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ミッドランドスクエア

ミッドランド・アニバーサリー2022

ミッドランドスクエアが贈る旅 ─15年の感謝と新たなる旅立ち─

SDGsマルシェ、ホワイトデーポップアップ、アトリウムコンサートなど開催

ミッドランドスクエアは2022年3月6日（日）、グランドオープンから15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。

15周年に際し感謝を込めて、3月４日（金）～31日（木）、「旅」をテーマに『ミッドランド・アニバー

サリー2022』を開催いたします。商業棟B1Fアトリウムに搭乗ゲートを模した特設モニターを設置し、15

年の歩みに想いと共に、当館の世界観をCG映像とサウンドで紹介。期間中は併せて、恒例のホワイトデ

ーポップアップ、好評のSDGsマルシェ、アトリウムコンサート、北海道・沖縄の航空券などが当たるプ

レゼントキャンペーン等を実施いたします。

皆様方に新たな出会いをお楽しみいただけるよう、ミッドランドスクエアの次なる旅がはじまります。

【タイトル】

Midland Anniversary 2022
2022年3月4日（金）～3月31日（木）

【テーマ】

ミッドランドスクエアが贈る旅
─15年の感謝と新たなる旅立ち─

【コンセプト・コピー】

さぁ、めくるめく出会いの旅へ。

旅にときめく。旅にいろめく。

美しい絶景に息をのみ、異国の料理に舌を溶かし、

刺激的なアクティビティに胸躍らせる。

旅にはいつも、新しい自分との出会いがある。

琴線を震わす、非日常の連続。

MIDLAND SQUARE AMAZING JOURNEY

15年の、ありがとう。

そして、またこれからも。

あなたの心に刻めますように。
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キャンペーンビジュアル



搭乗ゲートを模したモニターが登場！

旅が恋しいあなたに♪ポップなCGイラスト映像で、

ミッドランドスクエアの世界感へとご案内いたします。
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【館内装飾・演出】

商業棟B1Fアトリウム

搭乗ゲート風モニター

めくるめく、５つのミッドランド島へ！
“MIDLAND SQUARE AMAZING JOURNEY”

ミッドランドスクエア商品カテゴリーを“島”になぞらえ、

“島々”を旅する映像ストーリーを作成。

ここちよいサウンドとCGイラストで、

ミッドランドスクエアの魅力を旅する

ポップなプロモーションムービーをお届けします。

【アーティスト】

ヴィジュアルデザインスタジオ

WOW inc.

