2019年9月13日
ミッドランドスクエア

「ミッドランドスクエア オータム・フラワー・フェス2019」のご案内
～秋の装花による館内装飾、人気モデルトークショーなど開催～
ミッドランドスクエアでは10月1日(火)～10月31日(木)、「ミッドランドスクエア オータム・フラワー・
フェス2019」を開催いたします。
フラワーディレクター・佐藤志津さんをはじめ、花や芸術を通じて国際親善活動に取り組むACA
JAPANのご協力を得て、館内各所を「花」の装飾で華やかに彩ります。
人気モデル・秋元梢さんのファッショントークショー、劇団四季によるトークイベントも実施。
この秋、華やかに賑わうモードなミッドランドスクエアへぜひお出かけください。

【ビジュアル＆テーマ】

MIDLAND SQUARE
AUTUMN FLOWER FES.
華の魅惑、麗しのラ・モード。

メインビジュアル

フラワーディレクター

佐藤志津

Shizu Sato

1987年 Flower shop La fleur Nouveauをオープン
1989～2001年 フィニシングスクール フェリシア講師
1991年 食環境プロデューサー木村ふみ氏に
テーブルコーディネートを学ぶ
1998年 青山御流二十八世家元 園楽山氏に師事
2006年7月～2010年3月
Westin Nagoya Castleのフラワーディレクターを務める
2009年 atelier NOUVEAUに名称変更
2016年 atelier NOUVEAU izumiをオープン
2017年 瑞宝単光章受章
2018年2月～12月
ホテルナゴヤキャッスル フラワーアドバイザー就任

オーセンティックなのに、アヴァンギャルド。
艶やかで、時に秘めるがごとく。
この秋、ミッドランド スクエアは、モードを纏う。
かたわらに華をたずさえて。
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【イベント】

「花」で装飾された館内にて、
モードな秋に相応しいイベントを開催。
秋の花の塔（フラワータワー）展示
■日時／10月1日（火）～31日（木）
■場所／商業棟各所
■内容／ACA JAPANご協力の下、 「華やぐモードな秋」をテーマに
装花で館内を演出。インスタ映えするフォトジェニックな場所を提供しま
す。各作品は館内マップガイドで紹介します。

イメージ

秋の花道展
■日時／10月23日（水）～30日（水）
11:00～20:00 ※30日は11:00～19:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／花や芸術を通じて国際親善活動に取り組む市民団体「ACA
JAPAN」による毎年恒例の花道展。所属する流派やフラワーアーティス
トが秋の草花をあしらった活け花約５０点を出品します。
過去事例

スカイレストラン エントランス 秋の活け花展示
■日時／10月23日（水）～31日（木）
■場所／オフィス棟41・42Fスカイレストラン 店舗入り口前
41F 京都吉兆、中国飯店 麗穂、人形町今半、
喜扇亭、ブルーエッジ
42F エノテーカ ピンキオーリ、オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ
■内容／ACA JAPANご協力の下、７つのレストランの各店入口に各レ
ストランのイメージに合わせた作品を展示。それぞれどんなイメージに仕
上がるのか、どうぞお楽しみに！
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イメージ

【イベント】

秋元梢「秋のファッション・トレンドトーク」
■日時／10月19日（土） 15:00～15:30
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／人気モデル・秋元梢さんのライフスタイルや2019秋冬ファッションに関するトークショーを開催。
※自由観覧
※ステージ前のスペシャルシートはご当選の会員ご招待。
※その他詳細はホームページをご覧ください。

トークゲスト

モデル

秋元 梢

Kozue Akimoto

MC

2011 年 に HERMES の 広 告 に
日本代表のモデルとして出演
後、モデルとしてモードから
ストリートまで幅広いジャン
ルで活躍。2015年にパリ・コ
レデビューし、ファッション
誌「VOGUE JAPAN」（同年
８月号）で表紙を務める。現
在、日本国内にとどまらず、
海外のショー・雑誌・広告等
でアジアを代表するモデルと
して活躍中！

落合健太郎
Kentaro Ochiai
ラジオDJ。1974年、茨城県生
まれケンタッキー州育ち。
Richmond,Indiana Earlham
College経済学部卒業。1999
年度、ZIP-FMのミュージッ
クナビゲーターコンテストで
準 優 勝 。 現 在 、 ZIP-FM 、
FM-802で生放送DJを担当。
趣味はゴルフと料理。

会報誌「My Story」、「Web My Story」にて、
秋元梢さんによる秋の着こなし、インタビュー記事をご紹介しています。

プルオーバーにダブルフェ
イスのベストを羽織った大
人の着こなし
(2F デザインワークスコン
セプトストア)

カフェオレ色のフーディコー
トは、前上がりになったテン
トラインがモダン
(3F マルティニーク)

