバカナル

4F
文化洋食店nouveau（ヌーヴォ）

4F
ソラノイロ

タブレット インディア
¥2,592（税込）

岩牡蠣と夏野菜のカクテルソース
¥1,260（税抜）

美と健康の黒Black“暗黒のハンバ
ーグ” ¥1,500（税抜）

玄米麺のビーガンベジソバ
¥1,350（税込）

6月1日～期間限定（ディナーのみ）

期間限定、各日48食限定

B1F
ディーン&デルーカ

B1F
サロン・ド・モンシェール

4F
ピッツェリア イゾラ

4F
蔵人厨 ねのひ

コーディアル ザクロ&ラズベリ
ー、ライム&ミント
各¥1,600（税抜）

エディブルローズのかき氷 ¥1,620
（税込）

イサキのマリネとフルーツトマトの
冷製パスタ ズッパ仕立て
¥2,000（税込）

丸茄子と夏野菜の甘酢あん
～三ツ判山吹使用～
¥1,800（税抜）

夏季限定 ミッドランドスクエア店限定

6月1日～7月中旬期間限定（ディナー
のみ）

夏季限定（ディナーのみ）

B1F
TOMIZ（富澤商店）

B1F
ベーカリー&レストラン 沢村

4F
ロースター

4F
松山閣 松山

手作りタイグリーンカレーセット
¥411、ジャスミンライス (300g入り）
¥389（各税込）

豚肩肉の黒ビール煮込み ヒハツ
風味
ランチセット ¥1,800ディナーアラカ
ルト ¥1,780（各税抜）

10種類の夏野菜とオマール海老テ
リーヌ 活帆立のグリル添え ディナー
コース ¥7,500（税込）の一品

京の夏懐石 ¥10,000、¥12,000、
¥15,000（各税サ込）

※写真は調理後のイメージです
※鶏肉、野菜などの具材を用意して
調理してください

～7月31日期間限定（ディナーのみ）

6月1日～新メニュー
※ランチセットはサラダ・パン付き

6月1日～8月31日限定
※写真は¥12,000のコースのイメージ
です

B1F
紫野和久傳

2F
ビチェリン

4F
バル デ エスパーニャ ムイ

4F
南翔饅頭店

すっぽんの煮こごり
¥1,080（税込）

ドルチェマンゴー
¥800（税込） 夏季限定

日間賀島・活タコの網焼きと夏野
菜添え ¥2,300（税込）

汁なし担々麺
¥1,300（税抜）

6月1日～7月中旬期間限定（ディナー
のみ）

6月1日～期間限定
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【夏のヘルシー グルメ＆スイーツ】
「夏祭2019」期間中のミッドランドスクエアは、身体にも美容にも美味しい夏グルメをご提供しています。

4F
バロン ザ ステーキ

4F
紗羅餐（さらざん）

41F
中国飯店 麗穂

41F
ブルーエッジ

ランチセット
シーフードサラダと牛フィレミドル
ステーキ（100g） ¥3,980（税込）

鱧と夏野菜のサラダ仕立て ¥1,480
スイートコーンとゴーヤのかき揚げ
¥780（各税抜）

土鍋入りふかひれの上海風姿煮
込み ¥8,500～（税サ抜）

Anniversary Plan
2名様 ¥26,000（税サ込）
6月1日～期間限定（ディナーのみ）
※3日前までに要予約

ランチ限定
※ワインはイメージです

夏季限定（ディナーのみ）

4F
宴 ハゲ天

4F
尾張 三ぶん

41F
人形町今半

42F
エノテーカ ピンキオーリ

穴子一本揚げ ¥930 ミニトマト
¥410 アスパラ ¥515（各税込）

三河一色産うなぎ蒲焼き ¥1,480
鮎の炭火焼き 1匹 ¥1,500～（各
税抜）

白アスパラガスとトマトのすき焼～
初夏～
¥14,850～、コース ¥18,176～（各
税サ込）

仔牛ロース肉のインパナート
ニンニク風味のブロッコレット 牛
アキレス腱とイタリアンパセリ
ディナーコース ¥20,000の一品、
アラカルトは¥12,000（各税サ抜）

ディナー限定
※写真はイメージです

ディナー限定（鮎の炭火焼きは6月中
旬～）
※鮎の炭火焼きは仕入れにより価格が
変動します
※鮎の炭火焼きは2日前までに要予約

～6月30日期間限定
※写真はイメージです。写真のすき焼
のお肉・お野菜は2名様分です

～7月末までの期間限定

4F
築地寿司清

41F
京都吉兆

41F
喜扇亭

42F
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ

季節の握り ¥1,836（税込）

夏の特別会席料理
ペア ¥80,000（税サ抜）

魚介の踊り焼と極上牛季節コース
青葉
¥28,512～（税サ込）

鮎のコンフィー 瓜と茄子のコン
ポート
コンソメジュレと枝豆の冷たいヴ
ルーテ
鮎のうるかのタプナド クルトン添
え
ディナーコース ¥10,000（税サ抜）
の一品

6月1日～8月31日期間限定

6月8日～8月31日期間限定
※2日前までに要予約
※写真はイメージです

～6月30日期間限定
※写真はイメージです

7月～9月ディナータイム限定

4F
名古屋 今井屋本店
熟成むね肉の塩こしょう焼き
¥2,300（税抜）
ディナー限定
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【ショップ＆レストラン 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 ：7月1日（月）～8月31日（土）
■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うえ、
アンケートにご回答いただいたお客様に、当館の名物スイーツを
試食できる引換券をプレゼント。
※ＤＭ、メルマガ、ＳＮＳいずれかのﾌｫﾛｰをしていただきます。

■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

※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。
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