東京、仙台、ロンドン、サンフランシスコに拠点を置くビジュアル

デザインスタジオ。CMやコンセプト映像など、広告における多様な

映像表現から、さまざまな空間におけるインスタレーション映像演

出、メーカーと共同で開発するユーザーインターフェイスデザイン

まで、既存のメディアやカテゴリーにとらわれない、幅広いデザイ

ンワークをおこなっている。

さらに、最近では積極的にオリジナルのアート作品やプロダクトを

制作し、国内外でインスタレーションを多数実施。作り手個人の感

性を最大限に引き出しながら、ビジュアルデザインの社会的機能を

果たすべく、映像の新しい可能性を追求し続けている。

ファッション島

レストラン・カフェ島

ラグジュアリー島

シネマ島

スカイプロムナード島

※写真はイメージです。



キャンペーンビジュアルを用いた装飾で

館内各所を華やかに演出します。
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【館内装飾・演出】

商業棟3Fエスカレーター付近足下

プロジェクター動画投影

※写真はイメージです

商業棟2F・4Fブリッジ

光床面に出力シート

商業棟B1F・エスカレーター裏

プロジェクターで動画を投影

商業棟B1F～4F吹き抜け

天井吊りバナー



MIDLAND SQUARE 15th ANNIVERSARY

サスティナブル・フィフティーン・マルシェ
～地球にも、からだにもやさしいマルシェ。～

【SDGsイベント】

ご好評につき4回目の開催となるSDGsマルシェ。「いいものを長く使っていただく」というコンセプトの下、

ごみを減らすためのRではじまる5つの行動「5R」、農業、職人、障がい者支援、そして健康を考えたオー

ガニックな暮らしなど、持続可能な世界のために、地球や体にやさしいマルシェを開催し、SDGsへの啓蒙

活動を行います。また今回は「15周年」にちなんで、「いちご」スイーツなどの「15」アイテムもご用意い

たします。

■ 期間／2022年3月17日（木）～19日（土）、24日（木）～26日（土） 11:00～18:00

■ 場所／商業棟4F特設イベントスペース

■ 主催／ミッドランドスクエア

■ 企画／オレンジ・コミュニケーションズ

■ 運営／津島農縁塾みんパタProject、SARTO NAGOYA、豊田合成株式会社Re-S ×ALIVE格闘技道場 他
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『みんパタ・石原農園・石浜芸農』旬の野菜

『りんねしゃ STOPフードロス』オーガニック食材

『かしここBAKE』オーガニック素材の焼き菓子

『和菓子菓寮ocobo』あんみつ、和菓子

『暮らすファームSunpo』リース、ブーケ、農家のお弁当

『コヤギ』真鍮アクセサリー

『CALUM』尾州のリネンクロス

『ANKLE』クリアケース

『MYHOUSE 山の麓の雑貨と喫茶』ジビエのグリルプレート、

ジビエソーセージ

『椿井木工舎』木工雑貨、家具

『Transition Equipment』残糸を使った靴下

『豊田合成株式会社Re-S ×ALIVE格闘技道場』命を守る布

『兵左衛門』間伐材、箸

『SARTO名古屋×にじなみPLUS』洋服お直し、障がい支援

施設、雑貨、アクセサリー

『幸兵衛窯』リサイクル焚きつけ用薪

【出展店舗の一例】

“15（いちご）”スイーツ

『はらぺこ菓子店天秤堂』イチゴパフェ、焼き菓子

『人々』いちごのタルト、スコーン

『Riso』イチゴ尽くしのパン

『喫茶coeri』いちごを使ったデザートプレート

『かしここBAKE』いちごを使った焼き菓子

『コーヒーMUTE』いちごドーナツ

『ginaとコケシ』いちごと桜のロールケーキ 他多数

“旅”するマルシェ

『雑貨トリコ』東欧・北欧アンティーク雑貨

『rumsflicka』フランス

『Antiques&Crafts880』トルコ

『Hanuel』韓国

『追分八百屋』長野県軽井沢

『椿井木工舎』長野県木曽

※写真はイメージです

【15周年記念商品の一例】



リサイズ・リペア

いいものを長く大切に着る

ために、加齢やトレンドの

変化に合わせ洋服、靴、時

計をリサイズ、リメイクし

ます。

海洋保護

微生物による100％天然成

分の洗浄剤。植物由来、

海を守る洗剤の販売。

障がい者支援

障がい者支援施設「にじな

みPLUS」によるエプロン、

マスク、小銭入れ等の展示

販売。

アップサイクル

豊田合成Re-Sによるエア

バッグ残布から再利用さ

れた強くて軽いバッグ、

エプロンを販売します。

リユース

古い物を大切にし、ゴミを

減量。アンティーク、ヴィ

ンテージ 雑貨、食器、アク

セサリー等の販売。

工芸・地元企業応援

地元作家によるクラフト

雑貨。新しい命を吹き込

む、ドライフラワーや再

生プラスチック雑貨など

アイテムを出品。

農業支援

空農地利用の放牧で育った

グラスフェッドビーフやラ

ム、鹿などジビエの里山蓄

養グリル。廃棄されてしま

う部位も熟成処理等でフー

ドロス減少。

安心安全・農福連携

無農薬、遺伝子組み換え

でない、安心安全オーガ

ニック野菜の販売。障が

い者との農福連携野菜の

販売と活用。
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ミッドランドスクエア サスティナブル・マルシェでは、

