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 小田急グループでは、２０１９年７月１９日（金）から８月１２日（月・祝）まで、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、第３回「新宿シネマ＆バル」を開催し

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、「シネマ」と「バル」

を柱に、新宿西口・南口エリアに施設・店舗を展開する小田急グループ各社が中心となり実施してい

るもので、今回が３回目となります。 

「シネマ」イベントでは、「小田急百貨店新宿店本館１階中央口前」や「新宿サザンテラス」に

加え、都庁隣接の「新宿中央公園」の計３箇所に期間限定で特設会場を設け、さまざまなジャンル

の映画を上映します。いずれも鑑賞無料でどなたでもお楽しみいただけます。 

「バル」は、小田急グループ施設の飲食店を中心に４２店舗が参加する大規模なグルメイベントで

す。期間中、夏にぴったりなフード・ドリンクのセット等を税込み１，０００円からご提供します。 

この他、新宿中央公園では、小田急沿線の醸造所が、国産ホップでつくったクラフトビールを販売する

ビアフェスを初開催します。２７日（土）には、人気パフォーマーによるスペシャルショーや打ち水イベン

トなど、新宿でお勤めの皆さまや地域の皆さまはもちろん、新宿を訪れる皆さまにお楽しみいただける

コンテンツを多数ご用意してお待ちしています。 

【主なコンテンツ一覧】 

 イベント名 開催場所 開催日 

１ バル 
新宿サザンテラス、新宿ミロード、

小田急百貨店、新宿西口ハルクなど 

７月１９日 

～８月１２日 

２ 
Screen @ Shinjuku Station 

（特設会場での映画上映） 

小田急百貨店新宿店本館 

１階中央口前 
７月２２日・２３日 

３ 

Screen @ Shinjuku Central Park ２０１９ 

（屋外シアターでの映画上映の他、 

ビアフェスなど） 

新宿中央公園 水の広場 ７月２４日～２７日 

４ 
Screen @ Shinjuku Southern Terrace 

（屋外シアターでの映画上映） 
新宿サザンテラス ８月２日・３日 

 

 

 

 

 

無料のシネマ鑑賞や期間限定のお得なバルメニューなどが楽しめるイベント 

７月１９日（金）～８月１２日（月・祝） 第３回「新宿シネマ＆バル」開催 

～新宿で上手なＯＦＦの過ごし方を提案します～ 

イベントポスターイメージ         「Ｓｃｒｅｅｎ ＠ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐａｒｋ ２０１９」会場イメージ 

 



「新宿シネマ＆バル」の詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 「バル」の開催 

（１）内 容 新宿駅西口から南口の百貨店やホテルの飲食店舗等で、本イベントのため

にご用意した、夏にぴったりのフード・ドリンクのセットメニューなどを

ご提供します。 

（２）期 間 ７月１９日（金）～８月１２日（月・祝） 

 （３）参加店舗数 ４２店舗 

（４）メニュ ー  ・アペリティフセット     １，５００円（税込） 

   （一例 ）   ・ステーキプレートとお好きなドリンク  １，５００円（税込） 

  ・サウスコートセレクション    ３，０００円（税込） 

 

 

 

 

 

 

小田急百貨店新宿店 本館８F 

／カフェ・トロワグロ 

アペリティフセット 

新宿ミロード８F 

／Head Quarters café 

ステーキプレートとお好きなドリンク 

小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰｻｻﾞﾝﾀﾜｰ 20F

／ラウンジ サウスコート 

サウスコートセレクション 

※参加店舗およびメニューの詳細は、別紙もしくは公式サイトをご覧ください 

 

２ 特設会場における短編映画上映「Ｓｃｒｅｅｎ ＠ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ Ｓｔａｔｉｏｎ」 

（１）内 容 小田急線新宿駅西口地上コンコース内の特設会場にて、短編映画の鑑賞

を無料でお楽しみいただけます。 

（２）日 時  ７月２２日（月）、２３日（火）１２：００～２０：３０ （予定） 

（３）会 場  小田急百貨店新宿店本館１階中央口前特設会場（小田急線新宿駅西口構内） 

（４）上映作 品     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 

※約４５分間２プログラム、２日間同内容 

 

３ 屋外シアターでの映画上映「Ｓｃｒｅｅｎ ＠ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐａｒｋ ２０１９」 

