2020年10月28日
ミッドランドスクエア

「ミッドランド・クリスマス２０２０」~ 再生の青、希望の青。~
アートツリー、イルミネーション、ポップアップショップ、クリスマスマーケットなど開催

ミッドランドスクエアでは11月11日（水）～12月25日（金）、「ミッドランド・クリスマス2020～再生の青、
希望の青。～」を開催いたします。ガラスアーティスト辻和美氏によるクリスマスモニュメントとインスタレ
ーションで館内を神秘的で美しく彩るほか、各ショップ・レストランでの特別セール等のイベント、昨年好評
をいただいたクリスマスマーケット「ケーテ・ウォルファルト」の出店、人気のポップアップショップなどを
ご用意し、お客様をお迎えいたします。

【タイトル】

MIDLAND CHRISTMAS 2020
2020年11月11日（水）～12月25日（金）

【テーマ＆ビジュアル】

Daily Life -reclaimed blue 2020by Kazumi Tsuji + factory zoomer

【キャッチ＆リード】

再生の青、希望の青。
揺れ動く日々に、静寂のひとときをもたらす
深海のような、蒼穹のようなブルー。
“再生の青”が魅せる凛とした美しさ、
穏やかな表情の奥に宿る秘めた力。
ブルーガラスが放つ希望の光が、
わたしたちの未来、新しいdaily lifeを

明るく晴れやかに照らすことを願って――
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※イメージパース

【館内クリスマス・インスタレーション】

“再生の青”をテーマにした
ブルーガラスのアートツリー。
今年は、商業棟1F通路に設置。
毎年、国内外で活躍する気鋭のアーティストを起用し、
斬新なインスタレーションで話題を集めるミッドランド
スクエアのクリスマス。コロナ禍で大きく揺れ動き、特
別な思いで迎える2020年のクリスマスは、新しいガラ
ス表現を追求する注目のアーティスト・辻和美さんにオ
ファー。「reclaimed blue=再生する青」シリーズで、
壮大なスケールのガラスツリーが披露されます。スクラ
ップドガラス（廃ガラス）から生み出される、粛々とし
たブルーの美しさ、慎ましい表情に宿る秘めた力。
2021年に向けた再生のパワー、希望を託したスペシャ
ルツリーです。高さ約５m、直径３mの円錐型のツリー
には、吹きガラスの技法で１点１点作られたプレートを

トップスターに“青い鳥”を配し、楕円形のガラス約
500枚を中心に、すりガラスのボトル、カップ、じ

メインに、カップなどの日常の器約530点が吊り下げら

ょうごなどでデザイン。骨組みの金工は、“金属の可

れる趣向。コンセプチュアルでアーティスティックであ

能性を追求し、金属による新たな価値創造にチャレ

りながら、温かな想いに溢れたツリーがクリスマスを和

ンジする”アイチ金属（名古屋市）と、三建工業（高
岡市）の合作。

やかに盛り上げます。

■ 期間／2020年11月11日（水）～12月25日（金）
■ 場所／商業棟1Fレクサスショールーム前にツリー
B1～4F吹き抜けに天井吊りアート
※その他、オフィス棟 1F・41F/42F /44F スカイプロムナード等にも
例年同様クリスマスツリーを設置予定。
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【作家およびクリエイティブチーム紹介】

社会へのエールと、
日常へのオマージュを込めて。
金沢を拠点に、日々の器などを制作するfactory
zoomerを率いるガラス作家・辻和美氏は、工
房にたまった失敗作や割れたガラスの破片を溶
かして再生する「reclaimed blue project/再生

ガラス作家

する青」に取り組んでいます。

辻 和美 KAZUMI TSUJI

世界中の人々にとって特別な1年となった2020

カリフォルニア美術大学卒後、1999年ガラス工房「factory zoomer

年。今年のクリスマスモニュメントは、

」設立。ガラス器の新しいスタンダードをめざし、デザイン・制作
を行う一方、美術家として日常生活における歪みや危うさを表現。

reclaimed blue projectの再生ガラスの“青”によ

金沢の町にアートを根づかせる活動をキュレーション。2005年直営

り、すべての傷や痛みを溶かして、再生へのエ

店「factory zoomer/shop」オープン。2008年『Daily Life-辻和美
作品集』上梓。2009年金沢市文化活動賞。2010～2016年生活工芸

