
 
報道機関各位                           平成 20 年 10 月 22 日 

  (中部経済産業記者会、名古屋経済記者クラブ) 

                  東和不動産株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社毎日新聞社  
      

ミッドランド スクエア クリスマス～年末・年始 

ビル壁面演出等 実施のご案内 

  

  ミッドランド スクエアでは、クリスマスから年末・年始のシーズンを迎えるにあたり、名古屋駅

周辺の活性化・賑わいの創出を目的として、ビル壁面の演出・周辺樹木へのイルミネーションな

ど下記の内容で実施いたします。 

毎年、市民の皆様方から「珍しい、おもしろい」とご好評をいただいております高層棟(オフィ

スタワー)の壁面演出や、ビル外周植樹へのイルミネーション、低層棟(商業棟)南側の壁面イル

ミネーションなど昨年同様「見て、来て、楽しんで」いただく企画・演出をさせていただきます。 

―記― 

■ミッドランド スクエア クリスマス～年末・年始 実施内容 

（１）壁面絵文字他 

実施内容 場所 方法 期間 

ビル壁面への絵文字 

 

 

オフィスタワー 

東・北・南面 

 

ブラインド制御に 

よる絵文字演出 

 

11/28～1/3 

（18：00～23：00） 

※12/26～・1/1～ 

  絵文字変更 

ビル外周樹木・植栽 

イルミネーション 

 

ビル南側外壁 

イルミネーション 

ビル西･南側 

樹木・植栽 

 

ビル南側壁面 

 

ＬＥＤ／光ファイ

バーによる装飾 

 

 

11/７～1/12 

（17：00～23：00） 

 

 

クリスマスツリー 

 

 

 

館内装飾 

 

オフィスﾀﾜｰ１Ｆ 

エントランス 

商業棟 B1F 

アトリウム 

 

商業棟 1F・2F 

     41F・42F 

クリスマスツリー 

設置 

カルティエ 

クリスマスツリー 

 

巨大リース他 

 

11/29～12/25 

 

11/29～12/25 

(予定) 

11/７～1/12 

(リースは～12/25） 

※商業棟クリスマスキャンペーンの詳細につきましては、別紙ご参照  

 

 



 

 

（２）屋外展望施設「スカイプロムナード」年末年始営業 

12 月 30 日（火）まで  通常営業 

12 月 31 日（水）     18:00 まで営業 

 ’09 年 1 月 1 日（木・祝）   １6:00～13:00 

      【イベント】ミッドランド スクエアから初日の出を見よう！ 

             ※ご来場の方へ、おしるこサービス（予定） 

‘’09 年 1 月 2 日（金）より   通常営業 

   ※雨天・強風などの場合、入場制限や閉鎖をさせていただく場合がございます。 

 

■参考資料 

 

 ・ビル壁面絵文字（昨年事例）              ・樹木イルミネーション（昨年事例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ビル南側外壁イルミネーション（昨年事例）      ・オフィス棟クリスマスツリー（昨年事例） 
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ミッドランド スクエア ショップ＆レストラン 

クリスマスキャンペーン「Ｓｉｌｅｎｔ Ｗｈｉｔｅ Ｘｍａｓ」 

開催のご案内 

 

   

ミッドランド スクエア ショップ＆レストランでは、11 月 7 日（金）より 

クリスマスキャンペーン「Silent White Xmas」を開催いたします。 

 本キャンペーンでは、ミッドランド スクエアとカルティエのコラボレー 

ションＸｍａｓツリーやキャンペーンのテーマカラーを用いた巨大リース、 

館内各所への装飾などでクリスマスムードを盛り上げるとともに、プレゼ 

ントキャンペーンや、限定商品の販売、飲食店舗でのディナーなど、 

クリスマス気分を満喫いただけるキャンペーンとなっております。 

 ミッドランド スクエア クリスマスキャンペーン「Silent White Xmas」の 

概要は以下の通りです。 

 

 

 

～ミッドランド スクエア クリスマスキャンペーン「Silent White Xmas」開催概要～ 

  

