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新日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：永井 幹人）は、品川インターシティセ

ントラルガーデンにて、2018 年 12 月 17 日（月）～12 月 22 日（土）の期間、都心に突如現れる⾮日常的

な野外シアター「Shinagawa Xmas Cinema Week」（シナガワクリスマスシネマウィーク）を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

品川インターシティを舞台に幻想的な野外シアターを敷設、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」などを手掛けるショートフィルムの総合ブランド

「ShortShorts」と、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト「CINEMA CARAVAN（シネマキャ

ラバン）」が初めてコラボレーションし、全 11 作品（3 プログラム）を無料で上映します。また、映画だけ

でなく、全⽶No.1 クラフトビール「BLUEMOON」のキャラバンカー、ルーツミュージックを中心とする⾳

楽ライブ、クリスマスを彩るイルミネーションなども開催。来場者は食事をしながらゆったり映画を楽しめ

るエンターテイメントイベントになっています。 

 

【都心に幻想的で非日常的な野外シアターが登場！】 

近年、星空の下や街中など屋外で上映される野外シアターが全国各地で増えつつあります。 

今回、「Shinagawa Xmas Cinema Week」では、品川インターシティに幻想的な野外シアターを敷設。 

シアターは、ゴールデンウィークに開催されて全国的にも知名度が広がっている「逗子海岸映画祭」などを

主催し、野外映画祭の先駆けである移動式野外映画館＆アートプロジェクト「CINEMA CARAVAN」が演出。 

また、上映される映画コンテンツは日本発・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」がセレクションした話題作を上映。恋愛・社会・コメディなど様々なジャンルを

ご覧いただけます。 

冬の品川駅前が幻想的な”野外シアター“に大変身！話題の受賞作品も上映 

「Shinagawa Xmas Cinema Week」開催 
米国アカデミー賞公認『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア』と 

五感で体感できる移動式映画館『シネマキャラバン』が初コラボ！ 
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【『ショートショート フィルムフェスティバル & アジア』とは？】 

⽶国アカデミー賞公認、日本発アジア最⼤級の国際短編映画祭。才気溢れる映像作家の魅力を日本から世

界へ発信している。短編というジャンルを極めつつ、毎年新しい挑戦を続ける映画祭で別所哲也氏が代表を

務める。1999 年に東京・原宿で誕生し、これまでに延べ 40 万人を動員。初年度は、映画「スターウォーズ」

で有名なジョージ・ルーカス監督の学生時代のショートフィルムを上映するなど注目を浴びる。 

オフィシャルコンペティションをはじめ、「⾳楽」「環境」「CG アニメーション」など、様々なカテゴリーの

プログラムで構成されており、グランプリ作品は、次年度のアカデミー賞の短編作品のノミネート作品候補

になる。また、2018 年に映画祭が 20 周年を迎えたことを記念し、グランプリ作品はジョージ・ルーカス監

督の名を冠した「ジョージ・ルーカス・アワード」に。世界に羽ばたく若きクリエイターを応援する映画祭。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【『CINEMA CARAVAN（シネマキャラバン）』とは？】 

「地球と遊ぶ」をコンセプトに、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト。 

写真家・志津野雷を中心に 2010 年にスタート。日常の風景に野外上映用のスクリーンを広げ、⾮日常の映

画館を作り、旅で出会った方々から生きる知恵や工夫を学び、各地に根付く文化や風景、リアルな現実など、

旅をして出会った感覚を様々な手法で切り取り、世界や次代に伝えていくための情報交換の場をつくってい

る。 

2018 年で 9 回目を迎えた逗子海岸映画祭の主催や、東京国際映画祭、サンセバスチャン国際映画祭など、

国内外の映画祭での出展、⼤地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ（新潟県）など地方自治体との連

携による地域活性化など、活動はジャンルや国境を越え多岐にわたる。 
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【「Shinagawa Xmas Cinema Week」上映作品】 

 