ネルギーを蓄えて新しい各々の日々＝Daily

プロジェクトディレクター。2012～16年金沢広坂の「生活工芸

Lifeへと向かう、そんな祈りと希望のメッセー

shoplaboモノトヒト」総合ディレクター。2016年「factory
zoomer/gallery」オープン。既成のジャンルにこだわらない独自の

ジを込めて創作。最終的にはギャラリーより人

スタイルで、日本全国をはじめソウル、台北、ヨーロッパ、北米な

々の日常へと返していきます。

どで展覧会を開催している。

アート空間ディレクター

■ 辻 和美＋factory zoomer

正木 なお NAO MASAKI

https://factory-zoomer.com/
■ 正木なお

2005年「gallery feel art zero」開廊。2018年に「Gallery
NAO MASAKI」に改称。ギャラリストだけでなく空間デ
ィレクターとして店舗デザイン、什器や室礼、アートコ

https://www.naomasaki.jp/
■ 三建工業

ーディネート、グラフィックなど総合的にディレクショ

http://www.choukeiji.com/sanken.html

ンを行う。2018年ART SHODO TOKYO審査委員、竹田

■ アイチ金属

市アート・クラフトフェア選考委員等を務めている。

https://www.aichi-metal.co.jp/
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※イメージパース

【ビル外周樹木・植栽イルミネーション】

癒しのブルーとオーロラカラーの
アイテムがビルを上品に彩る。
名駅エリアイルミネーションのシャンパンゴールドを
ベースに、館内テーマカラーの「青」をなじませるよ
うに取り入れ、コロナ禍において見る人の心に落ち着
きと安らぎを与えます。
また、つらら型のオーナメントやビーズinボール、さ
らに植栽部分にはオーロラフラワーを配置。昼は日光
を受けて輝き、夜はLEDの光を反射することでイルミ
ネーションをより華やかに彩り、昼も夜も楽しめます
。
■期間／2020年11月11日（水）～2021年2月14日（日）
■時間／17:00～23:00
■場所／＜樹木＞ビル北側・西側・南側
＜植栽＞北側・西側
■電球数／LED約9万球

オーロラ
フラワー

オーロラ
フラワー
夜

昼

つらら型

ビーズ in ボール
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【クリスマス・マーケット】

「Käthe Wohlfahrt ケーテ・ウォルファルト」
ドイツのクリスマスが
今年もミッドランドスクエアに登場！
クリスマスデコレーションの本場ドイツから、今年もクリスマス用品専門店
のケーテ･ウォルファルトがやって来ます。クリスマスツリー発祥の地ドイツ
には、さまざまな素材のオーナメントが豊富。そして心温まる木製の装飾品
やテーブルデコレーションまで。たくさんの品揃えから、今年のクリスマス
の思い出となるお気に入りを見つけてください。

■ 期間／11月20日（金）～12月24日（木）
■ 時間／11:00～20:00 ※最終日は16:00まで
■ 場所／商業棟B1Fアトリウム

ミッドランドスクエアのクリスマスマーケット・ショップに関して
ホワイトとブルーを基調にしたショップにいたしました。本店のあるローテンブルク
の家並みのような家々の中に、エルツ山地地方の木製品やテーブルデコレーションな
ど、それぞれ違った商品を展開していきます。ショップの中央にはツリーを配置し、
日本の他ではまず見られないデコラティブなガラスボールやフォームグラスもたくさ
んご用意しました。ぜひその輝きをご覧ください。その周辺にはさまざまなツリーオ
ーナメントを配置します。数多くの品揃えから、あなたの、そして我家のクリスマス
に毎年欠かせない愛着の湧くクリスマス飾りをお求めいただきたいと願っています。

