2020年2月13日
ミッドランドスクエア

報道機関各位

ミッドランドスクエア アニバーサリー 2020
“Sports change your world. 躍動の春が、やってくる。”
キャンペーンのご案内
ミッドランドスクエアは、2020年3月6日、グランドオープンから13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6日（金）～31日（火）、13周年キャンペーンを実施いたします。
世界へ挑戦したアスリートによるトークイベントをはじめ、
インパクトのある会場装飾などで、ミッドランドらしい印象的なスポーツイベントを展開いたします。

【タイトル】

MIDLAND
ANNIVERSARY 2020

Sports change
your world.
躍動の春が、やってくる。

【期間】

2020年3月6日（金）～31日（火）
【テーマ】

今年は、世界から注目が集まり、日本全体がスポーツで盛り上がる年。
そのビッグイベントを前に、情報文化、発信拠点のラグジュアリーモールとして、
ミッドランドスクエアらしいスポーツとの関わり方を表現。
商業施設の既成概念を破る、スポーツをイメージしたインスタレーションや、
ファッションと、食と、スポーツを繋ぐ、洗練された暮らしを提案します。
また世界を舞台に活躍してきたトップアスリートを招き、人々の心に感動を与えてきた
チャレンジ精神やスポーツマンシップを共有し、周年メッセージと重ね合わせます。
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【インスタレーション】

角度によって見え方が変わる、躍動感あふれる空間演出。
新進気鋭のアーティストによる「スポーツ」をイメージした驚愕のインスタレーション。
館内の特定の場所から見たときのみ成立するアナモルフォーシスというデザイン手法で、
B1Fのアトリウムから4Fへつながる約25mの吹き抜けをダイナミックに装飾。
■日時／3月6日（金）～31日（火）
■場所／商業棟B1～4F吹き抜け

※イメージパース

上の階に上がり、ある角度から見たときに初めて人のシルエッ
トが見える仕掛け。また床面のロゴも同様に、特定の角度から
見た場合にだけ正常にロゴが見える。

インスタレーション アーティスト

we+（ウィープラス）
林 登志也
安藤 北斗

Toshiya Hayashi
Hokuto Ando

リサーチと実験に立脚した独自の表現手法で、新たな視点と価値をかたち
にするコンテンポラリーデザインスタジオ。林登志也と安藤北斗により
2013年に設立。Gallery S. Bensimon(パリ)やRossana Orlandi(ミラノ)な
どのデザインギャラリーに所属。国内外での作品発表のほか、多様なバッ
クグラウンドを持つメンバーそれぞれの強みと、日々の研究から得られた
知見を生かし、インスタレーションをはじめとしたコミッションワーク、
ブランディング、プロダクト開発、グラフィックデザインなど、さまざま
な企業や組織のプロジェクトを手がける。
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【オープニングイベント】

アスリートたちによる
ファッション＆トーク
世界の最前線で活躍した4人のアスリートが登場！
選手時代のエピソードをはじめ、スポーツの見どころ等を
元日本代表選手ならではの視点でお話しいただきます。
司会は名古屋の情報番組でも人気の東MAXこと東貴博さん。
人気スタイリストのコーディネートによる、
ミッドランドスクエア春夏ファッションの
着こなしにもご注目ください。

MC

東貴博

■日時／3月7日（土） 15:00～16:00
■場所／商業棟B1アトリウム
※自由観覧
※ステージ前のスペシャルシートはご当選のメンバーズ会員をご招待
※そのほか詳細はミッドランドスクエアホームページをご覧ください。

アシスタント
CBCアナウンサー
南部志穂

青木愛

小椋久美子

前園真聖

松田丈志

Ai Aoki

Kumiko Ogura

Masakiyo Maezono

Takeshi Matsuda

元アーティスティックスイミング
日本代表

元バドミントン日本代表

元サッカー日本代表

スポーツキャスター／バドミントン解説者

競泳オリンピックメダリスト
スポーツジャーナリスト

1992年Jリーグ・横浜フリューゲル
ス入団。1996年アトランタオリン
ピックサッカー代表キャプテンを務
め、ブラジルを破る「マイアミの奇
跡」を起こし注目される。引退後の
2009年、ビーチサッカー日本代表
に招集され、UAEドバイでのワール
ドカップにおいてチームのベスト8
に貢献。