 （１）内 容 新宿中央公園内に巨大スクリーンを設置し、日本でも随一の高層ビル群が織

り成す夜景をバックに、映画を鑑賞しながらお酒やお食事をお楽しみいただ

けます。期間中、毎日１９：００から、仕事帰りや地域の方、来街の方など

に無料でお楽しみいただける映画を日替わりで上映します。 

（２）日 時  ７月２４日（水）～２７日（土）１９：００上映開始 

 ※雨天決行、荒天中止（中止の際は公式サイトなどでお知らせします） 

（３）会 場   新宿中央公園 水の広場  

（大江戸線都庁前駅Ａ５出口直結、各線新宿駅西口徒歩約１０分） 

（４）上映作 品    ２４日（水） 『プラダを着た悪魔』 

           ２５日（木） 『メン・イン・ブラック』 

           ２６日（金） 『スタンド・バイ・ミー』 

          ２７日（土） 『ザ・グレイテスト・ショーマン』 



（５）関連イベント 

①ビアフェス「小田急沿線・クラフトビール新酒解禁祭り mini」 

概  要 合同会社 WARM HEART が主催するビアフェスを本イベント用に再編集したビ

アフェスを初開催します。小田急沿線の４つの醸造所でつくられた国産ホ

ップのオリジナルクラフトビールを会場内で販売します。 

営業日時 ２４日（水）～２６日（金）１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０） 

 ２７日（土）       １５：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０） 

出店醸造所 ・日本産ホップ推進委員会（新宿） 

       ・Ｙ．Ｙ．Ｇ． ＢＲＥＷＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ（南新宿） 

・籠屋ブルワリー（狛江） 

・サンクトガーレン（厚木） 

        ※（ ）内は各ブルワリーの拠点 

 

②飲食物販売 

概  要   キッチンカーや地元商店街、ホテルなど、それぞれの個性を活かした飲食

物を販売します。 

営業日時 ２４日（水）～２６日（金）１８：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０） 

２７日（土）    １５：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０） 

出 店 者 【キッチンカー】 

 ピザやかき氷など、バラエティに富んだキッチンカーが日替わりで出店し

ます。 

※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 

      【地元商店街】 

西新宿商興会、新宿広小路商店会が屋台を出店します。地元商店街の味を

是非お楽しみください。 

【ハイアット リージェンシー 東京】 

ハイアット リージェンシー 東京が限定出店します。この機会にホテルの

味をお気軽にご堪能ください。 

 

③スペシャル・パフォーマンスステージ 

概  要 会場内で、「ザ・グレイテスト・ショーマン」主人公のモデルとなったＰ・

Ｔ・バーナムのリングリングサーカスが創設したクラウンカレッジ・ジャ

パンを卒業し、現在も日本全国のイベントや舞台で活躍中の５人の人気

パフォーマーによるスペシャルショーを開催します。その他、バルーンプ

レゼントやパフォーマンス体験コーナーなども同時開催します。（観覧無料） 

開催日時 ２７日（土） １５：００～１８：３０ 

※メインステージは１７：３０～１８：３０ 

 

④打ち水など 

概  要   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、打ち水、竹水鉄

砲作り、竹水鉄砲合戦などの涼を感じていただけるイベントを開催します。 

※竹水鉄砲作りには別途費用が発生します 

開催日時 ２７日（土） １２：００～１８：３０ 

 

 



４ 屋外シアターでの映画上映「Ｓｃｒｅｅｎ ＠ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｔｅｒｒａｃｅ」 

（１）内 容 新宿サザンテラス広場内にスクリーンを設置し、無料で屋外での映画鑑賞を

お楽しみいただけます。 

 （２）日 時 ８月２日（金）、３日（土）１９：００上映開始 

※雨天決行、 荒天中止（中止の際は公式サイトなどでお知らせします） 

（３）会 場 新宿サザンテラス広場 

（新宿駅南口から徒歩４分、代々木駅から徒歩５分） 

（４）上映作 品     ２日（金）『ジュラシック・ワールド』 

  ３日（土）『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』 

 

５ 公式サイ ト ＵＲＬ http://www.odakyu.jp/shinjuku_cinebar/ 

※７月１２日（金）公開 

 

６ 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：天野、矢島 

ＴＥＬ ０３－３３４６－３４２０（平日１３：００～１７：００） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