さまざまな角度からSDGsに取り組んでいます。

フードロス

賞味期限はまだ先なのに流

通に載せられなかった

売れ残りのフードロス商品

をセール販売。

再生紙・エコバッグ

サインパネル、ボード、

スプーン、皿等もできる

だけ再生紙を利用。

可能な限りお客様にも

エコバッグの利用を促進。

【SDGsイベント】
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『Nippon Domannaka Learning Culture

MIDLEARNING(ミッドラーニング)』
日本の真ん中に学びの文化を創る。

ミッドランドスクエアの立地・建物・環境の利便性を活かし、名古

屋の教育文化を促進するとともに、SDGsが掲げる目標の一つ「質

の高い教育をみんなに」の達成をめざします。学生たちの集中して

映像を見るという点において最適な「映画館」を使って、学びのイ

ベントを実施します。

■ 日時／2022年3月25日（金）14:00～18:30

■ 場所／ミッドランドスクエアシネマ スクリーン３＜171席＞

ミッドランドスクエア公式インスタライブ配信

■ 参加費／1,000円（事前予約制）

■ 上映作品（候補）／椙山女学園大学

自然環境や生物多様性に関連する学生作品

※詳細は15周年特設ページ（https://www.midland-square.com/15th/）

でご確認ください。

【SDGsイベント】

地域貢献事業＆若手アーティスト育成・支援

『アトリウムコンサート』

ミッドランドスクエアでは、文化の醸成や賑わいを創出するため、

地元大学生・演奏家と連携し、若手アーティストの育成・支援をめ

ざし、定期的にコンサートを開催しています。

コロナ禍の中、2年ぶりの再開を図ります。

■ テーマ／ 「世界を巡る音楽の旅」

■ 日時／2022年3月23日（水）・25日（金）・28日（月）

17:00～（1ステージ／約45分）

■ 場所／商業棟B1Fアトリウム

■ 内容／

23日（水） テオフィルス弦楽四重奏団

（1st ヴァイオリン 綾川智子、2ndヴァイオリン 原沙登子、ヴィオラ 近藤健司、チェロ 河井裕二）

25日（金） ヴァイオリンデュオ

（ヴァイオリン 安保有美＋ピアノ シュトラーラ美保）

28日（月） チェロデュオ

（チェロ 黒田るり＋ピアノ 飯田愛実）
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『ミッドランド・ホワイトデー』

ポップアップショップ

日頃の感謝の気持ちを込めて、ホワイトデー限定商品なども

たくさん取り揃えています。

■ 期間／2022年3月11日（金）～14日（月）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、ビチェリン、

サロン・ド・モンシェール、ブルーエッジ、

ユルガ

『インドゥエリス』

ポップアップストア

「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。

■ 日時／2022年3月3日（木）～13日（日）

11:00～19:00 ※最終日は18:00まで

■ 場所／商業棟2Fイベントスペース

『イクエワキ×セタイチロウ』

ポップアップストア

光から生まれる彩りを感じて生み出すジュエリー「イクエワ

キ」と、オリジナル素材や美しいパターンの洋服を展開する

「セタイチロウ」が大人の女性へのエレガンスを提案するポッ

プアップストアを開催します。

■ 期間／2022年3月25日（金）～4月3日（日）

11:00～19:00 

■ 場所／商業棟2Fイベントスペース

【イベント】

※昨年事例
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『スカイプロムナード

春休み小学生入場無料』キャンペーン

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、入場を無料にいたします。春休みの思い出づくり

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。

■ 日時／2022年3月4日（金）～4月10日（日）

■ 場所／オフィス棟42F「スカイプロムナード」

『カフェ&グロサリークーポン』

プレゼント

クーポン配布期間中、対象店舗をご利用いただいたお客様へ、1会

計3,000円（税込）以上で一枚使用できる500円OFFクーポンをプ

レゼント。

■ クーポン配布期間／3月4日（金）～15日（火）

■ クーポン利用期間／3月16日（水）～31日（木）

■ 対象店舗／ピエール マルコリーニ、TOMIZ（富澤商店）、デ

ィーン&デルーカ、石昆、サロン・ド・モンシェール、ベーカリー

&レストラン 沢村、ラスール オーバカナル、ビチェリン、サンタ

・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア

『マルシェで使えるクーポン』

プレゼント

期間中、1F・2F・3Fの物販店舗をご利用されたお客様に、サステ

ィナブル・フィフティーン・マルシェで使える300円分のクーポン

券をお渡しいたします。

■ 期間／3月17日（木）～19日（土）

3月24日（木）～26日（土）

【キャンペーン】 ※写真はイメージです
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【キャンペーン】

