
 

 

 

 

東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)は、10月22日（金）から29日（金）

までの期間、「HIBIYA CINEMA FESTIVAL（日比谷シネマフェスティバル）2021」を開催します。 

過去 3 年で累計約 350 万人が来場し、今年第 4 回目を迎える「HIBIYA CINEMA FESTIVAL」は、コンペティション形

式をとらず、「様々な視点で新しい映画の楽しみ方を提案する」イベントです。 

本年初開催となる「Park Cinema」では、より安全で快適に映画を楽しんでいただける新たな取り組みとして、家族で楽し

めるファミリー席を新設。映画の街・日比谷でオープンエアな環境のもと、感染症対策をしっかりとりながら無料で映画が楽しめ

るだけでなく、まるで小さな公園のような空間で、遊びながら親子で一味違った映画体験をすることができます。また、今年で 3

回目となる「トロント日本映画祭 in 日比谷」は、新作邦画の英語字幕付きの鑑賞に加え、監督のトークショーのオンライン

生配信が決定。その他にも今年創刊 102 年を迎えた歴代の『キネマ旬報』の雑誌展示「KINEJUN 図書館 in 日比谷」

など、日比谷ならではの映画体験が楽しめる 1 週間です。 

また本イベント終了後の 10 月 30 日(土)からは、「第 34 回 東京国際映画祭」が、本年より日比谷・有楽町・銀座にメイ

ン会場を移して開催されます。街をあげて映画一色に染まる日比谷の街でしかできない映画体験を味わいませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 初開催となる「Park Cinema」には、家族で遊具が独占できるファミリー席が登場！ 

⚫ 憧れの監督のスペシャルトークはオンラインでも生配信 「トロント日本映画祭 in 日比谷」 

⚫ 創刊 102 年の映画専門誌『キネマ旬報』歴代雑誌が日比谷にやってくる！  

概要箇条書き 

オープンエアでの“無料”映画鑑賞に加え、映画にまつわる様々な“体験”ができる 1 週間 

HIBIYA CINEMA FESTIVAL（日比谷シネマフェスティバル）開催 
日比谷からはじまる 体験する映画祭 2021 年 10 月 22 日（金）～29 日（金） 

 

HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2021 

テーマは「日比谷からはじまる 体験する映画祭」 ここでしかできない映画体験を 

① 屋外映画鑑賞に加えて遊具が独占できる 
ファミリー席も併設！「Park Cinema」 

②注目の監督陣が登壇！トークセッションはオンライン 
でも生配信！「トロント日本映画祭 in 日比谷」 

 

③「KINEJUN 図書館 in 日比谷」で映画史を振り返る 
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本イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、企画の内容等を変更、または開催を中止する場合がご

ざいます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。最新の状況はイベント特設サイト（9 月下旬公開予定）でご

確認ください。  
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日比谷ステップ広場では、遊具とシネマが融合した空間「Park Cinema
（パークシネマ）」が初登場。上映作品は、子どもと一緒に観たい大ヒット映
画をラインナップ。そしてウッドチェアで楽しむ特別観覧席に加え、今年は芝生の
上にテーブルとイス、遊具を配置したボックス席、通称”ファミリー席”を新設！
これまで映画を長時間見続けるのが難しく、映画館になかなか足を運べなかっ
たご家族も、ひらけた明るいオープンエアでなら安心。お子様は飽きずに、そして
大人はくつろぎながら楽しめる、新しい映画体験を提案します。 
都心の真ん中という立地で、まるで公園にいるようにくつろぎながら、青空の下
での映画体験をお楽しみください。 

■実施概要 
実施期間：10 月 22 日（金）～10 月 29 日（金） 
時 間：11：00～17：00  ※上映は平日 11：30～、土日 11：30～／14：30～（予定） 
主 催：東京ミッドタウン日比谷／一般社団法人日比谷エリアマネジメント 
協 力：株式会社コトブキ／TOHO シネマズ株式会社 
会 場：日比谷ステップ広場 ※雨天中止 
席 数：特別観覧席 50 席程度、ファミリー席 6 組 ※自由観覧席あり 
予 約：特別観覧席、ファミリー席は予約制 ※自由観覧席は予約なし・当日入場 
入 場：無料 

上映会場エリア MAP 

 
今年は遊びながら楽しめるファミリー席も新設！ 

① 子どもごころをくすぐられた大ヒット作品をオープンエアで楽しむ「Park Cinema」 
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大人には懐かしい作品も！子どもと一緒に観たい、誰もが一度は観たことがある大ヒット作品がずらり 
『グーニーズ』『チャーリーとチョコレート工場』『ミニオンズ』など全 5 作品を上映 

グーニーズ チャーリーとチョコレート工場 ミニオンズ 

 

●その他ラインナップ 

『ゴーストバスターズ』ほか 

 

 

 

特別観覧エリア 

ゆったり鑑賞できるウッドチェア 

ファミリーエリア 

親子でくつろぎながら映画鑑賞できるエリア 

ファミリーエリアには、感染対策に配
慮をし、1 家族限定のシートに加え
て、独占して使える遊具もセットにな
ったファミリー席を設置。動物をモチー
フにしたスウィング遊具や子供の想像
力や自主性を引き立てる組み立て
遊具「MOPPS（モップス）」を席ご
とに設置します。 
※上映がない時間には、ご家族単位で席

