
＜News Release＞ 2018年6月26日

恵比寿ガーデンプレイス(所在地：渋谷区恵比寿4丁目)は、7月14日(土)から8月26日(日)まで、恵比寿でピクニックをはじめ、
野 外 映 画 、 ラ イ ブ 鑑 賞 な ど が 楽 し め る 期 間 限 定 イ ベ ン ト 「 YEBISU GARDEN PICNIC 」 を 開 催 し ま す 。

本年の恵比寿ガーデンプレイスは、「恵比寿。あなたは、大人の街になれ。」のブランドメッセージのもと、四季を感じさせる”色”を
題材とし、夏は涼しさを感じる“青”をテーマとしたイベントを開催します。

本イベントは、施設内で最も広い空間、センター広場に、約300㎡の人工芝を敷き、恵比寿でオトナのピクニックが期間限定で
楽しめるのが特徴です。複数展開する催しの中でも、メインは恵比寿の夜に野外で上映される「PICNIC CINEMA」です。
人工芝に座りながら大きな吹き抜けの下、夜景を背景に投影される映画は、恵比寿ガーデンプレイスに来なければ味わえない
非日常体験です。

その他、施設内の店舗ではピクニックや野外映画を盛り上げるアルコール、お弁当やお酒に合うチーズや総菜などのおつまみ類も
購入できます。地下1階には、世界各国のワインを約1,000種類揃えるワインショップ『WINE MARKET PARTY』をはじめ、
『ラ ブッティック ドゥ ジョエル・ロブション』のパティスリー＆ブランジュリーや併設する恵比寿三越地下2階のフードガーデンで、お気に入り
の飲料水やテイクアウトメニューがセレクトできます。開放的な屋外空間でお好きなピクニックスタイルをお楽しみください。

なお、イベント期間中、“涼やかに味わい、楽しむ、夏の青”をテーマにレストラン等とのコラボレーションメニューを提供するフェア
「四季の色を愉しむBlue in Summer」を同時開催します。今後とも恵比寿ガーデンプレイスは、ここでしか体験できない豊かな
時間と空間を提供します。

シートは人工芝・スクリーンは野外・チケット料金は無料。
恵比寿でピクニックしながら鑑賞できる野外映画を期間限定で開催！

オトナの非日常体験が楽しめるイベント

『YEBISU GARDEN PICNIC』
2018年7月14日(土)～8月26日(日)

https://gardenplace.jp/event/detail.php?id=204

● 1回の上映で広場が人で埋め尽くされるほどの人気！恵比寿で人工芝に座りながら非日常的な映画鑑賞

● ピクニックを彩るアルコール＆フードも充実。恵比寿ガーデンプレイス施設内で、すべてを調達できて便利

● 恵比寿ガーデンプレイスは都内有数の夜景スポット！映画鑑賞後に、作品の余韻に浸りながら無料で楽しめる

※画像はイメージです。
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【イベント トピックス】

https://gardenplace.jp/event/detail.php?id=204


『YEBISU GARDEN PICNIC』 概要

◆期 間： 2018年7月14日(土)～8月26日(日)
◆時 間： イベントにより異なる
◆料 金： 入場無料

1. PICNIC CINEMA

◆期 間： 2018年7月27日(金)～8月19日(日) ※毎週金曜、土曜、日曜開催
◆時 間： 19：30～＜上映日共通＞

2. PICNIC YOGA

『ティファニーで朝食を』
(C) 1961 PARAMOUNT PICTURES CORP. JUROW-SHEPHERD PRODUCTIONS. 
All Rights Reserved.ACADEMY AWARD (R) AND OSCAR (R) ARE THE REGISTERED 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES

『アバウトタイム』
(C) 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

『５０回目のファーストキス』
©2004 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3. PICNIC LIVE

キノ・イグルーについて
東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、
書店、パン屋、美術館など様々な空間で、
世界各国の映画を上映している。
http://kinoiglu.com/

開放的な空間で楽しめるヨガを朝・夕に開催。
オトナの街 恵比寿で、人気のアクティビティが体験できます。
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“雲の向こうは、いつも青空”をテーマに「ティファニーで朝食を」「アバウト・タイム」「５０回目のファースト・キス」など
厳選した映画12本を上映予定。上映作品は、全国を旅する映画館 キノ・イグルーがプロデュース。

◆開催スケジュール

＜朝ヨガ＞2018年8月9日(木)、10日(金)、23日(木) 7:30～8:30

＜夜ヨガ＞2018年8月6日(月)、7日(火)、8日(水) 20日(月)、22日(水) 19:00～20:00

＜親子ヨガ＞2018年8月16日(木) 16:00～17:00

＜青ヨガ＞2018年8月21日(火) 19:00～20:00

【波の音】をBGMに、青い海・青い空をイメージしながらヨガを行います。

※参加者多数により、参加をご遠慮いただく場合もございます。

◆期 間： 2018年7月14(土) 13:30～／16:00～
2018年7月15日(日)、21日(土)、22日(日) 12:00～／14:30～
2018年8月18日(土) 13:00～／15:00～、19日(日) 11:00～／13:00～

