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＜虎ノ門ヒルズで“文化の秋”に大迫力のスクリーンで楽しむ野外シネマイベント＞

「TORANOMON HILLS OUR PARKS “エル シネマナイト”」 初開催！
～会 場にはキッチンカーも登 場 ！上 映 後 は清 塚 信 也 氏 等 のトークショーも開 催 ～
虎ノ門ヒルズでは、文化の日である 11 月 3 日（金・祝）と 4 日（土）の 2 日間、虎ノ門ヒルズのオーバル広場にて、文化
の秋に最適な野外シネマイベント『TORANOMON HILLS OUR PARKS “エル シネマナイト”』を初開催いたします。
本イベントは、映画を愛する雑誌「エル」（ハースト婦人画報社）が開催している「エル シネマナイト」とコラボレーションし
たもので、ソフィア・コッポラ監督の代表作 2 作品を上映します。虎ノ門ヒルズとしても、「エル シネマナイト」としても、今
回が“屋外初開催”となります。さらに、当日会場で使用する上映機材も、このイベントのために取り寄せたドイツ製の
「AIRSCREEN®」スクリーンで、スペシャル感満載です。また、迫力のあるスクリーンで映画鑑賞をしながらお楽しみいただ
けるキッチンカーが登場するほか、“ピアノ界の貴公子”として注目される清塚信也氏や、今回上映する作品にも出演
経験のある、モデル/女優の桃生亜希子氏などをゲストにお招きしたトークショーも開催。虎ノ門ヒルズでは、この秋、映
画を通して文化の秋を深める上質なライフスタイルを提案します。

場
日

【TORANOMON HILLS OUR PARKS “エル シネマナイト” 開催概要】
所： 虎ノ門ヒルズ オーバル広場
時： 2017 年 11 月 3 日（金・祝） 受付 17:00～、映画上映 17:25～、トークショー19:35～（予定）
4 日（土）
受付 17:00～、映画上映 17:20～、トークショー19:10～（予定）
※雨天中止(中止の場合は、当日の 12 時まで虎ノ門ヒルズの Facebook、HP で公開します。)

トークショー：
料
金：
主
催：
協
催：

11 月 3 日（金・祝） 清塚 信也氏 ／ 11 月 4 日（土） 桃生 亜希子氏・南馬越 一義氏
無料
森ビル株式会社
ハースト婦人画報社

11/3（金・祝）上映映画

11/4（土）上映映画

ソフィア・コッポラ
「マリー･アントワネット」

（2006 年）

伝説のフランス王妃マリー・アントワネッ
トの半生を、ソフィア・コッポラならではの
おしゃれなガーリー・テイストで描いた歴
史絵巻。本場ヴェルサイユ宮殿で撮影
されたゴージャスでカラフルな映像は、ま
さにソフィア・ワールド。

「ロスト・イン・トランスレーション」（2003 年）
TOKYO を舞台に、倦怠期のハリウッドスタ
ーと孤独な若妻との触れ合いをアートな映
像とモダンな感性で魅せる人間ドラマ。監
督ソフィア・コッポラの出世作であり、主役の
スカーレット・ヨハンソンは本作で世界的にブ
レイク。2004 年アカデミー賞脚本賞受賞。

1971 年 5 月 14 日、NY 生まれ。父
親は映画監督のフランシス・フォード・
コッポラ。1998 年に映画監督デビュ
ー。2003 年公開の『ロスト・イン・トラ
ンスレーション』でアカデミー賞最優秀
脚本賞のほか、数々の賞を受賞。最
新作は『The Beguiled（原題）』（今
冬日本公開予定）。

文化の秋を堪能！ 映画鑑賞とあわせて楽しむトークショー＆テイクアウトメニュー

■ トークショー開催 ～映画鑑賞後も余韻に浸れるスペシャルトークショー～
映画鑑賞の後は、ピアニスト・清塚信也氏やモデル/女優の桃生 亜希子氏などによるトークショーを開催します。映画
の後も「ソフィア・コッポラ」作品の余韻に浸れるスペシャルトークショーもあわせてお楽しみください。
◇日時： 11 月 3 日（金・祝） 19:35～19:55（予定）
◇トークゲスト： 清塚 信也氏
1982 年、東京生まれ。5 歳よりクラ
シックピアノの英才教育を受ける。
現在放送中の TBS 系金曜ドラマ
『コウノドリ』のメインテーマや、映画
『新宿スワンⅡ』の挿入歌など多くの
映像作品の劇伴や音楽監督を担
当。これらヒット曲を収録した最新ア
ルバム『For Tomorrow』が絶賛発
売中。“ピアノ界の貴公子”として注
目を集めている。
http://tristone.co.jp/kiyozuka/