4歳で水泳を始める。 2004年アテネオ
リンピック400m自由 形で40年ぶりの
決勝進出。2008年北 京オリンピック
200mバタフライで銅メダル。2012年
ロ ンドンオリンピック200mバタフラ
イ 銅メダル、400mメドレーリレー銀
メダル。2016年リオデジャネイロオ
リ ンピック800mフリーリレー銅メダ
ルを獲得。現在はスポーツジャーナリ
ストとして報道、執筆、講演など幅広
く活動中。

地元の名門クラブ・京都踏水会で水
泳をはじめ、8歳から本格的にアー
ティスティックスイミングに転向。
2005年日本代表初選出。2006年ワ
ールドカップ フリーコンビネーシ
ョン銀メダル、チーム銀メダル。ア
ジア大会チーム銀メダル。2007年
世界選手権代表。2008年北京オリ
ンピックチーム5位入賞。

8歳の時、地元のスポーツ少年団で
バドミントンを始める。2002年全
日本総合バドミントン選手権シング
ルス優勝後、潮田玲子氏とペアを結
成しダブルスプレーヤーへ転向。全
日本総合バドミントン選手権では
2004年から2008年まで5連覇。
2008年北京オリンピック5位入賞。

【衣装協力】アスリートの衣装にも注目！
＜メンズ＞
●2F ストラスブルゴ
●3F ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ
●3F ヴァルカナイズ・ロンドン

＜レディス＞
●2F デザインワークス コンセプトストア
●3F イグナイト フォー
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スタイリスト

櫻井賢之
Masayuki
Sakurai

【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6日（金）～4月5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 2020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】

TOYOTA GAZOO Racing
「GR YARIS -1st Edition-」名古屋プレミア
■日時／3月20日（金・祝）～22日(日） 11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fアトリウム
■内容／10 年ぶりに愛知・岐阜で開催される「ラリー・ジャ
パン」を記念し、WRC降臨モデル「GR YARIS -1st Edition-」
を名古屋で初公開いたします。6月30日まで、先行予約を受付
けておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。
更に、富士スピードウェイ周辺に計画中のモータースポーツ魅
力発信拠点「モータースポーツビレッジ(仮称)」も併せてご紹
介いたします。

【ホワイトデーポップアップ】

ミッドランド・ホワイトデー2020
ポップアップショップ
■日時／3月11日（水）～14日（土） 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
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※昨年の様子

【ポップアップ】

「インドゥエリス」ポップアップショップ
■日時／3月5日（木）～15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。

【ポップアップ】

「RICCI EVERYDAY」ポップアップショップ
■日時／ 3月23日（月）～31日（火） 11:00～20:00
■場所／商業棟B1Fエスカレーター横
■内容／カラフルでプレイフルなアフリカンプリントを使用し
たバッグやトラベルアイテムを取り扱うRICCI EVERYDAY(リッ
チーエブリデイ)。ウガンダに直営工房をもち、現地の女性たち
とものづくりを行っています。

【キャンペーン】

オフィシャルInstagramフォトコンテスト
■日時／3月6日（金）～22日(日）
■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スプリング2020」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。
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【イベント】

ミッドランドスクエアシネマ 感謝祭
■日時／3月11日（水）～14日（土） 11:00～20:00
■場所／商業棟5Fミッドランドスクエアシネマ
■内容／期間中、5階ミッドランドスクエアシネマにて、特別試
写会、35ミリフィルム上映&映写室見学会、ndjc 若手映画作家
育成プロジェクト 2019年受賞作品上映会などを開催。
※詳しくは、ミッドランドスクエアシネマホームページをご確認ください。

【社会・地域貢献】

『第24回ミッドランドスクエア音楽祭』
～スポーツとクラシック音楽～
■日時／3月28日（土）・29日（日） 11:00～18:00（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24回は、べートーベン生
誕250年を記念し、ミッドランド周年テーマ「スポーツ」とコラ
ボレーションして開催します。
※自由観覧

28日演奏
ピアノ
梅田智也

29日演奏
ピアノ
田村 響

【社会・地域貢献】

ご当選者限定『ミッドランドスクエア プレゼンツ
“Classic Salon 2020”～名フィル春の音～』
■日時／3月15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／クラシックからワールドミュージック、JAZZナンバー
など独自のアレンジが評判の名古屋フィルハーモニー交響楽団の
メンバーを中心に結成された「koji吉ダンスウィング・オールス
ターズオーケストラ」が奏でる“春の音”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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koji吉ダンスウィング・オールス
ターズオーケストラ