■「バル」参加店舗一覧 

別紙 

施設名 店舗名 フロア メニュー名 価格（税込）

トロワグロ 本館B2階 ハーフワイン＆プチアミューズセット ¥2,000

但馬屋珈琲店 本館7階 コラボどら焼きセット（コーヒーor 紅茶付） ¥1,000

カフェ・トロワグロ 本館8階 アペリティフセット ¥1,500

菜々 土古里 本館12階 菜々ビビンパセット ¥1,500

牛たんと和牛焼き　青葉 本館12階 青葉の食べ歩きセット ¥1,000

銀座 清月堂 本館14階 ハーフボトルワイン ¥1,000

串焼き。ビストロガブリ MB3階 ピリ辛鶏のもつ煮とドリンク2杯セット ¥1,000

御さしみ家 MB3階 ちょい呑みセット ¥1,000

ブビタミン MB3階 夏季限定 柚子胡椒手羽焼きセット ¥1,000

でんがな MB3階 マーラー唐揚げと季節串3本セット ¥1,000

ヤンの家 MB3階 うま辛!!ヤンの家セット ¥1,000

アガリコ 餃子楼 MB3階 餃子全盛り&選べるクラフトビールセット ¥1,000

一歩 MB3階 国産鶏白レバーの辛味噌焼きと生ビールセット ¥1,000

Lad's Dining MB3階 イベリコチョリソー&ハイボール ¥1,000

魔法の国のアリス B3階 旨辛！アリス特製アヒージョセット ¥1,000

ミュンヘン B3階 夏のオリジナル生ビール「薫るサマーエール」のビアセット ¥1,000

サンマルク 8階 夏のコース（パンフレット持参で500円引き） ¥2,500

OMG!CAFE モザイク通り チキンオーバーライスとジーマレモネードorOMG！オリジナルモクテルセット ¥1,500

Hawaiian Pancake Factory モール 2階 パンケーキ　マンゴー＆ココナッツとハワイアンドリンクのセット ¥1,500

THE MEAT＆LABO 7階 アンガスビーフステーキ100ｇ　ワンプレートとソフトドリンクセット ¥1,500

VEGEGO 7階 ヤンニョムチキンのコリアン味わいプレートとマッコリサワーセット ¥1,500

西安健菜キッチン 7階 黒酢風味の癖になるサンラー湯麺とウーロン茶セット ¥1,458

iBEER LE SUN PALM 7階 グリルオールスターズとセットドリンク（アルコール含む） ¥1,500

MENSHO SAN FRANCISCO 7階 チーズ鶏白湯とソフトドリンクセット ¥1,000

すうぷ屋 8階 Ｗすうぷセットとグラスワインセット ¥1,500

マトリョーシカ 8階 スモークサーモンとロシアビールセット ¥1,500

COTO-COTO　茶寮 8階 お好きなケーキとアルコール・スムージーを除くドリンクセット ¥1,000

とんかつ 和幸 8階 ロースかつ御飯とグラスビールセット ¥1,500

新宿 ぱすたかん 8階 豚焼きと生ビールＭセット ¥1,500

Head Quarters café 8階 ステーキプレートとお好きなドリンク※ボトル飲料は除くセット ¥1,500

下高井戸 旭鮨総本店 8階 握り鮨10貫とソフトドリンク（生ビール小含む）セット ¥1,500

CAFE HUDSON 9階 フレッシュベリーリコッタパンケーキとコーヒーor紅茶セット ¥1,500

口福炒飯楼 9階 ステーキ炒飯とワインセット ¥1,500

焼肉ダイニング　GYUBEI 9階 和牛炙り握りとグラスワインセット ¥1,000

ペッシェドーロ イタリア産直輸入生ハム+スパークリングワイン ¥1,000

プティ デリリウム タップ カフェ 前菜5種盛り＆ベルギービール樽生1杯 ¥1,500

ヴィッラ ビアンキ
サザンタワー

3階
前菜3種盛り合わせとドリンク1杯 ¥1,000

韓豚屋
サザンタワー

3階
サムギョプサルとハイボール（メガ）orウーロン茶（メガ） ¥1,000

サザンタワーダイニング 20階 シェフ特製牛スジカレーと生ビールのセット ¥3,500

ラウンジ サウスコート 20階 サウスコートセレクション ¥3,000

「カフェ」
ロビーフロア

2階
「カフェ」 バルセット ¥2,000

バー「オードヴィー」 3階 バー「オードヴィー」 バルセット ¥2,000

ハイアット
リージェンシー

東京

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
・サザンタワー

小田急ホテル
センチュリー
サザンタワー


