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2019 年 10 月 3 日

報道関係者各位

〈 プレスリリースカテゴリー ・

イベント開催 〉

１．イベントの概要
「新宿まちフェス」は、
「フラワーファンタジアパレード」「芸術天国」と名称を変えながら時代に合わせ
て成長してきた 30 年以上の歴史を誇る地域のイベントであり、現在の名称で開催 3 年目となります。
新宿の魅力を発信するキーワードとして「ダンス」
「映画」「グルメ」の 3 つの軸に、新宿の企業や商店
街、各店舗が力を合わせ、新宿のまちを満喫できるコンテンツを展開します。新宿のまちが持つ多様性を
国内外に広く発信します。
２．新宿まちフェス 2019 の主な特色

注目のラグビー「日本 VS サモア」戦の当日、世界の踊りで新宿から日本を盛り上げます！
10 月 5 日（土）に開催します「WORLD
DANCE STREET」では、ハカ&ニュージーラン
ドダンス、サモアダンス、和太鼓など、現在開
催中のラグビーの大会に参加する国の踊りを、
新宿駅周辺の会場で披露します。注目の一戦を
前に、国際観光都市・新宿から日本を盛り上げ
ます！

トア サモア（サモアダンス）

和太鼓

彩（和太鼓）

新宿駅周辺の百貨店・大型店と連携企画を実施します！
伊勢丹新宿店、小田急百貨店 新宿店、京王百
貨店 新宿店、新宿マルイアネックス、ニュウマ
ン新宿店が新宿まちフェス 2019 と連携した企
画を実施します。キーワードである「ダンス」
「映画」
「グルメ」と関連した取り組みにより、
新宿のまちを盛り上げます！

伊勢丹新宿店
「アイカツ！カステラ」販売

小田急百貨店 新宿店
「ハカ」体験イベント開催

地元の学校参加による地域とさらに連携したイベントを開催します！
専門学校東京アナウンス学院のダンスパフ
ォーマンス科と東京都立新宿高等学校の管弦
楽部が、地元の新宿を盛り上げるため、WORLD
DANCE STREET に参加します！
また、東京都立新宿高等学校からイベント運
営のボランティアとしても、多くの学生が新宿
まちフェス 2019 に参加します。

専門学校東京アナウンス学院
ダンスパフォーマンス科
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東京都立新宿高等学校
管弦楽部

３．コンテンツの概要
■ WORLD DANCE STREET
新宿通りを舞台に、国内外の踊り・伝統楽器を各分野で活躍する
団体が披露。ダンスを通じて、世界の文化を感じよう。
【開催日】
10 月 5 日（土）12:00～16:00
【会場】
新宿通り（伊勢丹新宿店前～新宿アルタ前間の３つのステージ）
新宿髙島屋明治通り口会場（今年会場追加！）
、新宿サザンテラス広場
【参加団体】

タップダンスカンパニー フライハイト＆レディーホンカーズ（タップダンス）
、ビエント・デ・タン
ゴ舞踊団（アルゼンチンタンゴ）
、トア サモア（サモアダンス）
、スタジオラピス（ベリーダンス）、
プアヒナノ（ハカ&ニュージーランドダンス）、サンバノバ（サンバ）
、きらり妓（芸者）
、東京都立
新宿高等学校管弦楽部（管弦楽団）
、新宿区役所つつじ連（阿波踊り）、吹鼓連(すいこれん)（阿波踊り）、
専門学校東京アナウンス学院（ストリートダンス）
、和太鼓 彩（和太鼓）
※オープニングには、子どもたちによるチアリーディングチーム「Angels」が登場します！

■ 新宿シネフィルプレミアム
新宿独自の映画企画を開催。大手シネコンから老舗映画館まで
お気に入りの映画館でアニメの企画上映を楽しもう。
【開催日】
10 月 4 日（金）～26 日（土）
【会場】
ＴＯＨＯシネマズ新宿、新宿バルト 9、新宿ピカデリー、K's cinema、シネマート新宿、
EJ アニメシアター新宿、テアトル新宿、新宿武蔵野館、新宿シネマカリテ
【実施内容】
・アニメフィルムフェスティバル東京 2019（AFFT2019）と連携したプログラムを実施
・新宿エリアの 9 ヶ所の映画館で最新アニメや名作アニメを企画上映
・伊勢丹新宿店とのコラボ商品「アイカツ！カステラ」の販売

■ 新宿街バルウィーク
新宿の人気の繁華街で街バルを同時期に開催。前から気にな
っていたお店を回って、美味しいお酒や料理を堪能しよう。
【開催日】
10 月 5 日（土）～11 月 4 日（月・振休）
【実施内容】
開催日
イベント名
10 月 5 日（土）
BAR-HOP NIGHT 2019
10 月７日（月）～9 日（水） 思横秋祭り
10 月 13 日（日）
WORLD WINE FES 新宿 Vol.6
10 月 19 日（土）～20 日（日） 荒木町・杉大門 秋祭り ～花舞（かぶ）く～
10 月 23 日（水）～24 日（木） 御苑秋バル 2019
11 月 4 日（月・振休）
新宿ゴールデン街 秋祭り
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会場
新宿三丁目周辺 （末廣亭界隈）
新宿西口 思い出横丁
新宿三丁目周辺 （末廣亭界隈）
荒木町～舟町周辺
新宿御苑前駅周辺
新宿ゴールデン街

