＜News Release＞
2019年5月30日

【恵比寿ガーデンプレイスに期間限定の人工芝エリアが出現】

野外シネマにヨガ、充実した飲食など、楽しみ方はアナタ次第！

都会でピクニックを楽しむ野外イベント

『YEBISU GARDEN PICNIC』
2019年7月13日（土）～8月25日（日）開催

恵比寿ガーデンプレイス（所在地：渋谷区恵比寿4丁目）では、7月13日（土）から8月25日（日）まで
都会で楽しむピクニックイベント「YEBISU GARDEN PICNIC」を開催します。
イベント期間中、会場となるセンター広場に約300㎡の人工芝エリアを設け、野外シネマやヨガなど、都会にいながら
心地よい開放感を感じられるコンテンツを多数実施します。
毎年多くのお客様にご来場いただいている「PICNIC CINEMA」は、開催期間を12日間から15日間に拡大し開催
します。夜景を背景に上映される作品をくつろぎながら鑑賞する等、ピクニック気分で野外シネマをお楽しみください。
その他、朝陽や夜風を感じながら体験できる「PICNIC YOGA」や、“植物をもっと身近に”をコンセプトに活動する
GreenSnapによるワークショップ・植物の販売など、人工芝エリアを中心に様々なイベントを実施します。
また、イベントを盛り上げるドリンク＆フードは、敷地内に多数あるお店の中からのチョイスが便利です。会場には、
アメリカ生まれ沖縄育ちのアイスクリームショップ“BLUE SEAL”が販売するイベント限定フードの他、今年3月に
リニューアルした恵比寿三越B2フードガーデンの出来たてのお総菜やドリンクなど、施設内各店舗の“美味しいもの”を
持ち込んで恵比寿ガーデンプレイスならではの自由なピクニックをお楽しみください。
25周年を迎える本年、恵比寿ガーデンプレイスは「つながる」を年間テーマに、訪れた方がつながる場として、
今後もお客様の心に残る、様々な体験価値をイベントを通して提供してまいります。

＜この件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
恵比寿ガーデンプレイス・インフォメーション
TEL：03-5423-7111 URL：https://gardenplace.jp
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YEBISU GARDEN PICNIC 概要
◆期
◆時
◆料
◆場
◆主
◆内

間：
間：
金：
所：
催：
容：

2019年7月13日（土）～8月25日（日）
イベントにより異なる
入場無料
恵比寿ガーデンプレイス センター広場
恵比寿ガーデンプレイス
野外シネマ、ヨガ、ワークショップ、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
◆U R L： https://gardenplace.jp/special/summer2019/gardenpicnic/

都会の夜景と野外シネマが生み出す恵比寿ならではの映画体験
PICNIC CINEMA

全国を旅する移動映画館「キノ・イグルー」がプロデュースする野外シネマです。昨年の12日間から15日間に
期間を拡大して開催します。本年は、“下を向いていたら、虹を見つけることはできない”をテーマに、全米で
歴代興行記録を打ち立てたウェス・アンダーソン監督の最高傑作『グランド・ブダペスト・ホテル』のほか、
『gifted/ギフテッド』や『オズの魔法使』など、15作品を上映予定です。
◆期
間： 2019年7月26日（金）～8月25日（日）※毎週金曜、土曜、日曜開催
◆時
間： 19:30～＜上映日共通＞
◆上映作品： 『gifted/ギフテッド』／『グランド・ブダペスト・ホテル』／『オズの魔法使』
『イエスマン “ＹＥＳ”は人生のパスワ－ド』／『最高の人生の見つけ方』
『華麗なるギャツビー』 など
※上映スケジュール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
『グランド・ブダペスト・ホテル』

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation and
its related entities. All rights reserved. Not to be sold
or distributed to the general public.

『gifted/ギフテッド』

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation and
its related entities. All rights reserved. Not to be sold
or distributed to the general public.

『オズの魔法使』

© 1939 THE WIZARD OF OZ and all related
characters and elements are
trademarks of and © Turner Entertainment Co.

【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/
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都会の真ん中の開放的な空間で自然を感じるヨガ
PICNIC YOGA

人工芝を敷いた開放的な広場で、「朝ヨガ」「夜ヨガ」を開催します。
朝の陽の光や夜風など、都会の真ん中で自然を感じながら、心も身体も
リラックスできる体験ができます。
◆期
◆時
◆備

間： 2019年8月1日(木)～8月22日(木)
※期間中10日間実施予定
間： 朝7:30～、夜19:00～
考： 参加は先着順約100名
開催スケジュールは恵比寿ガーデンプレイスホームページで順次公開
※ヨガマットまたはバスタオルをご準備ください
※参加者多数の際は、参加をご遠慮いただく場合があります

