
第１７－Ｇ０９号                             ２０１７年６月２７日 

無料でのシネマ上映やお得なバルなど 

プレミアムな新宿を楽しむ「新宿シネマ＆バル WEEK」開催 
 ７月２４日（月）～２９日（土）の６日間  

 

 小田急グループでは、新宿エリアで映画の鑑賞や食べ歩き・飲み歩きなどが楽しめるイベント「新宿

シネマ＆バル WEEK」を、２０１７年７月２４日（月）～２９日（土）の６日間、開催します。 

 これは、「働く街で上手なＯＦＦを過ごす＝新宿スタイル」をテーマに、新宿の新たな楽しみ方をご提案

するイベントとして初めて開催するものです。新宿駅西口や新宿サザンテラスでは、アジア最大級の国際

短編映画祭、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジアの協力を得て「ショートフィルム」を

上映します。また、５５店舗が参加する大規模なグルメイベント「街バル」や、新宿中央公園では、一般

社団法人新宿観光振興協会と共同で「Screen @ Shinjuku Central Park ２０１７」を開催するほか、

７月２８日（金）のプレミアムフライデーには、「打ち水」や「浴衣着付けサービス」など、様々なイベント

を実施いたします。 

 

【イベント内容】 

 イベント 開催場所 開催日 

１ 

Screen @ Shinjuku Southern 

Terrace & Station 

（ミニシアターによるショートフィルム上映） 

新宿サザンテラス、 

小田急百貨店 

７月２８日、 

２９日 

２ 
街バル 

（食べ歩き・飲み歩き） 

新宿サザンテラス、小田急百貨店 

新宿ミロード など 

７月２４日 

～２９日 

３ 打ち水 
ハイアット リージェンシー 東京、 

新宿サザンテラス、新宿ミロードなど 
７月２８日 

４ ゆかた着付け 
小田急百貨店 

ハイアット リージェンシー 東京 
７月２８日 

５ スマホスタンプラリー 新宿西口、南口エリア 
７月２６日 

～２９日 

６ 

Screen @ Shinjuku Central Park ２０１７ 

（屋外シアターによる映画上映） 
新宿中央公園 

７月２６日 

～２９日 

ミニオンが出現 新宿西口、南口エリア 
７月２６日、 

２９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿シネマ＆バル WEEK ポスター（イメージ） 



プレミアムな新宿を楽しむ「新宿シネマ＆バル WEEK」の詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ Screen @ Shinjuku Southern Terrace & Station 

（１）イベント内容  アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバ

ル ＆ アジア」お薦めショートフィルムを上映します。 

（２）日時・会場  ７月２８日（金）、２９日（土） 

小田急百貨店新宿店本館１階 大階段前（西口）１２：００～２２：００ 

新宿サザンテラス広場 ※ 荒天時には中止   １８：００～２２：００ 

（３）上映作品    第８８回アカデミー賞 短編実写賞受賞『僕はうまく話せない（原題：

Stutterer）』、『５分間のラブストーリー』、『フレンド・リクエスト』、『ハッ

ピーマーケット』など、総１１作品。 

 

 

 

 

 

２ 街バル 

（１）イベント内容    百貨店やホテルのレストラン、キッチンカーまで５５の飲食＆食物販店舗 

が協力して、デザートやお酒など、夏にピッタリなメニューをご提供します。 

（２）バルチケット   １冊（６枚綴り）２，９００円（税込）【ＷＥＢにて購入の場合の料金】 

         ※ 当日会場で購入の場合は、３，０００円（税込） 

         ※ チケットの受け取りは、小田急百貨店（２４日～２９日）または新宿中央

公園（２６日～２９日） 

（３）店舗・メニュー  小田急百貨店新宿店、新宿西口ハルク、新宿ミロード、新宿サザンテラス、 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー、ハイアット リージェンシー 東京、

小田急エースに出店する飲食＆食物販店舗、新宿中央公園内のキッチンカー 

 

         ＜メニューの一例＞ 

          

 

 

 

 

 

 

 

※ 参加５５店舗およびメニューの詳細は、 

  http://www.odakyu.jp/shinjuku_cinebar/ をご確認ください 

（７月３日公開） 

 

３ 打ち水 

   （１）イベント内容  一般社団法人 日本ヒートアイランド対策協議会と連携し、新宿に涼を呼び

ヒートアイランド対策として、各所にて打ち水を行います。 

（２）日時・会場  ７月２８日（金）  

１５：００～ 新宿サザンテラス広場 

       FLAGS １階エントランス付近 

          １５：３０～ 新宿ミロード モザイク通り 

          １７：３０～ ハイアット リージェンシー 東京 

         １８：００～ 新宿中央公園 

 