◇Tokyo・Shinagawa セレクション 

「東京の玄関口」となっていく品川・港南。その豊かな地域資

源と特色、東京の魅力をテーマに 3 作品のショートフィルムを

セレクト。 
 

『しゃぶしゃぶスピリット』 （監督：Yuki Saito） 

製作国：日本 2015 年・コメディ・10 分 32 秒 

娘の彼氏が結婚の挨拶にやってきた。娘の旦那にふさわしい男

かどうか、正藏の密かな値踏みが始まる。同じ鍋をつつき距離

を縮めさせようと、母が用意したしゃぶしゃぶ。正藏の目が光

る中、慶太はしゃぶしゃぶに手を伸ばす。 

 

◇世界が認めたショートフィルムセレクション 

アカデミー賞をはじめ世界各国の映画祭で輝かしい受賞歴を持

つ 4 作品のショートフィルムをセレクト。 

 
 

『サイレントチャイルド』 （監督：Chris Overton） 

製作国：イギリス  2017 年・ドラマ・14 分 45 秒 

★第 90 回（2018）⽶国アカデミー賞短編実写部門受賞作品★ 

ろうあ者の少女リビー。中産階級の彼女の家族は、自分たちの「壊

れた」子どもが現実世界に生きていけるようその場しのぎの解決方

法を探していた。しかし聴覚障害専門の社会福祉士を雇ったことに

より、問題はリビー以外にあることが明らかになっていく。 

 

 

◇リフレッシュセレクション 

多くのワーカーで賑わう品川、仕事帰りにさくっと楽しめて 

リフレッシュできる 4 作品のショートフィルムをセレクト。 

 

『アルゼンチン・タンゴ』 （監督：Guido Thys） 

製作国：ベルギー 2006 年・コメディ・14 分 00 秒  

コミュニケーションもなく、冷めたオフィスに「幸せ」を呼び込も

うとする受付の男性。クリスマスプレゼントの代わりに、彼が用意

したのはとっても素敵な心のこもったプレゼント…。 
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【個性溢れるアーティストが登場！先進的なルーツミュージックのライブを開催】 

エリア内では映画だけでなく先進的なルーツミュージックを中心とする⾳楽ライブを開催。 

幻想的でエキセントリックなワールドミュージックやジャンルを超えたギターサウンドまで個性溢れるアー

ティストが登場し、品川インターシティやその周辺で働くビジネスマンを心地よい⾳楽で会場へといざない

ます。 

 

《出演アーティスト》 

Otoji+Ray & 長島源 

☆.A/NAOITO 

NaNaKiKu 

市村順平 

※⾳楽ライブは 12 月 18 日（火）～ 

 
 

【“シネマグルメ”満載！冬の夜空の下「観る・聴く・味わう」が一度に楽しめる！ 

全米No.1 クラフトビール「BLUEMOON」のキャラバンカーも登場】 

さらに、フードゾーンには全⽶No.1 クラフトビールの「BLUEMOON」のキャラバンカーをはじめ、こだ

わりのグルメが集結！冬の夜空の下「観る・聴く・味わう」を一度に楽しんでいただけます。 

 

 

◇PORTE 

農林水産省イネ科担当も在籍する、お⽶のエンタメ集団「⽶騒動」の 

自家製お⽶のソーセージをはじめとした肉料理を提供します。 

 

 

 

◇ぷる飯 

デザイナー、料理人、主夫の「ぷるにぃ」が、 

様々な角度から創り出す常識を越えた料理をお楽しみください。 

 

 

 

◇発酵食堂 さはんじ 

山梨県で農業や加工品の販売をおこなう山梨料理人軍団が創る、 

オーガニック発酵食材プレートは必見必食です。 
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【ボリューム感溢れる森のイルミネーションも登場】 

メイン会場に隣接する“森”にはイルミネーションを装飾します。LED を使用した圧倒的なボリューム感で 

会場を華やかな雰囲気で包み込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベント初日は女優・本仮屋ユイカさんのトークショーも開催！】 

 

イベント初日の 12 月 17 日（月）18 時からのオープニングイベントでは、 

女優 本仮屋ユイカさんのトークショーを開催。 

「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2018」の公式審査員を

務め、映画祭内では、本仮屋さんが主演を務めたショートフィルムの上映も行い

ました。 

そこで、本仮屋さんからショートフィルムの魅力や本イベントの見どころをたっ

ぷりと語っていただきます。 

 