過去開催時の様子

親子で楽しむワークショップなど植物好きによるコンテンツが集結
Botanical Picnic by GreenSnap

植物好きによる国内最大コミュニティであるGreenSnapのユーザーによる、展示・販売イベントを開催します。
人気のドライフラワーや多肉植物の販売のほか、DIYFACTORYによる人気絵本「どうぞのいす」に登場する
可愛らしい椅子づくりのワークショップなど、親子でもお楽しみいただけるイベントです。
◆期
間： 2019年7月13日（土）～15日（月・祝）
◆時
間： 12:00～19:00 ※最終日のみ18:00まで
◆代表的な出店
①DIYFACTORY：どうぞのいすを作ろう
日時
：7月13日（土）～15日（月・祝）
[1]13:00～、[2]15:00～、[3]17:00～ ※最終日は15:00～で終了
参加費 ：3,000円 各回4組/事前予約制
予約方法：7月上旬にイベントページにて発表予定
内 容 ：人気のロングセラー絵本「どうぞのいす」に出てくる可愛らしい椅子を
親子で作ることができるワークショップです。
絵本の世界が現実になる、心温まる体験ができます。

出店イメージ：DIYFACTORY

※対象年齢3才以上（未就学児は必ず保護者同伴でご参加ください）
※1組あたりお子さま1名まで（お子さま2名の場合2組となります）

②ハナナ：親子で花かんむりを作ろう！
日時
：7月13日（土）～15日（月・祝）
[1]13:00～、[2]15:00～、[3]17:00～ ※最終日は15:00～で終了
参加費 ：子ども 1,000円、大人 1,500円 1日10組限定/事前予約制
予約方法：Eメールにて受付 / hanana.yokohama@gmail.com
内 容

出店イメージ：ハナナ

※希望時間、希望人数(ex.子ども1人、大人1人 ※1組あたり3名まで )
お名前(全員分)、電話番号と「恵比寿ワークショップ希望」と書いて送信

：親子で花かんむりを作ることができるワークショップを開催するほか、
ドライフラワーやドライフラワーアレンジメントも販売します。

③多肉雑花屋 BLUE LEAF
日時
：7月14日（日）～15日（月・祝）
内容
：多肉植物とガーデン雑貨の販売を実施します。
話題の多肉植物を、気軽に手にとって見ることができます。

出店イメージ：多肉雑花屋 BLUE LEAF
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恵比寿ガーデンプレイスなら“都会のピクニック”を盛り上げるドリンク＆フードが勢揃い
恵比寿ガーデンプレイスで購入できるドリンク＆フードの一例をご紹介します。会場となるセンター広場では、
施設内に店舗を構えるBLUE SEALが夏にピッタリのイベント限定メニューを販売。その他、恵比寿三越B2
フードガーデンで、出来たてのお総菜やドリンク、ウェスティン デリで、グラススイーツ、WINE MARKET PARTYで、
お好きなワインやビールなどを買い込むなど、人工芝エリアで自由なスタイルでのピクニックをお楽しみください。

BLUE SEAL コラボメニュー

◆期 間： 2019年7月13日（土）～8月25日（日）
◆時 間： 12:00～20:00
◆場 所： 恵比寿ガーデンプレイス センター広場 特設ブース
◆販売メニュー

ブルーシール カップアイス
340円

沖縄から直送パイナップルつき

沖縄パイナップルサワー
600円

沖縄定番

タコスミート&トルティーヤ
480円

沖縄と言えばゴーヤ

ゴーヤ入りピクルス
480円

恵比寿ガーデンプレイス 夏のおすすめテイクアウトメニュー
◆販売メニュー

ウェスティンホテル東京
ペストリーブティック「ウェスティン デリ」

EXCELSIOR CAFFÉ

グラススイーツ
670円～

フルーツソーダ
オレンジ&ミックスベリー
（R）580円

※販売期間7/1（月）～8/31（土）

※販売期間6/20（木）～

WINE MARKET PARTY

マトゥア リージョナル ソーヴィニヨン・
ブラン マールボロ 2017
2,160円

OLIVIERS&CO EBISU

アップルビネガーソーダ
756円

恵比寿三越 B2 フードガーデン

◆時 間： 11:00～20:00 ※一部飲食店を除く
◆場 所： 恵比寿三越 B2
◆販売メニュー

UMAMI BURGER

UMAMIセット
1,491円

※価格はすべて税込価格です

アンディカフェデリカ

田頭茶舗

丸型ナポリピザ マルゲリータ
シェイク小豆白玉 抹茶・ほうじ茶
（S）1,069円 （M）1,718円
各638円

未来日本酒店
「ビンテージ」や「テロワール」など、
テーマやコンセプトで選ぶ
日本酒のセレクトショップ
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