 

小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰｻｻﾞﾝﾀﾜｰ 20F 
／ﾗｳﾝｼﾞ「ｻｳｽｺｰﾄ」“夏にぴった
りのﾌｰﾄﾞ 1 品+ﾄﾞﾘﾝｸ 1 品” 

ﾊｲｱｯﾄ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 東京 ﾛﾋﾞｰ
ﾌﾛｱ 2F/ｶﾌｪ「ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ 3 点盛
り合わせ+ﾄﾞﾘﾝｸ 1 杯」 

打ち水イベント(イメージ) 

【オスカー受賞】 

僕はうまく話せない（Stutterer） 

Five Minute Love Story 

5分間のラブストーリー 

 
フレンド・リクエスト 

 
ハッピーマーケット 

小田急百貨店 B2F／トロワグ

ロ「アイス&シャーベット」 

http://www.odakyu.jp/shinjuku_cinebar/


４ ゆかた着付け 

（１）開催場所  ①ハイアット リージェンシー 東京 

           日 時 ７月２８日（金）１５：００～２１：００（最終受付２０：００） 

協 力 ハクビ京都きもの学院 

②小田急百貨店 新宿店 

                  日 時  ７月２６日（水）、２８日（金）、２９日（土） 

               １５：３０（土は、１０：3０）～１９：００（最終受付１８：００） 

場 所  本館１１階 特設会場「ゆかた小町」ゆかた着付けステーション 

（２）ゆかた特典  ７月２８日（金）限定 

①上記 2 会場にて、着付けサービス利用の方に「ロマンスカーオリジナル 

デザイン扇子」をプレゼント（先着４０名さま ※２会場合計） 

②小田急百貨店会場にて、着付けサービス利用の方に「マンハッタンヒルズ 

利用券が当たる抽選会」 

③食堂酒場ハル☆チカ１０店舗で、ゆかた着用の皆さまにファーストドリン

クサービス 

 

５ スマホスタンプラリー 

（１）イベント内容  新宿周辺の各所に設置されたスタンプスポットを巡って、４つのデジタル  

スタンプを集めると、映画会場（新宿中央公園 水の広場、新宿サザンテラ

ス広場）のキッチンカーで使える５００円割引券をプレゼントします。 
（２）日 時  ７月２６日（水）～ ２９日（土） ※ 時間は、各スポットにより異なる 

※ 割引券引換時間は、１２：００～２１：００ 

（３）スタンプスポット  ①小田急百貨店新宿店 本館１階 大階段前 ②新宿西口ハルク食堂酒場ハル

☆チカ入口 ③ビックカメラ ２階 総合カウンター前 ④小田急エース北

館・南館（壁面ポスター） ⑤新宿ミロード ２階エントランス ⑥新宿ミロ

ード 7 階レストランフロア ⑦Flags ２階エントランス内デジタルサイネ

ージ ⑧小田急サザンタワー ２階エントランス ⑨ハイアット リージェン

シー 東京 ゆかた着付け会場 ⑩小田急百貨店新宿店 ５階ゆかた着付け会

場 ⑪新宿中央公園 水の広場 

         協力：富士通株式会社、株式会社富士通総研 

 

６ Screen ＠ Shinjuku Central Park ２０１７ 

（１）イベント内容  高層ビル群の真ん中に約５ｍ×１１ｍの巨大なスクリーンが出現し、大迫 

力の映画が無料で楽しめます。２０１７年７月２６日（水）から１０月中旬

（予定）まで、開催する本イベントの第 1 弾企画です。 

（２）日 時  ７月２６日（水）～２９日（土）１９：００～／観覧無料  

※ 雨天決行、荒天中止 

（３）会 場  新宿中央公園 水の広場 （新宿駅西口徒歩約１０分） 

（４）上映作品   ２６日（水） 『ミッション：インポッシブル/ゴースト・プロトコル』 

          ２７日（木） 『ゴーストバスターズ』 

          ２８日（金） 『フラガール』 

          ２９日（土） 『ミニオンズ』 

※ ８月～１０月も上映イベントを開催いたします。上映日、上映作品等の

詳細は、「新宿観光振興協会」ホームページをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新宿中央公園 会場（イメージ） 