【アニバーサリー2020記念企画】街へ、ジムへ、観戦へ。スポーティなスタイルをご提案！
※価格はすべて税込です。

2F
デザインワークス コンセプトストア

3F
マルティニーク

MEN’S／ジャケット¥55,000、パンツ¥41,800（アークテリクスヴェイ
ランス）、コットンシルクTシャツ¥8,800（カルム マルティニーク）
、レザースニーカー¥37,400（ナショナルスタンダード）
LADIES’／カーディガン¥28,600、ニット¥20,900、パンツ¥26,400（
以上、マルティニーク）、プレートペンダント¥19,800、ロープチェ
ーンネックレス¥13,200（以上、ローラロンバルディ）、バッグ
¥22,000（ジャンニ キアリーニ）、レザーメッシュパンプス¥28,600（
ファビオルスコーニ）

MEN’S／レースアップトッパー¥35,200、ニットTシャツ¥17,600、パンツ
¥29,700（以上、デザインワークス）、スニーカー¥22,000（スペルガ）
LADIES’／ブルゾン¥74,800、スカート¥39,600、カットソー¥30,800（以上
、デザインワークス）、バッグ¥268,400（マーク クロス）、スニーカー
¥94,600（ピエール アルディ）

3F
ヴァルカナイズ・ロンドン

3F
ジョン スメドレー

MEN’S／ブルゾン¥107,800（グレンフェル）
LADIES’／ライダース¥126,500（ジェームス・グロース）、ドレス
¥46,200（ホブス）

MEN’S／ニット¥39,600、パンツ¥31,900
LADIES’／ニット¥29,700、パンツ¥37,400（以上、ジョン スメドレー）
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【アニバーサリー2020記念企画】街へ、ジムへ、観戦へ。スポーティなスタイルをご提案！
※価格はすべて税込です。

3F
イグナイトフォー

3F
プレインピープル

3F
ダブルティー

WTW×NEWERAキャップ（ホワイト／ネイビ
ー）¥5,280（ダブルティー）

3F
ジートランス

LADIES’／
ブルゾン¥39,600、パンツ¥39,600（以上、アス
ペジ）、カットソー¥13,200（アリュード）、ス
ニーカー¥44,000（ブッテロ）

3F
ラ・ソルジェンテ・ディ・ブルーノ

LADIES’／
パーカー¥31,900、スカート風パンツ¥35,200（
以上、プレインピープル）、バッグ¥38,500（フ
ェリー）、スニーカー¥40,700（サス）

2F
ザ シークレットクロゼット

右・サングラス¥46,200、左・フレーム¥41,800
（以上、スペックエスパス）

3F
ドゥロワー

スニーカー¥22,000（ノヴェスタ）

MEN’S／
パーカー¥50,600、パンツ¥42,900、シュ
ーズ¥41,800（以上、ハイドロゲン）

3F
マチュリテ

右・シャワージェル¥4,620、左・ボディローシ
ョン¥5,720（以上、アカ カッパ）

LADIES’／
ニット¥71,500、パンツ¥61,600（以上、シクラ
ス）

3F
フェリージセレクション

B1F
土屋鞄製造所

ウルバーノレザーゴルフボールケース
¥18,700（土屋鞄製造所）
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レザーリュック¥99,000（フェリージ）