４．新宿まちフェス 2019 大型店連携企画

伊勢丹新宿店
AFFT2019×新宿シネフィルプレミアム開催記念「アイカツ！カステラ」の販売＆パネル展の開催！
■「アイカツ！カステラ」
日時：10 月 4 日(金)～／1,080 円／数量限定
会場：伊勢丹新宿店本館地下 1 階＝甘の味(和菓子)／名匠銘菓
または 伊勢丹オンラインストア（www.isetan.co.jp/foods）
内容：昨年に続き、AFFT2019×新宿シネフィルプレミアムの開
催を記念して 10 月 4 日(金)から伊勢丹新宿店本館地下 1
階＝甘の味(和菓子)/名匠銘菓で「アイカツ！カステラ」
を発売いたします。
■AFFT2019×新宿シネフィルプレミアム パネル展
日時：10 月 2 日(水)～26 日(土)／
会場：伊勢丹新宿店本館地下 1 階＝食品
内容：AFFT2019×新宿シネフィルプレミアムの開催について、
上映する映画館・作品のスケジュール、イベント情報等を、
パネル展示します。

小田急百貨店 新宿店
みんなでラグビー応援！PUAHINANO「ハカ」演舞＆体験イベント
日時：10 月 5 日（土）12：00～約 30 分
会場：小田急百貨店 新宿店 本館 9 階=屋上広場
※雨天の際は中止となります。
内容：ポリネシアンダンススタジオ・PUAHINANO が、ニュージー
ランド・マオリ族の民族舞踊で、ラグビーの試合でも踊られ
る「ハカ」を迫力満点に演舞。会場ではお子さま向けのハカ
レッスンも行います。※参加無料

京王百貨店 新宿店
WORLD DANCE STREET のチラシ持参でソフトドリンク等サービス
※ソフトドリンク等のサービスはお食事される方が対象となります。
日時：10 月 5 日（土）～11 月 4 日（月）11:00~22:00
会場：京王百貨店 新宿店 8 階レストラン街 新宿 Keio ダイニング
内容：期間中、チラシをお持ちの上、新宿 Keio ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞにてお食事
をされた方にソフトドリンク等をｻｰﾋﾞｽいたします。
※詳しくは売場係員におたずねください。
※チラシは期間中、新宿観光案内所（新宿 3-37-2）で配布。
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新宿マルイアネックス
とある科学の一方通行×OIOI Limited Shop in 新宿マルイアネックス
日時：10 月 5 日（土）～19 日（土）11:00~21:00
日・祝は 20：30 まで ※イベント最終日は 19：00 まで
会場：新宿マルイアネックス 1 階
内容：■グッズ販売
・アニメ「とある科学の一方通行」グッズ
・
「THE SIXTH LIE（アニメ「とある科学の一方通行」OP
担当アーティスト）
」コラボグッズ
■お買上げ抽選会
景品はキャストさまサイングッズなど
■イベント購入特典
「とある科学の一方通行×OIOI Limited Shop」×「THE
SIXTH LIE」コラボショッパーの配布
■展示アニメ関連展示
ニュウマン新宿店
800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA ニュウマン新宿店 限定ピッツァ
日時：10 月 12 日（土）~ 11 月 11 日（月）※食材がなくなり次第、終了
会場：800゜DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA ニュウマン新宿店
内容：秋鮭のコンフィと庄内野菜のピッツァ \1,800 + tax
ハーブのオイルで丁寧にコンフィした秋鮭と砂丘なすやパ
プリカなどの庄内野菜をふんだんにのせた限定ピッツァ。ジ
ューシー小松菜のサルサがアクセントに。

５．開催概要
■タイトル
■開催期間
■場所
■主催
■共催
■協力
■協賛

■公式 HP

第 40 回大新宿区まつり「新宿まちフェス 2019」
10 月４日（金）～26 日（土）
新宿駅周辺各所
新宿まちフェス実行委員会、一般社団法人新宿観光振興協会
大新宿区まつり実行委員会、新宿区
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会
㈱伊藤園、小田急電鉄㈱、㈱小田急百貨店、㈱小田急エージェンシー、㈱小田急トラベル、
京王電鉄㈱、㈱京王百貨店、㈱ＪＲ東日本企画、新宿サブナード㈱、㈱新宿高野、
大日本印刷㈱、㈱髙島屋、東京商工会議所 新宿支部、㈱中村屋、東日本旅客鉄道㈱、
㈱ビックカメラ、㈱ホテル小田急、㈱丸井、㈱三越伊勢丹、㈱ルミネ
新宿観光振興協会公式ホームページ http://www.kanko-shinjuku.jp ※随時更新！

※各コンテンツの内容や場所については、変更する場合があります。

６．お問合せ先
新宿まちフェス実行委員会事務局（一般社団法人 新宿観光振興協会 担当 千葉）
電話 03-3344-3160 FAX 03-3344-3190 メール info@kanko-shinjuku.jp
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