「#ミニオン脱走中」キャンペーン in 新宿 

開催日：７月２６日（水）、２９日（土） 

内 容：東宝東和（株）と連携し、脱走中のミニオンが新宿周

辺に登場します。脱走ミニオンを見つけてハッシュタ

グ「#ミニオン脱走中」を付け、Instagram か Twitter

に投稿することで、抽選で素敵なプレゼントが当たり

ます。登場場所は「新宿シネマ＆バル WEEK」の公式

サイトをご覧ください。 

http://www.odakyu.jp/shinjuku_cinebar/（７月３日公開） 

https://minions-campaign.jp/ 

 
キッチンカーによる飲食販売 

開催日：７月１９日～９月２２日（金）の水・木・金および 

７月２９日（土） 

     ※ ８月１１日（金）除く 

時 間：１８：００～２２：００（L.O ２１：３０） 

    ※ ７月２８日（金）１６：００～ 

７月２９日（土）１３：００～ 

主催／新宿中央公園パークアップ共同体 協賛／キリンビール株式会社  

  

7 お問い合わせ  

株式会社小田急エージェンシー グループ推進部 担当：清水、矢島 

☎ ０３－３３４６－００８０（平日１０：００～１７：００）  

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イメージ) 

(イメージ) 

http://www.odakyu.jp/shinjuku_cinebar/
https://minions-campaign.jp/


別紙 １ 「街バル」参加店舗一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ メニュー内容は、変更となる場合がございます 

※ チケットの利用枚数は、店舗により異なります 

 