英国元首相の妻、サマンサ・
キャメロン氏が手がける「セ
フィン」のロングドレス
(3F ヴァルカナイズ・ロンド
ン)
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ボリュームあるタートルネッ
クとハーフスリーブで絶妙に
デザインされたカシミア混ニ
ットワンピース
(3F プレインピープル)

【イベント】

その他、華やかなタイアップイベントも満載。
第21回名古屋モーターショー プレイベント
■日時／10月2日（水）・3日（木） 11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／2年に一度開催する中部地区最大の自動車イベント「名古屋モー
ターショー」のプレイベントをミッドランドスクエアで開催します!
会場では名古屋モーターショーの特徴を紹介するキーワードラリ
ーの実施やインスタ映え間違いなしのオリジナルフォトスポットを設
置します。キーワードを全て集めた人には特典あり（詳細未定）。
名古屋モーターショーの魅力が詰まった本イベントにぜひご来場く
ださい!
※自由観覧

過去事例

第23回ミッドランドスクエア音楽祭
■日時／10月5日（土）・6日（日） 11:30～18:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／初回開催から12年目を迎えた音楽祭。今回は「心に響く名曲」をテ
ーマに、国内外のコンクールで1位獲得や入賞した演奏者が登場。
心に響く演奏を披露します。
※自由観覧

過去事例

劇団四季 ミュージカル
『パリのアメリカ人』 トークイベント
■日時／10月9日（水） 18:30～（予定）
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／名古屋四季劇場にて上演中のミュージカル『パリのアメリカ人』出演
俳優によるトークショーを開催します。
※自由観覧
※ステージ前の特設シートはご当選の会員ご招待。
※その他詳細はホームページをご覧ください。

撮影:荒井 健
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撮影:下坂敦俊

パナソニック
『L-CLASS KITCHENのある暮らし』
体験イベント
■日時／10月12日（土）～14日（月・祝） 11:00～19:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／最新設備“Irori Dining”（いろりダイニング）・“スピーカー付照明”を
実際に体験！映像を使ったMCによる商品プレゼンテーション！臨
場感あふれるVR動画体験！アンケートに答えて景品プレゼント！
※自由観覧

会場イメージ

POLA
『タッチ&トライ』 イベント
■日時／10月18日（金） 11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／新商品を体感していただく女性のお客様限定の体験イベントを開
催いたします。15分ほどのハンドマッサージを行い、ちょっとしたエ
ステ体験も用意しています。
※自由観覧

過去事例

愛知県発明協会
『全日本学生児童発明くふう展 優秀作品展』
■日時／10月20日（日） 11:00～17:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／11月2日（土）、3日（日）に開催される「あいち少年少女創意くふう展
2019」のプレイベント。
昨年度の「全日本学生児童発明くふう展」の優秀作品を展示。
※自由観覧

ポップアップショップ
「インドゥエリス」
■期間／9月19日（木）～29日（日） 11:00～20：00
■場所／商業棟2Fイベントスペース
■内容／「インドゥエリス」とは、ラテン語で“纏う（まとう）”の意。
「大人の女性を輝かせる、 記憶に残る大切な洋服」をキーワードに
、デザイナー甲斐絹代氏が、大人の女性の品格・エレガンス・クオリ
ティーに妥協のない美意識をもって紡いだ洋服の数々をご紹介い
たします。

5

過去事例

ポップアップショップ
「T HOUSE」
■期間／10月2日（水）～16日（水） 11:00～20：00 ※最終日は18：00終了
■場所／商業棟2Fイベントスペース
■内容／京都や東京でのポップアップイベント、ワークショップが話題の
「T HOUSE」が、初めて名古屋に登場。ヴィンテージの希少なイン
テリア小物をはじめ、スコットランド発のニットブランド「ドナ・ウィルソ
ン」、ここでしか手に入らない、各パーツを自由に組み替えて楽し
めるオリジナルシャツ「SHIRTSHIRT（シルトシルト）」など、時代や
国、知名度、価格帯を超えて、独自の価値観において厳選した優
れたデザインの作品をご紹介します。
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【レストラン情報】

「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版」
星付きレストラン、秋のご馳走セレクション。
42F
オーベルジュ・ド・リル
ナゴヤ

42F
エノテーカ ピンキオーリ

41F
京都吉兆

41F
中国飯店 麗穂

和牛フィレ肉とフォアグラ、
トリュフのパイ包み
¥7,500（税サ抜）

仔牛ロース肉
ポルチーニ茸のソース
¥13,000（税サ抜）

秋の特別会席料理
¥30,000～（税サ抜）

上海蟹の姿蒸し
¥4,500～（税サ抜、時価）

リルのオープンに合わせ、
総料理長のマルク・エーベ
ルランシェフと中廣料理長
が一緒に考案。レストランの
顔として愛されています。コ
ースでのご利用は予約時に
ご相談ください。
3日前までに要予約