 

【イベント最終日には地元団体と連携した「Local Friendship Stages」を開催！】 

イベント最終日の 12 月 22 日（土）には、地元団体と連携したステージコンテンツを開催。 

品川区初のアイドルユニット「しな☆がーる」や、人気アイドルも育成しているダンサーなど多様なパフォ

ーマンスをお楽しみいただけます。 

 

※出演予定団体 

Ayumi'sABC／CJC(Come and Join the Chorus)／E-chan Belly Dance／ 

RECNAD TOKYO(レクナッド トウキョウ）／クウレイナニ ポリネシアンカルチャースクール／ 

しな☆がーる／スガナミミュージックサロン／津軽三味線 貢新会／目黒学園エンジョイ・フラ（※五十⾳順） 
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■開催期間  

2018 年 12 月 17 日（月）～2018 年 12 月 22 日（土） 

■CINEMA 上映時間 

2018 年 12 月 17 日（月）～12 月 21 日（金） 

第一部 19 時 00 分～19 時 50 分、第二部 20 時 00 分～20 時 50 分 

2018 年 12 月 22 日（土） 18 時 00 分～20 時 30 分（※Xmas 特別上映作品「ラブ・アクチュアリー」） 

※上映作品により上映時間は多少前後します。あらかじめご了承ください。 

■音楽 LIVE 演奏時間 

2018 年 12 月 18 日（火）～12 月 21 日（金）18 時 15 分～18 時 45 分 

■飲食エリア運営時間 

2018 年 12 月 17 日（月）17 時 00 分～22 時 00 分（L.O.21 時 30 分） 

2018 年 12 月 18 日（火）～12 月 22 日（土）11 時 30 分～22 時 00 分（L.O.21 時 30 分） 

■イルミネーション点灯時間 

16 時 30 分～24 時 00 分 

■トークショー 

2018 年 12 月 17 日（月）18 時 00 分～18 時 35 分 

■Local Friendship Stages  

2018 年 12 月 22 日（土） 13 時 00 分～17 時 00 分 

 

 

【Shinagawa Xmas Cinema Week（品川クリスマスシネマウィーク）公式サイト】 

https://www.shinagawa-cinema.com/ 

 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベント催事について 

「Shinagawa Xmas Cinema Week」PR 事務局 

（カーツメディアコミュニケーション内） 

担当：石井、橋口、佐藤 

電話：03-6427-1827 FAX：03-6701-7543 

メール：info@kartz.co.jp 

■本リリースについて 

新日鉄興和不動産株式会社 

広報室 

担当：吉田、赤根 

電話：03-6774-8047 FAX03-6774-8328 

https://www.shinagawa-cinema.com/


日時：2018年12月17日（月）18:00～19:00 （メディア受付17:30～）
場所：品川インターシティ セントラルガーデン（東京都港区港南二丁⽬15番2号）

＜取材案内状＞

初日オープニングイベントでは
女優・本仮屋ユイカさんのトークショーを開催！

～クリスマスを彩るイルミネーションも登場～

冬の品川駅前が幻想的な”野外シアター“に大変身！
話題の受賞作品も上映

「Shinagawa Xmas Cinema Week」開催
シナガワ クリスマス シネマ ウィーク



2018年11月吉日
新日鉄興和不動産株式会社

新日鉄興和不動産株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：永井 幹人）は、品川インターシティ セン
トラルガーデンにて、2018年12月17日（月）～12月22日（土）の期間、都心に突如現れる⾮日常的な野外シア
ター「Shinagawa Xmas Cinema Week」（シナガワクリスマスシネマウィーク）を開催します。

品川インターシティを舞台に幻想的な野外シアターを敷設、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」などを手掛けるショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」と、五
感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト「CINEMA CARAVAN（シネマキャラバン）」が初めてコラボ
レーションし、全11作品（3プログラム）を無料で上映します。また、映画だけでなく、全⽶No.1クラフトビー
ル「BLUEMOON」のキャラバンカー、ルーツミュージックを中心とする⾳楽ライブ、クリスマスを彩るイルミ
ネーションなども開催。来場者は食事をしながらゆったり映画を楽しめるエンターテイメントイベントになって
います。
初日のオープニングイベントでは新日鉄興和不動産株式会社 代表取締役社長 永井幹人より今回のイベント概要