No. 商業施設名 階/エリア 店舗名 提供メニュー チケット枚数

1 小田急百貨店 本館B2F トロワグロ
A.ポークリエット+パテ ド カンパーニュ、B.アイス&シャーベット

(6種/各120ml)から3個、C.ハーフワイン1本(赤/白)
2枚

2 小田急百貨店 本館7F 但馬屋珈琲店 ケーキセット 2枚

3 小田急百貨店 本館12F カンタベリカフェ ブレンドコーヒー 1枚

4 小田急百貨店 本館12F 中国名菜 翠園 お好きなセットメニュー(A～I)＋ドリンク 3枚

5 小田急百貨店 本館13F 膳菜 さがみ アサヒスーパードライ エクストラコールド 1枚

6 小田急百貨店 ハルクB2F ベジフルマルシェ九州屋 ジューススタンド フレッシュジュース+カットフルーツ 1枚

7 小田急百貨店 ハルクM2F カフェ サロン・ド・テ コロンバン
クロックムッシュとグラタンのプレート+ドリンク1杯(コーヒー/紅

茶)、デザート(ミニアイスモンブラン)
2枚

8 新宿西口ハルク B2F カンタベリ・カフェ シュークリーム+ドリンク(コーヒー/紅茶) 1枚

9 新宿西口ハルク MB3F テムジン
おつまみあげ餃子セット/おつまみ水餃子セット+ドリンク1杯(生

ビール、ウーロンハイ、ウーロン茶、オレンジジュース)
1枚

10 新宿西口ハルク MB3F 御さしみ家 りんず A.刺身3種盛、B.おいしいマグロ刺身、C.冷酒でおいしい日本酒3種 1枚

11 新宿西口ハルク MB3F やきとん やきとり 煮込み ブビタミン
A.1枚:ハイボール大ジョッキ(角ハイボール/ジンビーム)、B.1枚:串

焼き盛り合わせ(5本)、C.2枚:串焼き盛り合わせ(10本)
1~2枚

12 新宿西口ハルク MB3F 串かつ でんがな
串かつ7本セット+ドリンク1杯（瓶ビール・どてかシリーズ・ワイ

ン除く）
2枚

13 新宿西口ハルク MB3F 梁の家
A.2枚:サムギョプサル+マッコリ1杯、B.3枚:ヤンニョムケジャン+

マッコリ1杯
2~3枚

14 新宿西口ハルク MB3F 油そば専門店 山ト天
A.1枚:選べるおつまみ+ドリンク1杯/油そば(並)、B.2枚:選べるお

つまみ+ドリンク1杯+油そば(並)
1~2枚

15 新宿西口ハルク MB3F お好み焼・鉄板焼 こて吉
お好み焼き/モダン焼き+ドリンク1杯（ボトル・デキャンタ・大

ジョッキ除く）
2枚

16 新宿西口ハルク MB3F カフェ&バー オリーブ+オリーブ パルマ産生ハムの盛り合わせ+グラスワイン1杯(赤/白) 2枚

17 新宿西口ハルク B3F 魔法の国のアリス
ランチ 3枚:お好みのメニュー1品+オリジナルカクテル1杯、ディナー

A.4枚:3,000円相当のコース料理、B.6枚:4,000円相当のコース料理
3~4枚、6枚

18 新宿西口ハルク B3F ミュンヘン
国産若鶏の唐揚げ(5個)/具だくさんジャーマンオムレツ+工場直送

生ビール
2枚

19 小田急エース 北館 WINE BAR MAIAMI PATIO 本日のピッツァ/本日のパスタ+ミニサラダ+ドリンク1杯 2枚

20 小田急エース 北館 わらびや 街バル企画特別メニュー(本日の利き酒60cc×3種+おつまみ3品) 3枚

21 小田急エース 北館 Coffee Negishi Negishiブレンド/アイスコーヒー 1枚

22 小田急エース 北館 おだむすび 夕食おむすびセット（選べる220円までのおむすび2つ） 1枚

23 小田急エース 北館 神楽坂五十番 肉まん3個 2枚

24 小田急エース 南館 新宿さぼてん 晩酌セット 2枚

25 小田急エース 北館 HOKUO 新宿エース北店 ラスク2個(シュガー+シナモン) 1枚

26 小田急エース 南館 HOKUO 新宿エース南店 ラスク2個(シュガー+シナモン) 1枚

27 小田急エース 北館 老麺処 圓 ギョーザ3個+生ビール 1枚

28 小田急エース 北館 カフェテラス・シルエット カキ氷各種から1品 1枚

29 小田急エース 北館 カフェ ラリー 日替わりケーキセット(本日のケーキ+コーヒー/紅茶) 1枚

30 小田急エース 南館 新和そば ぶっかけおろし冷やしそば+いなり寿司(2個) 1枚

31 小田急エース 北館 炭火焼珈琲ツノハズ 生ビール(中) 1枚

32 小田急エース 北館 北海寿司 うに丸 うに三種盛り+レモンサワー 5枚



別紙 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ メニュー内容は、変更となる場合がございます 

※ チケットの利用枚数は、店舗により異なります 

No. 商業施設名 階/エリア 店舗名 提供メニュー チケット枚数

33 新宿サザンテラス プティ デリリウム タップ カフェ
2種ソーセージ盛り合わせ＋ベルジャンフリッツ＋本日のベルギー

ビール
3枚

34 小田急サザンタワー 1F エルトリート フローズンマルガリータ+チキンフィンガー 2枚

35 小田急サザンタワー 3F ヴィッラ ビアンキ ピッツァ マルゲリータ+ドリンク1杯 2枚

36 小田急サザンタワー 4F 響 プレミアムモルツ香るエール(中) 1枚

37
小田急ホテル

センチュリーサザンタワー
20F ラウンジ「サウスコート」 夏にぴったりのフード1品+ドリンク1杯 6枚

38 新宿ミロード モザイク通り OMG!CAFE スパークリングワイン 1枚

39 新宿ミロード モザイク通り Mr.FARMER カリカリポテトフライ+ハートランドビール 2枚

40 新宿ミロード 7F シンガポールチキンライス BENI CAFE ハートランド生ビール 1枚

41 新宿ミロード 7F 野菜を食べるカレー camp A.1枚:ビールセット、B.2枚:一日分の野菜カレーセット 1~2枚

42 新宿ミロード 7F シェーンズバーグ 厚切りサーロインステーキ340ｇ 4枚

43 新宿ミロード 7F お菓子の国のアリスカフェ チェシャ猫ショートケーキ+ドリンク1杯 2枚

44 新宿ミロード 7F Pastel Italiana ピッツァ マルゲリータ 1枚

45 新宿ミロード 8F すうぷ屋
前菜サラダ各種から1品+ドリンク1杯(グラスワイン/プレミアムモ

ルツ小瓶)
2枚

46 新宿ミロード 8F マトリョーシカ ロシア漬け(ピクルス)+ロシアビール 2枚

47 新宿ミロード 8F COTO-COTO 茶寮 A.1枚:ケーキ1品、B.2枚:タコのマリネサラダ+ドリンク1杯 1~2枚

48 新宿ミロード 8F 新宿ぱすたかん
A.1枚:おすすめおつまみ+ドリンク1杯(生ビール/角ハイボール)、

B.2枚:おすすめ鉄板焼+ドリンク1杯(生ビール/角ハイボール)
1~2枚

49 新宿ミロード 8F ヘッドクォーターズカフェ 生ビール 1枚

50 新宿ミロード 8F 下高井戸 旭鮨総本店 竹鮨(にぎり9カン+巻物2切+お椀)+ドリンク1杯 2枚

51 新宿ミロード 9F おぼんdeごはん 境港産アジフライ青海苔タルタル定食 2枚

52 新宿ミロード 9F 焼肉ダイニングGYUBEI 本日のタパス3種盛り+ドリンク1杯 2枚

53
ハイアット

リージェンシー東京
2F カフェ オードブル3点盛り合わせ+ドリンク1杯 3枚

54
ハイアット

リージェンシー東京
2F ペストリーショップ お好きなプティガトー1点 1枚

55 新宿中央公園 水の広場 新宿中央公園キッチンカー からあげ＆ポテト　他 1枚