イタリア産仔牛のロース肉
に、この時期ならではのフ
レッシュなポルチーニ茸を
仔牛のダシで馴染ませた
ソースと、ルッコラのソース
を添えて。
ディナーコース（¥20,000
税サ抜）でもお楽しみいた
だけます。
秋季期間限定

秋の風景を切り取ったよう
な会席料理が、特別なひと
時を演出。秋が深まるころ
には、大きく育った国産の
松茸も登場します。毎年心
待ちにしているというお客
様が多い自慢の逸品です
。
要予約（当日予約可）
松茸は9月中旬～10月末期間
限定 （詳しくは店舗へお問い
合わせください）
※写真はイメージです

9月の中秋節を過ぎると、い
よいよ上海蟹のシーズンが
始まります。秋は、繁殖期
を迎えた雌がお腹にたっぷ
りと卵を蓄える時期。雄と雌
を食べ比べて、それぞれに
異なる味わいをお楽しみく
ださい。
9月25日～1月中旬期間限定（
上海蟹の入荷状況により変動）

料理長

料理長

料理長

料理長

藤山聖さん

熊志輝さん

「芳醇な松茸の香りを、山
の賑わいと共にお届けいた
します。料理に加え、空間
や器、演出に日本文化を感
じていただければと思いま
す」

「中国飯店といえば上海蟹
、といわれ、麗穂でも人気
の高い逸品。味噌のたっぷ
りと詰まった上海蟹を、シ
ンプルな姿蒸しでご提供い
たします」

中廣太一さん
「秋は、鹿や鴨などのジビ
エがおいしい季節。
アルザス本店のエスプリを
、名古屋の皆様にも感じて
いただけると思います」

腰高一幸さん
「イタリアの秋の味覚とい
えばポルチーニ茸。
今年は前菜、スープなど、
さまざまな料理でお楽しみ
いただけるコースもご用意
いたします」
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4F
築地寿司清

【レストラン情報】

秋の味覚 刺身の盛り合せ
¥3,500（税抜）

4F・41Fの各レストランから、
秋のイチオシメニューをご紹介。

9月1日～11月中旬期間限定

4F
松山閣 松山

4F
名古屋 今井屋本店

4F
南翔饅頭店

京の秋懐石
¥10,000、¥12,000、¥15,000
（各税サ込）

秋田名物 比内地鶏の
きりたんぽ鍋 ¥2,800（税抜）

上海蟹みそ入りふかひれの
姿煮 ¥5,090（税抜）

ディナー限定

ディナー限定

9月1日～11月30日期間限定
※写真は¥12,000のコースのイメージです

4F
バロン ザ ステーキ
牛フィレステーキ 国産茸を
使ったフォレスティエール（150g）
¥3,500（税サ込）
9月1日～30日期間限定（ディナーのみ）

41F
人形町今半

4F
紗羅餐（さらざん）

41F
喜扇亭

4F
尾張 三ぶん

松茸すき焼 ¥15,444～、
コース ¥18,770～（各税サ込）

月替り会席 ¥6,000、
お造り付き ¥7,000（各税抜）

魚介の踊り焼と極上牛季節コース
¥24,000～（税サ抜）

～10月20日期間限定（松茸の入荷状況により
変動）
※写真はコースのイメージです
※写真のすき焼の肉と野菜は2名様分です

2日前までに要予約
ディナー限定
※写真は9～11月のイメージです

9月1日～10月31日期間限定（松茸の入荷状
況により変動）
※写真はイメージです

松茸土びん蒸し ¥1,890
秋刀魚のあぶり 肝醤油にて
¥1,100（各税抜）

4F
蔵人厨 ねのひ

4F
宴 ハゲ天

4F
ロースター

4F
文化洋食店nouveau（ ヌーヴォ）

原茸の海老包み揚げ
¥1,560（税抜）

椎茸 ¥410 無花果 ¥410
秋刀魚 ¥615（各税込）

～11月30日期間限定（ディナーのみ）

ディナー限定

マッシュルームのポタージュ
活ホタテの炭火焼き
¥2,800（税サ込）

和牛ハンバーグステーキ
¥1,800（税抜）

9月1日～10月31日期間限定（ディナーのみ）
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9月中旬～11月中旬期間限定（ディナーのみ）