◇日時： 11 月 4 日（土） 19:10～19:30（予定）
◇トークゲスト： 桃生 亜希子氏 ＋ 南馬越 一義氏

＜桃生 亜希子＞

女優・モデル。数々の映画やドラマに出演。CM
や雑誌などにも活躍の場を広げている。2002
年に『ロスト・イン・トランスレーション』の撮影に
参加。最近ではリプトンや集英社ナツイチの
広告に出演し、注目を集める。
https://www.instagram.com/pinokosugar/

＜南馬越 一義＞

株式会社ビームス ビームス創造研究所 シニ
アクリエイティブディレクター。2004 年ウィメンズ
全体のクリエイティブディレクターに就任し、世界
中の旬のデザイナーやブランドを発掘。ソフィア・
コッポラとは「MILKFED.」時代からの親交があり、
『ロスト・イン・トランスレーション』に出演。

■ キッチンカー＆虎ノ門ヒルズのテイクアウトメニューが登場 ～映画鑑賞のお供に最適！～
虎ノ門ヒルズのオーバル広場には、「虎ノ門ホップ」のグリルソーセージ盛り合わせや、「グリーンラタン」のホワイトポークカ
レーを提供するキッチンカーが登場します。また、虎ノ門ヒルズの各レストランからもバラエティ豊かなテイクアウトメニュー
を取り揃えました。映画鑑賞とともにぜひご堪能ください。
◇キッチンカー

◇虎ノ門ヒルズ テイクアウトメニュー（一部）

グリルソーセージ盛り合わせ
￥850 （虎ノ門ホップ）

ホワイトポークカレー
￥600 （グリーンラタン）

ドイツから直輸入の 4 種類の
ソーセージの盛り合わせ。

マイルドで、程よくスパイシー
なホワイトポークカレー。

国産牛 100% ビーフバーガー
￥600 （メゾンカイザー カフェ）

日替わりフレンチソース オムライス
￥1,200
（フレンチカフェ＆ワイン 虎ノ門バール）

炭火でじっくりと焼き上げた国産牛
100%のパテを特製バンズでサンド。 溶き卵に生クリームをブレンドした、軽
い口当たりながらも濃厚なオムライス。
熱々のポテトとともに。

【週末限定！】 虎ノ門ヒルズ内のレストランで食欲を満たす逸品メニューが目白押し！
虎ノ門ヒルズをはじめとした虎ノ門・赤坂エリアの飲食店では、食欲の秋に楽しみたい週末だけのプレミアムメニューを展
開しています。通常料金でアルコールメニューを楽しめるハッピーアワープランや、ボリューム満点のお肉メニューなど、週末
しか堪能できない、お得感満載のラインナップです。映画鑑賞の後はもちろん、休日の楽しいひとときに彩りを添えます。
＜メニュー（一部）＞ ※価格は全て税込
①

②

③

① アンガス牛のリブロースステーキ \1,850 （スペインバル ジローナ）
② 鴨胸肉のロースト \2,500 （フレンチカフェ＆ワイン 虎ノ門バール）
③ ビール 3 種類飲み比べ \,1280 （虎ノ門ホップ）
④ 週末限定ランチハッピーアワー 1 杯 \500 （カフェ＆バー ビブ）

④

：最高級部位を 200g も贅沢に使用。熱々で山盛りのフリットとともに。
：フォアグラのソースが絡んだ脂の上品な甘みが決めての逸品です。
：10 種類の中から好きなビール 3 種を選んで飲み比べできます！
：11：00～17：00 の時間内であれば何杯でも 500 円でご提供。

◇本リリースに関するお問合せ先◇
森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部
担当： 山﨑、渡邉、山村
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

株式会社プラップジャパン
担当： 中野、天下谷（あまがい）、須藤
TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127