今年のイチオシアイテム
いずれもケーテ･オリジナル商品から
○限定版キンダートラウム クリスマスの季節シリーズ
ケーテがお届けする最高峰の木工品。木製のお人形に細密画を施した限定生産品。
クリスマスを間近に控えた華やぐクリスマスマーケットと人々の様子を、
綿密な筆遣いでノスタルジックに表現しました。
○卵形のお香人形「スモーキー」
クリスマスのスモーキー、職業スモーキー、アニマルスモーキーなどありますが、
今年のスモーキー･オブ・ザ・イヤーは「松ぼっくりマン」です。
○フォームグラス「ガラスのポエジー」
楽器、鳥、動物、スノーマン、サンタクロースなど、可愛いものからエレガントな
ものまで。口吹きガラスに彩色を施したハンドメイド。キラキラと輝きます。
○毎年集めるのが嬉しくなる「楽しい雪の日」コレクティブル
ドイツのクリスマスマーケットをジオラマ風に再現した木製のお人形シリーズ。
毎年少しずつ集める楽しみが広がります。
○木製オーナメントシリーズ「カントリー」「フロスティー」「ウィンター」など
小さな木のパーツを丹念に組み合わせ彩色したミニチュアです。毎年増やして、
大事にツリーに飾りましょう。
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【その他イベントおよびキャンペーン】

「Martelli」POP UP SHOP
■ 日時／11月11日（水） ～17日（火） 11:00～20:00 ※最終日時間未定
■ 場所／商業棟2Ｆ特設スペース
■ 内容／なごのキャンパスにアトリエを持つ帽子作家・川部雅広による
ブランド「マッテルリ」のポップアップショップ。
秋冬の帽子やヘアアクセサリーの新作をご覧いただけます。

「金城学院中学校・高等学校クリスマスコンサート」
■ 日時／12月25日（金）
14:00～ 弦楽アンサンブル／16:00～ ハンドベル・クワイア
■ 場所／商業棟B1Fアトリウム
■ 内容／金城学院中学校・高等学校の生徒による、
弦楽アンサンブル、ハンドベル・クワイアの演奏。

「オフィシャルInstagramフォトコンテスト」
■ 期間／11月11日(水）～12月25日（金）
■ 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クリスマス2020」とハッシュタグをつけて
ミッドランドスクエア公式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。
ご応募の際は必ず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。

「 De CASTELLI（デカステッリ）ショールーム」
■ 期間／ 2020年12月2日（水）～1月31日（日）11:00～20:00
■ 場所／商業棟2Fメンバーズカウンター横イベントスペース
■ 内容／ミラノ・サローネで注目を集め、2020年6月より日本での販売が
開始された、イタリアの高級メタルファニチャーブランド「デカステッリ」。
類稀なる金属加工のノウハウは、四世代に渡り受け継がれてきた
優れた生産技術がベースとなっており、洗練されたアートそのものです。
今回のクリスマスツリーのクリエイティブチームでもある「アイチ金属」に
よる期間限定イベント。全く新しいタイプの家具を是非ツリーと共にご覧下さい。
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【クリスマス~年末年始 限定商品・限定メニュー（一例） 】
＜クリスマスグッズ＞

＜クリスマスファッション＞

3F
マチュリテ
ラインストーンS
各￥660（税込）
フロックディア
各￥715（税込）

3F
フェリージセレクション
バッグ￥75,900（税込）
本物の良質なレザーにこだわる
フェリージが、今季初めてエコ
ファーを採用。エコファーの巾
着は、単体でラフに持つことも
可能です。

ブルーの小物たちが特別な聖夜
を演出します。

＜クリスマスディナー＞

＜クリスマスディナー＞

42F
エノテーカ ピンキオーリ
Menu di Natale 2020
￥20,000（税サ抜）

42F
オーベルジュ・ド・リル
ナゴヤ
Menu de Noël
￥18,000（税サ抜）

前菜、魚料理、パスタ、肉料理、デザ
ート、小菓子、コーヒー
※2日前までに要予約
※12/20～25限定（ディナーのみ、
12/24は2部制）※写真はイメージです