～11月24日期間限定（1日20食、売切れ次第終
了）

【レストラン情報】

B1F・2F・4F・41Fの各カフェ・レストランから、
秋のイチオシメニュー、スイーツをご紹介。
4F
バル デ エスパーニャ ムイ

4F
ピッツェリア イゾラ

4F
ソラノイロ

B1F
ベーカリー&レストラン 沢村

椎茸とイベリコ豚の
ベーコンのアヒージョ
¥1,250（税込）

パンチェッタとルッコラとキノコのペ
ーストのピッツァ¥2,200（税込）

スペシャル銀の中華そば
¥1,200（税込）

秋刀魚とワイルドフェンネルの
シチリア風キタッラ
ランチセット ¥1,680、ディナー単
品 ¥1,650（各税抜）

9月1日～10月31日期間限定（ディナーのみ）

9月1日～10月31日期間限定（ディナーのみ）

9月1日～期間限定（秋刀魚の入荷状況により
変動）

B1F
ディーン&デルーカ

B1F
紫野和久傳

B1F
サロン・ド・モンシェール

B1F
TOMIZ（富澤商店）

きのことポルチーニのリゾット
¥820（税抜）

ささのか菓子 笹くり 1本 ¥350、
3本入り ¥1,250（各税抜）

秋の味覚のタルトと
アイスモンブラン ¥1,600（税抜）

サバトン マロンペースト
240g ¥1,078（税込）

9月15日～10月末期間限定（販売期間は変更
になる場合あり）｜

9月1日～期間限定

9月1日～期間限定 イートイン限定

※価格は変更になる場合あり
※写真は調理のイメージです

41F
ブルーエッジ

BIF
ピエール マルコリーニ

B1F
ラスール オーバカナル

アップルキッス ¥1,300（税サ込）

エクレア マロン
ショップ ¥756、カフェ ¥864（各税
込）

巨峰とシャインマスカットの
タルト ¥972（税込）

ディナー限定

9月1日～期間限定

9月1日～11月30日期間限定
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2F
ビチェリン
モンブラン ビチェリンセット
¥1,700（税込）

【お買い物特典ほか】

メンバーズカード入会特典や
お買い物、お食事にお得なキャンペーンも開催！

レストラン グルメクーポン
■クーポン配布期間／9月14日（土）～30日（月）
■クーポン利用期間／10月1日（火）～31日（木）
■内容／配布期間中、対象店舗をご利用の方に、対象店舗にて
1回3,000円以上のお買い上げでご利用いただける500円OFFクーポンを
お渡しいたします。
2Fメンバーズカードカウンターでもお渡しいたします。

ミッドランドスクエア オフィシャルInstagram
フォトコンテスト
■期間／ 10月1日（火）～31日（木）
■内容／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
「#msオータム2019」とハッシュタグをつけて、インスタグラムにご投稿ください。
入賞者20名様に、ミッドランドスクエアお食事券１0,000円分をプレゼントいたしま
す。ご応募の際は必ずミッドランドスクエア公式インスタグラムアカウントをフォロー
してください。

イメージ

ミッドランド スクエア メンバーズカード
入会キャンペーン
■期間／10月1日（火）～31日（木）
■内容／期間中、メンバーズカードに入会されたお客様にスイーツと
引き換えできるチケットをプレゼントします。
・ピエール マルコリーニ〈B1F〉ソフトクリーム
・サロン・ド・モンシェール〈B1F〉ソフトクリーム
・ビチェリン〈2F〉ビチェリン
上記3店舗からお好きな商品1点を引き換えいたします。

ミッドランド スクエア メンバーズカード
お食事券プレゼント
■期間／10月19日（土）～22日（火・祝）
■内容／期間中、対象店舗にて100,000円以上お買い上げいただきました
メンバーズカード会員様にお食事券5,000円をプレゼントいたします。
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●入会条件／18歳以上（9月17日以降）
●入会金・年会費／なし
その場ですぐ入会可能。
また入会後すぐに特典を受けられます。
ご入会は、商業棟2Fメンバーズカード
カウンターまで。

【クリスマスイベント観覧募集】

ミッドランド・クリスマス2019

『ZIP-FM presents
ビッケブランカ 点灯式＆オープニングライブ』
スペシャルバルコニーシート＆スタンディングエリア
優先観覧エリアにご招待！
■日時／11月6日（水）
点灯式18:15～18:30 スペシャルライブ20:30～21:00
■内容／今年も名古屋駅エリアの商業施設が協力し、名駅通りを
中心ウィンターイルミネーションを一斉点灯いたします。
ミッドランドスクエアではそのオープニングイベントとして、
CM、ドラマ、アニメ、映画の主題歌、挿入歌等で人気急
上昇の地元出身アーティスト、ビッケブランカさんをお迎
えし、イルミネーションのスイッチオンを担当いただくと共
に、スペシャルライブを開催いたします。
■MC／小林拓一郎&高木マーガレット
（ZIP-FM MUSIC NAVIGATOR）
※自由観覧
※スペシャルシートとステージ前スタンディングエリアはご当選の会員ご招待。
※その他詳細はホームページをご覧ください。

点灯式&ライブゲスト

アーティスト

ビッケブランカ
Vicke Blanka

※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。

11