航空業界応援！

ANAタイアップ『ANA PV』上映

搭乗ゲート風モニターでは、 ANA 機内降機ビデオ「想

いを、翼にのせて」のほか、ANAプロモーション映像を

1日数回上映いたします。

コロナ禍に空港のANA格納庫にてヴァイオリニスト葉加

瀬太郎氏の声がけで、ANA社員によるオーケストラとの

コラボが実現！搭乗曲にもなっている「Another Sky」の

感動のセッションをお楽しみください。

ミッドランドスクエアメンバーズカード会員限定

『15th ANNIVERSARY スペシャルプレゼント』キャンペーン

15年のご愛顧に感謝して、想い出に残る素敵なプレゼントが当たるスペシャルキャンペーンを

ご用意いたしました。この機会にぜひご応募ください！

■ 日時／2022年3月17日（木）～25日（金）

■ 場所／商業棟棟2Fメンバーズカードカウンター

■ 内容／期間中、10万円以上（合算可）お買い上げのメンバーズカード会員を対象に、

2Fメンバーズカードカウンターにて応募受付。抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。

詳しくは近日、ミッドランドスクエアホームページにて、情報公開いたします。

■ 賞品一覧

“旅”が恋しいあなたに！

15thアニバーサリーのテーマ「旅」に

ちなんで、素敵な空の旅をプレゼン

トいたします。

北海道ペア航空券

沖縄ペア航空券

◆対象クラス／プレミアムクラス

“SDGs”なあなたに！

人気ファッションデザイナ、ー

SOMARTA 廣川玉枝さんが手掛けた

ミッドランド・クリスマス2021のド

レスツリーを、今度は素敵なドレス

にリメイクします！

リサイクルドレス

リサイクルクッション

“ショッピング＆グルメ”を

楽しみたいあなたに！

15thアニバーサリーのテーマ「旅」に

ちなんだ食やグッズをプレゼント。

ミッドランドスクエア

スカイレストラン ペアお食事券

その他ショップよりファッション雑

貨、コスメ、スイーツなど

※諸条件等、詳しくはミッドランドスクエアホームページをご覧ください。
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2F ザ シークレットクロ
ゼット

オーバーサイズ
フィットのステンカラ
ーコート

コート
￥220,000（シクラス）

3F ケイト・スペード ニ
ューヨーク

スペードフラワー パタ
ーンにチェリーブロッ
サムが描かれた新作

バッグ
￥52,800（ケイト・ス
ペード ニューヨーク）

B1F 土屋鞄製造所

機内持ち込みサイズ、
機能性も抜群！

スーツケース
￥198,000
（土屋鞄製造所）

3F 三陽山長

毛足の美しいインポー
トスエードを使用

シューズ
各￥75,900
（三陽山長）

3F パパス

時代に追従しない
男の着こなし

ブルゾン ￥74,800
セーター ￥33,000
パンツ ￥35,200
ストール ￥31,900

3F マルティニーク

マルティニーク別注の
ハーフ丈“バンウェル”
ノーカラーコート

コート
￥39,600
（トラディショナル ウ
エザー ウエア）

【春のオススメアイテム（一例）】

3F エポカ ザ ショップ

フラワープリントの
チュールスカート

スカート
￥26,400
（エポカ ザ ショップ）

3F ジートランス

遊び心と機能性を併せ持つサングラス

アイウェア 右￥46,200（アキット）、
左￥41,800（フォーナインズ）

2022.3.4  New Open!

※記載の価格は税込



11

42F エノテーカ ピンキオーリ

トスカーナパンを巻いて焼き上
げた北海道産キンキ ツブ貝と豆
類のインティンゴロ
コース料理￥19,800～（税込）
の一品
※別途サービス料10%を頂戴いたします
※～5月31日期間限定 ※ランチコースや
アラカルトでもご注文いただけます