前菜、魚料理、肉料理、デザー
トなど全6品
※前日までに要予約
※12/19~27限定（ディナーは2
部制) ※写真はイメージです

＜クリスマスケーキ＞

＜クリスマスケーキ＞

BIF
ベーカリー＆レストラン 沢村
沢村のシュトーレン
大￥2,786、小¥1,515（税込)

B1F
ディーン＆デルーカ
プレジール マロン
￥4,000（税抜）

自家製サワー種の生地が風味豊か、
ベーカリーのこだわりが
詰まっています。
※予約受付中
※11月中旬~12/25限定販売

フランス人シェフによる、特別
なブッシュ・ド・ノエル。
※要予約
※予約受付中
※限定20台
（引き渡し期間：12/22~25）

＜おせち＞

＜お歳暮・ギフト＞

4F
蔵人厨 ねのひ
おせち
7寸2段￥26,000（税抜）他

41F
京都吉兆
迎春栗・黒豆セット
￥5,400（税込）

心尽くしのおせち料理と、おめで“たい
”鯛の祝い飯をセットにして、大晦日に
ご自宅まで配送します。
※要予約 ※～11/30予約受付
※数量限定、売り切れ次第終了（引き
渡し期間：12/31、配送のみ、配送料
￥1,000（税抜）を別途頂戴いたします

新春の食卓に喜ばれる栗の甘露
煮と黒豆をセットでご用意しま
した。
※12/1～期間限定
※数量限定、売り切れ次第終了
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【キャンペーンカレンダー】
日

付

施

策

日

付

11/1（日）

12/1（火）

11/2（月）

12/2（水）

11/3（祝）

12/3（木）

11/4（水）

12/4（金）

11/5（木）

12/5（土）

11/6（金）

12/6（日）

11/7（土）

12/8（火）

11/9（月）

12/9（水）

11/10（火）

12/10（木）
クリスマスCP開始、マッテルリ、インスタフォト

12/12（土）

11/13（金）

12/13（日）

11/14（土）

12/14（月）

11/15（日）

12/15（火）

11/16（月）

12/16（水）

11/17（火）

12/17（木）

11/18（水）

12/18（金）

11/19（木）

12/19（土）

12/21（月）

11/22（日）

12/22（火）

11/23（祝）

12/23（水）

11/24（火）

12/24（木）

11/25（水）

12/25（金）

11/26（木）

12/26（土）

11/27（金）

12/27（日）

11/28（土）

12/28（月）

11/29（日）

12/29（火）
※12/24まで

インスタフォト続き

「De CASTELLI」ショールーム

12/20（日）

ケーテ・ウォルファルト

11/21（土）

11/30（月）

ケーテ続き

12/11（金）

11/12（木）

11/20（金）

策

12/7（月）

装飾設営

11/8（日）

11/11（水）

施

※12/25まで

金城学院コンサート

クリスマスCP終了
※館外イルミは2/14まで

12/30（水）
12/31（木）

年末年始営業のご案内

1/1（祝）

■ 12月30日（水）まで通常営業
※物販11:00～20:00、飲食11:00～23:00 一部店舗除く
■ 12月31日（木）18:00まで営業
※レストランはランチ営業にて終了
■ 2021年1月1日（金・祝） 休業
※ミッドランドスクエアシネマのみ通常営業
■ 2021年1月2日（土）より通常営業

1/2（土）

※「De CASTELLI」は～1/31（日）

※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。
また今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、今後開
催予定イベントを中止させていただく場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願い致します。

＜ 取材に関するお問合せ先 ＞

東和不動産株式会社
商業運営部 渡辺 070-6588-8183／林 070-5562-0383（外部PR）／ FAX：052-527-8801
総務部 田中／岩村 TEL：052-584-7112 FAX：052-584-7117
8