●展示装飾 

 

 

・カルティエ クリスマスツリー 

期   間 ： 2008 年 11 月 29 日（土）～2008 年 12 月 25 日（木） 予定  

場   所 ： 商業棟 B1F アトリウム 

 

                                11 月 29 日（土）から B1F アトリウムに「カルティエ」 

                                クリスマスツリーが出現します。 

                                このブランドの象徴的なパッケージ「レッドボック 

                                ス」を積み上げた、洗練と遊び心いっぱいのツリー 

                                が、この冬、ミッドランド スクエアの顔に。 

                                深紅のボックスは本物と同じラッピングを施したと 

                                いうこだわり。 

 

 

 

 

 

 

3

（写真はイメージです） 



 

 

・館内装飾 

  期   間 ： 2008 年 11 月７日（金）～2008 年 12 月 25 日（木） 

  場   所 ： 商業棟 1F～4F 吹き抜け周り他 

 

  本年のミッドランド スクエア クリスマスのテーマカラーは「Silver & White」。そのテーマカラー

で館内各所を飾ります。また、3F～4F ブリッジ付近には巨大リースが出現、きらめくリースの前

は、絶好の撮影ポイントになることと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

●プレゼントキャンペー

期   間 ： 2008 年 1

対象店舗 ： ミッドラン

実施内容 ： 期間中、

カード会員

ミッドランド

         なお、メ

ます。 

 ＜プレゼント商品の一例

 

ケイト・ス
＜

 【プレゼント
spring isla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（写真はイメージです） 

ン 

1 月 7 日（金）～12 月 25 日（木） 

ド スクエア メンバーズカード加盟店 

対象店舗で 5,000 円以上（税込）ご購入・ご飲食いただ

様の中から抽選でミッドランド スクエア 「Xmas Book

 スクエアお買い物券をプレゼントいたします。 

ンバーズカード会員でない方でも、ご入会いただければ

＞ 

ペード ニューヨーク 
商業棟 4F＞ 

 
商品】 
nd／kaylee（左下） 

4

ジョン スメドレー
＜商業棟 4F＞ 

 
【プレゼント商品】マフ
（写真はイメージです） 

いたメンバーズ 

」掲載の商品や  

ご応募いただけ

 

ラー 



 

 

●ミッドランド スクエア プレミアムメンバーズカード会員様限定サービス 

期   間 ： 2008 年 11 月 7 日（金）～12 月 25 日（木）予定 

対象店舗 ： ミッドランド スクエア メンバーズカード加盟店 

実施内容 ： 期間中、プレミアムメンバーズカード会員様限定で、カード 

        提示でのサービスを実施いたします。 

①駐車場 2 時間無料サービス 

②ワンドリンクサービス（2F コヴァ又は 3F サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア） 

※①または②のいずれかのサービスをご利用いただけます。 
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●限定商品・新商品のご案内 

 

  キャンペーン期間中、様々な店舗でクリスマス限定商品を販売いたします。 

 ＜限定商品の一例＞ 

ヴァン クリーフ＆アーペル 
＜商業棟 1F＞ 

 
①ラッキー スター ペンダント 2008 年限定 
（18 金イエローゴールド・白蝶貝） 
               ¥136,500 
②スウィート アルハンブラ ブレスレット 
（18 金ピンクゴールド・カーネリアン） 
               ¥126,000 
③スウィート アルハンブラ ペンダント 
（18 金ピンクゴールド・カーネリアン） 
               ¥210,000 
④チャームウォッチ（PG）  ¥1,921,500 
⑤チャームウォッチ（WG）  ¥3,255,000  

ショーメ 
＜商業棟 1F＞ 

 
①アトラップ・モワ  Xmas 限定 
             （左）¥231,000
②アトラップ・モワ リング 
             （中）¥661,500
③アトラップ・モワ ペンダント 
             （右）¥756,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヴァルカナイズ 
＜商業棟 3F＞ 