オーケストラとヴォーカルが融合されたガールズユニット
「C;ON(シーオン)」のミニライブ。

◆場 所： 恵比寿ガーデンプレイス センター広場
◆内 容： 野外映画上映、ヨガ、音楽ライブ、他

※詳細は恵比寿ガーデンプレイスホームページで順次公開します

※荒天の場合、中止することがあります

◆上映スケジュール/内容
7/27(金) 『アバウト・タイム』
7/28(土) 『すれ違いのダイアリーズ』
7/29(日) 『僕のワンダフルライフ』
8/3(金) 『50回目のファースト・キス』
8/4(土) 『タイピスト！』
8/5(日) 『ぼくの伯父さんの休暇』

8/10(金) 『ビル・カニンガム＆ニューヨーク』
8/11(土) 『藍色夏恋』
8/12(日) 『ティファニーで朝食を』
8/17(金) 『スクール・オブ・ロック』
8/18(土) 『ロシュフォールの恋人たち』
8/19(日) 『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』

http://kinoiglu.com/


非日常体験＆夜景を
コラボさせたオトナデート01
・ 恵比寿ガーデンプレイスはデート向きの要素が実は満載
・ 初心者の方でも美味しく、おしゃれに恵比寿デートが

楽しめる

『YEBISU GARDEN PICNIC』 利用シーン紹介ー1

イベントの最大の魅力は“自由”であること。オトナが集う街＝恵比寿の立地から、人工芝の上では土足禁止や、
飲食厳禁などの制約がなく、訪れた方々の思い思いに過ごせます。お勧め利用シーンをご紹介します。

【YEBISU GARDEN PICNICお勧めの利用シーン①：カップル向け】

ラ ブティック ドゥ
ジョエル・ロブション

(恵比寿ガーデンプレイスタワー
B1 プロムナード)

https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=50

施設自慢の
ブランジュリー。
世界＆日本を代表する
ブランジュリーを一箇所で
食べ比べできるのはここだけ。

18:00
一流店のパンを

食べ比べ

俺のBakery&Cafe
https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=180

恵比寿ガーデンプレイス
にある本格デパ地下。
恵比寿三越には、生鮮食品を
はじめ、和洋中の総菜店舗が
20店舗以上。お好きなおつまみ
や総菜が必ず見つかる。

18:30
お好きな総菜が

何でも揃うデパ地下

三越フードガーデン
(恵比寿三越B2)
https://gardenplace.jp/service/

19:30～
映画鑑賞＆

鑑賞後の夜景デート

【YEBISU GARDEN PICNICお勧めの利用シーン②：OL向け】

02仕事終わりに非日常の
OFF体験
・ 恵比寿近隣で就業している方のお勧めの過ごし方
・ 女子会などグループ単位で行くともっと楽しくなる

銀座ライオン
(グラススクエアB1)

https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=51

みんなでビヤホールへ。
女子会でわいわい。
伝統技術で提供する至極の
生ビールと、こだわりのビヤ
ホール料理で至福の時を。
一歩踏み入れば昭和レトロ
な異空間。

BRICK END
https://gardenplace.jp/shop/area.php?a=11#AreaList

恵比寿の夜は
終わらない。
個性的な5つの店が軒
を連ね夜深くまで賑わう。
最大26時まで営業。

23:00～
深夜営業する
店舗で二次会

21:00～
レトロな空間で
ビールを満喫

「地中海フーガス」

「厚焼き玉子のサンドイッチ」

※昨年の様子

【初心者向け】

【中級者向け】

日光天然氷
“四代目徳次郎“
期間限定で恵比寿に登場！
「とちおとめいちご」を始めとした
特製シロップと口の中でスッと
溶ける氷の食感が人気。

19:30～
野外映画を

鑑賞

※昨年の様子

18:30～
仕事のご褒美に

天然氷

見たかった
映画をみんなと
気になっていたけど
見てない“あの作品”
をみんなで野外で。

三越フードガーデン特設会場
(恵比寿三越B2)

※6月13日(水)～9月2日(日)の期間限定販売
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『YEBISU GARDEN PICNIC』 利用シーン紹介ー2

【YEBISU GARDEN PICNICお勧めの利用シーン④：ビジネスパーソン向け】

04最高のロケーションで
とっておきの時間を

・ 恵比寿を知り尽くしたエキスパートだからこその嗜み方
・ 野外映画を観るのではなく、空間を楽しむことを重要視

18:00
映画に合うお気に入り
の1本をテイスティング

WINE MARKET PARTY
(恵比寿ガーデンプレイスタワーB1

プロムナード)
https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=11

世界各国のワインが
約1,000種類。
ワインに合うおつまみや 、
ワ イ ン ラ イ フ が 楽 し く な る
グッズがたくさん揃う。

19:30～
ワインを開け
映画鑑賞

21:00
カウンターのある

レストランでディナー

美食、絶景、それ
以上のダイニング。
カウンターで店員さんとの会話を
楽しみながら。贅沢な夜景と
お酒でとっておきの時間を。
DINING ＆ SKY
TOP of YEBISU
38F：粋を味わう和の