41F 京都吉兆

＜15周年記念＞
15周年特別懐石
フロア席ペア￥121,000／
個室ペア￥139,150（各税サ込）
※3月1日～3月31日期間限定
※2日前までに要予約 ※写真はコースの
イメージです ※3名様以降はおひとり様
＋￥55,000～にて承ります

B1F ディーン＆デルーカ

＜15周年記念＞
天むすと4種の手毬わっぱ
￥1,515（税込）
※3月の土日祝限定販売
※数量限定

4F ビストロイナシュヴェ

＜15周年記念＞
桜鯛と桜海老のブイヤベース仕
立て 春の香り
￥2,700（税込）
※3月～期間限定
※コースでもご注文いただけます（＋
￥1,500） ※写真は2名様分です

4F バル デ エスパーニャ ムイ

＜15周年記念＞
愛知県産知多ポークと春野菜の
アヒージョ
￥900（税込）
※3月1日～4月30日期間限定（ディナーの
み）
※写真に使用している春野菜は一例です

4F うなぎ四代目菊川

＜15周年記念＞
春菜御膳
￥3,500（税込）
※3月1日～4月30日限定（ランチのみ）
※仕入れにより内容を変更する場合があり
ます

4F 紗羅餐（さらざん）

国産筍 醤油焼き
￥2,300（税込）
※価格は仕入れ状況により変動あり
※筍が入荷する時期限定（ディナーのみ）

41F ブルーエッジ

桜舞（おうぶ）￥1,800（税込）
泡桜￥1,600（税込）
※桜の時期の期間限定
※ディナータイムは別途席料￥1,000を
頂戴いたします

4F フジヤマ55 ミッドランド ラ
ーメン スタンド

＜15周年記念＞
フジヤマ55×55カレーコラボ
カレーつけ麺 ￥1,080（税込）
※3月2日～期間限定 ※1日5食限定

【 15周年記念メニュー＆春のオススメメニュー（一例）】



日 付 施 策

3/3（木） ●インドゥエリス

3/4（金） 【START】●15th MIDLAND ANNIV. ●小学生入場無料 ●カフェクーポン配布

3/5（土）

3/6（日）

3/7（月）

3/8（火）

3/9（水）

3/10（木）

3/11（金） ●ホワイトデー

3/12（土）

3/13（日）

3/14（月）

3/15（火）

3/16（水） ●カフェクーポン利用

3/17（木） ●マルシェ ●スペシャルプレゼント ●マルシェクーポン

3/18（金）

3/19（土）

3/20（日）

3/21（月・祝）

3/22（火）

3/23（水） ●アトリウムコンサート

3/24（木） ●マルシェ ●マルシェクーポン

3/25（金） ●アトリウムコンサート ●イクエワキ×セタイチロウ ●ミッドラーニング

3/26（土）

3/27（日）

3/28（月） ●アトリウムコンサート

3/29（火）

3/30（水）

3/31（木） 【END】

4/1（金）

4/2（土）

4/3（日） 4/10まで

【イベント／キャンペーンカレンダー】

1212

東 和 不 動 産 株 式 会 社
商業運営部 渡辺 070-6588-8183／林 090-3448-2707（外部PR）／ FAX：052-527-8801

総務部 田中／岩村 TEL：052-584-7112 FAX：052-584-7117

＜ご注意ください＞ イベント等の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染リスクを十分に配慮し、マスク、消毒、検温等、感染を防ぐための対
策を講じた上で開催いたします。しかしながら、今後の新型コロナウイルス感染症の流行拡大とそれに伴う社会情勢を受けまして、開催予定イベント
を予告なく中止・変更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