 
①「ホワイト・スター」21 インチトロリーケース

（グローブ・トロッター）     ¥163,800 
②「キャンディ」13 インチヴァニティケース

（グローブ・トロッター）      ¥81,900
※ともに 2008 年秋冬限定

 

 

 
クリスチャン トルチュ 

＜商業棟 B1F＞ 
 

ノエルリース ¥10,500 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フォートナム・アンド・メイソン 
コンセプトショップ 
＜商業棟 B1F＞ 

 
クリスマスショートデコレーション 

              ¥3,150 

ピエール マルコリーニ 
＜商業棟 B1F＞ 

 
Noel de Pierre 

（ノエル ドゥ ピエール） ¥5,985 

 

 

 

 

 

●クリスマスディナーのご案内 

＜一例＞ 

オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ 
＜オフィス棟 42F＞ 

 
Menu de Noel  ¥23,730（税・サ込）

ブルーエッジ 
＜オフィス棟 41F＞ 

 
Christmas Pair Dinner Course 
     お二人でで¥30,000（税・サ込）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エノテカ ムーロ 
＜商業棟 4F＞ 

 
クリスマスディナーコース 
“ナターレ”      ¥8,400 

ピッツェリア イゾラ 
＜商業棟 4F＞ 

 
Xmas ディナー  ¥8,500 
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●「MS（ミッドランド スクエア）発 お歳暮」 ～大切な方に、1 年間の感謝を込めて～ 

期   間 ： 2008 年 11 月 1 日（土）～12 月 15 日（月）予定 

開催場所 ： 商業棟 B1F エスカレーター横 

実施内容 ： 期間中、参加店舗によるお歳暮におすすめの商品を展示いたします。大切な方 

への贈り物にふさわしい商品をミッドランド スクエアでお選びください。 

参加店舗 ： ディーン＆デルーカ、ピエール マルコリーニ、箸ギャラリー門、紫野和久傳 

フォートナム・アンド・メイソン・コンセプトショップ、クリスチャン トルチュ、      

サンタマリア・ノヴェッラ・ティサネリア、コヴァ、松山閣 松山 

 

 

●堂島ロールが人気の「サロン・ド・モン シュシュ」、11 月 10 日（月）オープン 

プレス向け先行内覧会開催（11 月 7 日開催） 

ミッドランド スクエアでは、2008 年 11 月 10 日(月)10 時、商業棟地下 1 階に大阪・堂島の    

スイーツショップ「Salon de Mon chou chou（サロン・ド・モン シュシュ）」がオープン致します。 

オープンに先駆け、11 月 7 日（月）にプレス向け先行内覧会を開催いたします。参加ご希望

の方はお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

●ミッドランド スクエア×Domani タイアップ招待者限定イベント 

「スペシャル Xmas Party ミッドランドから、聖なる一夜の贈り物。（仮称）」開催 

開催日時 ： 2008 年 11 月 28 日（金） 18:30～20:00 

場   所 ： オフィス棟 5F ミッドランドホール 

実施内容 ： ミッドランド スクエアと女性ファッション誌「Domani」の 

コラボレーションでお贈りする ラグジュアリーなクリスマス 

パーティ。 

ミッドランドが誇るスカイレストランのフィンガーフードや 

ドリンクビュッフェをお召し上がりいただきながら、Domani 

の人気モデル・美香のトークショー、カルティエのクリスマ 

スツリー、ラグジュアリーブランドのクリスマスアイテム紹介、 

プレゼント抽選会など、盛りだくさん。またパーティの後は、 

ナイトショッピングもお楽しみいただけます。 

主     催 ： ミッドランド スクエア 

協     力 ： Domani編集部、カルティエ、キリンビール、メルシャンほか 

招 待 者  ： ミッドランド スクエア メンバーズカードプレミアム会員、Domani読者他 計250名様 
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●ミッドランド スクエア DEAN&DELUCA×中部電力タイアップイベント 