美食街(全8店舗)
39F： 心躍る世界の美食

街(全5店舗)
https://gardenplace.jp/special/top_of_yYEBI
SU/

【YEBISU GARDEN PICNICお勧めの利用シーン③：オトナ女子向け】

03芸術鑑賞＆ヨガで
心も身体もキレイに

・ 恵比寿だからこそできるワンランク上の“自分磨き”体験
・ 自分のためだけのリラックスタイム

「PARTYバロークス
缶ワイン」

「PARTYマトゥア
ソーヴィニヨン」

18:30
施設内カフェで
小腹満たし

手作りパンと自家製
タルトキッシュ。
液体天然酵母、北海道産
小麦を使ったこだわりの商品が
多数並ぶ。

MAISON ICHI
(東京都写真美術館1F)

https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=85

19:00～
夜空の下で
ヨガ体験

20:00
キレイな夜景を見て
モチベーションUP

珈琲専門店で
リラックス。
北海道札幌に本店がある
珈琲店。選りすぐりの生豆
を丁寧に焙煎し、芳醇な
香りのコーヒーを提供。

宮越屋珈琲 恵比寿三越店
(恵比寿三越B1)

https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=97

20:30
喫茶店でコーヒーの

香りにリラックス
東京の夜景を無料で
見渡せる絶景。
東京タワー、スカイツリー、
レインボーブリッジを一望できる
絶景を入場無料で。

※昨年の様子

※昨年の様子

LUCIS GARDEN 恵比寿(39F)

【エキスパート向け】

【上級者向け】

BOCCIANO(39F)

SKY LOUNGE
(恵比寿ガーデンプレイスタワー38F)

https://gardenplace.jp/special/top_of_yebisu/

17:00
東京都写真美術館で

芸術に触れる

ワイン片手に
人工芝に寝転ぶ
人工芝に寝転びながら
映画鑑賞。
お気に入りのシーンと
ワインで至福の時間。

涼しい風の中で
リフレッシュ
開放的な空間の中で
心地良い体験を。

東京都写真美術館
https://gardenplace.jp/culture/art.php
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『YEBISU GARDEN PICNIC』 テナントコラボレーションメニュー

イベント期間中、“涼やかに味わい、楽しむ、夏の青”をテーマにレストラン等とのコラボレーションメニューを提供するフェア
「四季の色を愉しむBlue in Summer」を同時開催します。イベントカラー“青”をモチーフとした、夏にぴったりのメニューを
各種ご用意。※参加店舗等、詳細はHP https://gardenplace.jp/ で。

■店舗名 South

■場所 TOP of YEBISU 39F

■メニュー名 「シーフードプラッター ～BLUE SEA Style～」

■料金 8,100円（税込）※2~3名様用 ※17:30~

■店舗URL https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=36

大好評のシーフードプラッターが期間限定でバージョンアップ！

海老やオマール、牡蠣や帆立貝、イカなど、スパイスをきかせた

夏らしい味わいの魚介をおとどけいたします。

■店舗名 LUCIS GARDEN 恵比寿

■場所 TOP of YEBISU 39F

■メニュー名 「青生菜冷麺（チンショウツァイレイメン）

～夏野菜とグレープフルーツの豆乳冷麺～」

■料金 単品1,728円（税込）

ランチセット2,052円（税込）

※ディナーと土日祝ランチはサービス料10％別

■店舗URL https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=34

豆乳とグレープフルーツの特製ソースで仕上げた、夏野菜たっぷり

の冷麺。お好みでトッピングを添えて、味と食感の変化をお楽し

みください。涼しげなブルーの器でご提供いたします。

■店舗名 Salt Water by David Myers

■場所 グラススクエア B1

■メニュー名 「シーフードミックスフライ～シーソルトの

ブルーラグーン～」

■料金 1,814円（税込）

※17:30~

■店舗URL https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=5

築地直送の鮮魚と海老をソルトウォータースタイルのフィッシュ＆

チップスに。海をイメージした青い塩・ブルーシーソルトと自家製

タルタルソースでどうぞ。

■店舗名 BISTRO石川亭

■場所 グラススクエア B1

■メニュー名 「海の幸のコトリヤード～ブルーポテト添え～」

■料金 2,000円（税込）

■店舗URL https://gardenplace.jp/shop/detail.php?id=52

海の幸をふんだんに使用した、ブルターニュ地方の白い

ブイヤベース。魚介の旨味と玉ねぎの甘みに青いポテト

「シャドークイーン」を添え、2種類のスープで調和させた一品です。

※代表メニューを紹介
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