の説明、さらに「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2018」のアワードセレモニーで公式審査
員も務めた女優の本仮屋ユイカさんが登場しトークショーを開催。ショートフィルムの楽しみ⽅や見どころなど
お話いただきます。

ご多忙中と存じますが、ぜひご来場・ご取材賜りますようお願い申し上げます。

報道関係各位

＜取材案内状＞

冬の品川駅前が幻想的な”野外シアター“に大変身！
ショートショート フィルムフェスティバルとシネマキャラバンのコラボで話題作も上映

「Shinagawa Xmas Cinema Week」開催
オープニングイベントでは女優 本仮屋ユイカさんのトークショーを開催！

日時：2018年12月17日（月）18:00～19:00 （メディア受付 17:30～）
場所：品川インターシティ セントラルガーデン（東京都港区港南二丁⽬15番2号）

＜「 Shinagawa Xmas Cinema Week 」 オープニングイベント 開催概要＞

◇日時 2018年12月17日（月）18:00～19:00 （メディア受付 17:30～）
◇会場 品川インターシティ セントラルガーデン（東京都港区港南二丁⽬15番2号）
◇登壇者 新日鉄興和不動産株式会社 代表取締役社長 永井 幹人

女優 本仮屋 ユイカ さん
女優 井桁 弘恵 さん

◇内容 企業広告上映／主催者挨拶／主催者・イメージキャラクター井桁弘恵さんインタビュー
本仮屋ユイカさんトークショー／フォトセッション／囲み取材

※登壇者への個別取材を希望の場合は事前に事務局までお問い合わせ下さい。
※演出や開催時刻は急遽変更となる可能性がございます。

井桁弘恵さん



～ 注目ポイント① ～
全国で人気の野外シアターがXmasシーズン限定で都心に出現！

「ショートショート」と「シネマキャラバン」の初コラボで
話題のショートフィルムを上映！

近年、星空の下や街中など屋外で上映される野外シアターが全国各地で増えつつあります。
今回、「Shinagawa Xmas Cinema Week」では、品川インターシティに幻想的な野外シアターを敷設。
シアターは、ゴールデンウィークに開催されて全国的にも知名度が広がっている「逗子海岸映画祭」など
を主催し、野外映画祭の先駆けである移動式野外映画館＆アートプロジェクト「CINEMA CARAVAN」が
演出。また、上映される映画コンテンツは日本発・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」の作品の中から厳選した話題作を上映。恋愛・社会・コメディなど
様々なジャンルをご覧いただけます。

～ 注目ポイント② ～

初日トークイベントには女優・本仮屋ユイカさんが登場！
ショートフィルムの楽しみ方を伝授！

イベント初日のオープニングイベントでは、女優 本仮屋ユイカさんの
トークショーを開催。

本仮屋さんは「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア
2018」の公式審査員を務め、映画祭内では、本仮屋さんが主演を務めた
ショートフィルムの上映も行いました。

そこで、本仮屋さんからショートフィルムの魅力や本イベントの見どこ
ろをたっぷりと語っていただきます。

※『ショートショートフィルムフェスティバル & アジア』とは？
⽶国アカデミー賞公認、日本発アジア最⼤級の国際短編映画祭。才気溢れる映像作家の魅力を日本から世界へ
発信している。短編というジャンルを極めつつ、毎年新しい挑戦を続ける映画祭で別所哲也氏が代表を務める。
1999年に東京・原宿で誕生し、これまでに延べ40万人を動員。

※『シネマキャラバン』とは？
「地球と遊ぶ」をコンセプトに、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト。日常の風景に野外上映用
のスクリーンを広げ、⾮日常の映画館を作り、旅で出会った⽅々から生きる知恵や工夫を学び、各地に根付く
文化や風景、リアルな現実など、旅をして出会った感覚を様々な手法で切り取り、世界や次代に伝えていくた
めの情報交換の場をつくっている。