「IH COOKING SALON FOR XMAS」開催 

開催日時 ： 2008 年 11 月 22 日（土）・23 日（日） 11:00～20:00 

場   所 ： 商業棟 B1F アトリウム 

実施内容 ： ディーン＆デルーカ総料理長・村上英寿 

（むらかみ えいじ）氏等はじめシェフによる、 

IHクッキングヒーターを使ってクッキングショーを開催。 

ディーン＆デルーカの食材や調味料を用いて、 

クリスマスシーズンにぴったりのメニューをご紹介 

します。 

IHクッキングヒーターの調理体験コーナー、 

今話題のエコキュートの展示説明も同時開催。 

 

○IHクッキングショー 

         11月22日（土）・23日(日) 12:30、14:00、16:00 ＜両日3ステージずつ・約30分＞ 

         DEAN&DELUCAシェフによる食材・調味料紹介、クッキングショー、試食、レシピ配布 

         講師：DEAN&DELUCA総料理長 村上英寿 他   MC 稲葉寿美 

※客席はベンチ椅子約20名分（当日先着順）ですが、立ち見にて自由にご覧いただ 

けます。※試食は数に限りがございます。 

          

         ○IHクッキング体験 

         11月22日（土）・23日(日) 11:00～20:00 

         IHクッキングヒーターを使って、DEAN&DELUCA総料理長等おすすめ簡単メニュー

の調理体験と試食を行っていただけます。 

 

○DEAN&DELUCAオススメ食材コーナー 

 

         ○エコキュート展示コーナー 

          

         【プレミアムカード会員限定クリスマスプレゼント】 

         調理体験いただいたミッドランド スクエア プレミアムメンバーズカード会員様に、 

         ひと足早いクリスマスプレゼントとして、DEAN&DELUCAトートバッグミニを差し上げま

す。（各日先着150名様） 

 

主   催 ： ミッドランド スクエア DEAN&DELUCA 中部電力名古屋支店 
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●クリスマスライブ 

○Xmas JAZZ NIGHT 

出   演 ： YOKO（Vocal）、福田晃一（Guitar） 

開催日時 ： 2008 年 12 月 20 日（土） 17:10～／18:10～／19:10～ 

場   所 ： 商業棟 B1F アトリウム特設会場 

 

○Xmas CONCERT 

金城学院中学校・高等学校コンサート 

開催日時 ： 2008 年 12 月 24 日（水）・25 日（木） 16:00～／17:00 

場   所 ： 商業棟 B1F アトリウム特設会場 

実施内容 ： 金城学院中学・高校の生徒による、クリスマスにふさわしい弦楽アンサンブル・ 

ハンドベルクワイア・グリークラブの演奏をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【取材のご案内】  

ミッドランド スクエア クリスマス催事スタート 

11 月 7 日（金）1７：00 にイルミネーションなどが一斉点灯 

 

 別途ご案内の内容のように、「ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション」、「ビル樹木イルミネーショ

ン」、「商業棟クリスマス装飾」などを中心とした、ミッドランドスクエアのクリスマスキャンペーンが

11 月 7 日（金）よりスタートいたします。 

 つきましては同日 17：00 に、電飾関連の展示・装飾を一斉点灯いたします。ぜひご取材の

程、ご検討くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

■ミッドランド スクエア クリスマス電飾 一斉点灯■ 

 

日時：11 月７日（金）  １７：００～ 

 

場所： ①ビル外周樹木イルミネーション・・・・・・・・・・ ビル北・西・南側 街路樹 

 ②ビル南壁面ＬＥＤイルミネーション・・・・・・・・ ビル南側壁面 

 ③商業棟・スカイレストランクリスマス装飾・・・・・・・・商業棟 1F～4F 

 41・42Ｆスカイレストラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご取材予定の場合、恐縮ですが下記ミッドランドスクエア商業管理室までご一報ください。 

＜お問合せ先＞ 

東和不動産株式会社  総務広報室 浅井 

TEL：052-527-8521  FAX：052-584-7117 
 

ミッドランド スクエア 商業管理室 岩崎 

   TEL：052-527-8800（代表）FAX：052-527-8801 
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