【アニバーサリー2020記念企画】“スポーツ”にちなんで限定ヘルシーメニューをご用意！

42F
中国飯店

麗穂

【周年記念メニュー】
和牛ヒレ肉のピリ辛炒め～紹
興酒風味～ ¥3,600（税サ抜）

42F
オーベルジュ・ド・リル
ナゴヤ
フランス産
ホワイトアスパラガスと
ポーチドエッグの温製サラダ
ソース・モリーユ
¥10,000（税サ抜）コースの
一品

42F
エノテーカ ピンキオーリ

41F
京都吉兆

イチゴのクレモーゾとクーリ
ミルクのジェラート 軽いメレ
ンゲ
¥1,500（税サ抜）

【周年記念メニュー】
懐石料理 ¥20,000～（税サ
抜）

～3月31日期間限定

3月1日～期間限定
要予約（当日予約可）
※写真はイメージです

~4月30日期間限定（ディナーの
み）
※要予約（当日予約可）

41F
ブルーエッジ

4F
ロースター

4F
バル デ エスパーニュ ムイ

彩り豊かな旬ランチコース
¥3,650（税サ込）

10種類の季節野菜テリーヌ
ホタテのグリル添え
¥2,800（税込）

アスパラガスとホタテのアヒ
ージョ ¥1,300
ホタテとアサリと緑野菜のパ
エジャ ¥3,600（各税込）

4F
文化洋食店nouveau（ヌー
ヴォ）
牛モモ肉の薄切りステーキ
サラダ仕立てとたっぷりチー
ズ
¥1,500（税抜）

3月1日～4月30日期間限定（ラン
チのみ）
※要予約（当日予約可）
※チャージ¥200が別途必要です

3月1日～4月30日期間限定（ディ
ナーのみ）

4F
ピッツェリア イゾラ

4F
南翔饅頭店

4F
松山閣 松山

4F
尾張 三ぶん

マグロとアボカドの冷製パス
タ ¥1,800
レモンとはちみつのカッサー
タ ¥1,200（各税込）

【周年記念メニュー】
桜海老の小籠包
¥1,250（税抜）

【周年記念メニュー】
京の春懐石
¥10,000、¥12,000、¥15,000
（各税サ込）

【周年記念メニュー】
蛤と竹の子の酒蒸し
¥1,280（税抜）

3月1日～4月30日期間限定（ディ
ナーのみ）

3月1日～期間限定（ディナーのみ）

～4月30日期間限定（ディナーのみ）

3月1日～4月30日期間限定（ディ
ナーのみ）

3月1日～5月31日期間限定
※写真は¥12,000のコースのイメー
ジです
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【アニバーサリー2020記念企画】“スポーツ”にちなんで限定ヘルシーメニューをご用意！

4F
蔵人厨 ねのひ

4F
紗羅餐

4F
築地寿司清

4F
名古屋 今井屋本店

春の美濃けんとんせいろ蒸し
コース ¥5,200（税抜）

【周年記念メニュー】
季節の会席コース
¥8,400（税抜）

春寄せミニちらしと大トロ入
りにぎり ¥2,420（税込）

熟成むね肉の塩こしょう焼き
¥2,300（税抜）

3月1日～4月中旬期間限定（ディ
ナーのみ）

ディナー限定

3F
サンタ・マリア・ノヴェ
ッラ・ティサネリア

ディナー限定
※写真は2名様分です
※ご注文は2名様～ ※要予約

要予約（当日予約可）
ディナー限定
※写真はイメージです

4F
宴 ハゲ天

4F
ソラノイロ

4F
バロン ザ ステーキ

タラの芽 ¥550
そら豆 ¥440
白魚 ¥660（各税込）

【周年記念メニュー】
マッスルラーメン
¥1,300（税込）

レディースフルコースランチ
¥2,850（税サ込）

～5月初旬期間限定（ディナーのみ）

ディナー限定

3月1日～4月30日限定（ランチの
み）

B1F
ラスール オーバカナル

B1F
ディーン＆デルーカ

B1F
TOMIZ（富澤商店）

B1F
ベーカリー＆レストラン 沢村

牛ハラミのグリエ
¥1,650（税抜）

ローストビーフ 100g ¥920
ケールとキアヌのサラダ
レモンドレッシング 100g
¥550（各税抜）

GHEE(ギー) 212g ¥2,376
(税込）

沢村モーニングプレート
¥1,800（税抜）

※写真は調理のイメージです

7:30～10:30限定
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地中海ミックス・マッキア
茶葉100g ¥3,700（税抜）

【アニバーサリー2020記念企画】主な限定＆シーズナルスイーツ！

2F
ビチェリン

B1F
紫野和久傳

B1F
ピエール マルコリーニ

B1F
サロン・ド・モンシェール

〔周年記念メニュー〕
桜のミモザ ¥800（税抜）

わたぼうし（若桃）
2ヶ入 ¥1,080
3ヶ入 ¥1,620（各税込）

エクレア ストロベリー
¥756（税込）

よつぼし苺のアフタヌーンテ
ィーセット
1人 ¥3,320（税抜）

3月1日～5月31日期間限定

3月1日～桜の時期の期間限定
3月1日～31日期間限定
※数量限定、売り切れ次第終了

～4月中旬期間限定（ミッドランド
スクエア店のみ）
※写真は2名様用のイメージです

※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。予めご了承ください。

＜ 取材に関するお問合せ先 ＞

東和不動産株式会社
商業管理部 原地

070-6588-0579／島津 070-6533-9367
FAX：052-527-8801

総務部

田中／岩村 TEL：052-584-7112
FAX：052-584-7117
11