また、冬を彩るオーセンティックなイルミネーションも登場。
メイン会場に隣接する“森”にXmasイルミネーションを装飾
します。LEDを使用した圧倒的なボリューム感で会場を華や
かな雰囲気で包み込みます。

エリア内では映画だけでなく先進的なルーツミュージックを
中心とする⾳楽ライブを開催。個性溢れるアーティストが登
場し、品川インターシティやその周辺で働くビジネスマンを
心地よい⾳楽で会場へといざないます。
※⾳楽ライブは12月18日（火）～



■開催期間

2018年12月17日（月）～2018年12月22日（土）

■CINEMA上映時間

2018年12月17日（月）～12月21日（金）第一部 19時00分～19時50分、第二部 20時00分～20時50分

2018年12月22日（土） 18時00分～20時30分（※Xmas特別上映作品「ラブ・アクチュアリー」）

※上映作品により上映時間は多少前後します。あらかじめご了承ください。

■音楽LIVE演奏時間

2018年12月18日（火）～12月21日（金）18時15分～18時45分

■飲食エリア運営時間

2018年12月17日（月）17時00分～22時00分（L.O.21時30分）

2018年12月18日（火）～12月22日（土）11時30分～22時00分（L.O.21時30分）

■イルミネーション点灯時間

16時30分～24時00分

■トークショー

2018年12月17日（月）18時00分～18時35分

（18時35分～フォトセッション、18:40頃～囲み取材予定）

■Local Friendship Stages

2018年12月22日（土）13時00分～17時00分

～ 注目ポイント③ ～

“シネマグルメ”満載！冬の夜空の下
「観る・聴く・味わう」が一度に楽しめる！

～全⽶No.1クラフトビール「BLUEMOON」のキャラバンカーも登場～

フードゾーンには、全⽶No.1の売り上げを誇るクラフトビール
「BLUEMOON」のキャラバンカーをはじめ、こだわりの“シネマグ
ルメ”が集結！
冬の夜空の下「観る・聴く・味わう」を一度に楽しんでいただけま
す。

◇PORTE
農林水産省イネ科担当も在籍する、
お⽶のエンタメ集団「⽶騒動」の
自家製お⽶のソーセージをはじめ
とした肉料理を提供します。

◇ぷる飯
デザイナー、料理人、主夫の
「ぷるにぃ」が、様々な角度から
創り出す常識を越えた料理をお楽
しみください。

◇発酵食堂 さはんじ
山梨県で農業や加工品の販売をお
こなう山梨料理人軍団が創る、
オーガニック発酵食材プレートは
必見必食です。



ご出席いただける⽅は、必要事項を記入し、FAXかEmailでご返信をお願いいたします。

※2018年12月14日（金）中までにご返信ください。

新日鉄興和不動産株式会社「Shinagawa Xmas Cinema Week」
オープニングイベント ご返信票

FAX：03-6701-7543 Email: info@kartz.co.jp
「Shinagawa Xmas Cinema Week」PR事務局（カーツメディアコミュニケーション内）担当: 石井、橋口、佐藤

2018年12月17日(月) 18:00～19:00（メディア受付 17:30～）

場所：品川インターシティ セントラルガーデン（東京都港区港南二丁⽬15番2号）

□ご出席
※席数が限られるためお早⽬にお申し込みください。

《会場》
品川インターシティ セントラルガーデン
（東京都港区港南二丁⽬15番2号）

貴社名

貴媒体名／番組名

部署名

お名前 計 名様

TEL：

ムービー： 台 スチール： 台

FAX：

緊急連絡先：

Email：

撮影希望時間帯

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

■イベント催事について
「Shinagawa Xmas Cinema Week」PR事務局
（カーツメディアコミュニケーション内）

担当：石井、橋口、佐藤
電話：03-6427-1827 FAX：03-6701-7543
メール：info@kartz.co.jp

■本リリースについて
新日鉄興和不動産株式会社
広報室
担当：吉田、赤根
電話：03-6774-8047 FAX：03-6774-8328 

《アクセス》
・JR 品川駅より徒歩6分
・京急 品川駅より徒歩8分
・京急本線 北品川駅より徒歩10分

mailto:info@kartz.co.jp
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