をお貸し出しいたします（当日受付）。 

例年好評の特別観覧席は、リク
ライニング式のウッドチェアを設
置。一定の距離を保ち、感染対
策に配慮した席で、ゆったりと映
画鑑賞が楽しめます。 
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自由観覧エリア 

遊具 イメージ 

SCREEN 

昨年イメージ 

パークシネマ 会場イメージ 

MOPPS（モップス）は先日第 15 回キッズデザイン賞「子どもたちの創造性
と未来を拓くデザイン部門」を受賞した遊具です。子どもたちの発想で遊びが
展開していく新しい遊びの価値を生み出す遊具としても注目されています。 



  

 

 ②トークセッションはオンライン生配信が決定！「トロント日本映画祭 in 日比谷」 

■実施概要 
実施期間：10 月 22 日（金）～10 月 28 日（木） 
時 間：18：15～21：00（予定） 
主 催：東京ミッドタウン日比谷／一般社団法人日比谷エリアマネジメント 
後 援：在日カナダ商工会議所 
協 力：トロント日系文化会館（JCCC） 
会 場：日比谷ステップ広場 ※雨天時は 9 階三井カンファレンスなどで開催 
席 数：特 別 観 覧 席 50 席程度 ※自由観覧席もあり 
予 約：特 別 観 覧 席 は予約制 ※自由観覧席は予約なし・当日入場 

（雨天時は予約者のみの入場となります。） 
入 場：無 料   
上映作品：『私をくいとめて』、『宇宙でいちばんあかるい屋根』、 

『おらおらでひとりいぐも』、『朝が来る』ほか 
 

日本映画を英語字幕付きで楽しめる「トロント日本映画祭 in 日比谷」。

今年で 3 回目となるこのイベントは、6 月にカナダで実施された「トロント日本

映画祭」で上映したラインナップから人気作品をセレクトし、逆輸入のような

形で上映する珍しいイベントです。今年も上映前に監督のトークセッションが

決定！第 33 回東京国際映画祭にて観客賞を受賞した『私をくいとめて』

の大九監督が登壇予定など、世界が注目する充実のラインナップです。そし

て今年は監督のトークセッションをオンラインでも生配信することが決定！

貴重な監督の撮影裏話を、会場でもご自宅でもお楽しみいただけます。 

昨年の東京国際映画祭で観客賞を受賞した大九監督も登壇！ 

『トロント日本映画祭』とは  http://torontojff.com/ 

トロント日本映画祭は、カナダのトロント日系文化会館（JAPANESE 
CANADIAN CULTURAL CENTRE=JCCC）が主体となって実施をしてい
る映画祭。今年で 10 回目を迎えた。トロント日本映画祭(TJFF)では、日本
文化に関する知識を広く一般の人々に紹介することを目標に、日本で観客や
映画評論家から高い評価を得た作品、また海外の映画祭や日本アカデミー賞
などの受賞作品など、話題の日本映画作品を上映している。ほとんどの作品は
北米、カナダあるいはトロントプレミアとなっており、日本からも監督や出演者が
登壇し、プロモーションを行っている。2021 年度もオンラインで 6 月に開催。 
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映画で話される独特の会話表現が、英語字幕でどのように訳されているのかという視点
で映画を鑑賞するのがこの映画祭ならでは。逆輸入の邦画をお楽しみください！  

ツウな 
楽しみ方 

『私をくいとめて』 

大九明子監督 

 

『宇宙でいちばんあかるい屋根』 

藤井道人監督 

『おらおらでひとりいぐも』 

沖田修一監督 
 

『朝が来る』 

河瀨直美監督 

明治大学政治経済学部卒業。1997 年に開校した映画美学校に第 1期生

として入学。07 年の劇場長編デビュー作「恋するマドリ」以降、『東

京無印女子物語』（12）、『ただいま、ジャクリーン』（13）、『でーれー

ガールズ』（15）などを監督。原作・綿矢りさ、主演・松岡茉優の映画

『勝手にふるえてろ』（17）では監督・脚本を手がけ、東京国際映画祭

コンペティション部門で観客賞を受賞するなど大きな話題となった。

『美人が婚活してみたら』（2019）『甘いお酒でうがい』（2020）など 

大九明子 監督 

監督登壇作品と日程は後日追加発表します。お楽しみに！ 

昨年のトークセッションの様子 
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■実施概要 
実施期間：10 月 22 日（金）～10 月 28 日（木） 
時 間：11：00～18：00（予定） 
協 力：株式会社キネマ旬報社 
会 場：6 階 BASEQ キッチン（予定） 
料 金：無料 

 

1919 年（大正 8 年）に創刊した映画雑誌『キネマ旬報』は、世

界で最も長い歴史を持つ映画雑誌ともいわれています。昨年もパネ

ル展示が大好評だった『キネマ旬報』から、今年は東京ミッドタウン日

比谷に歴代の雑誌たちがやってきます！その名も「KINEJUN 図書

館 in 日比谷」。貴重な雑誌の数々を目にするチャンスです。 

映画の歴史に浸る優雅なひと時をお過ごしください。 

今年、創刊 102 年を迎えた歴代の『キネマ旬報』が日比谷にやってくる！  

③映画の歴史に浸る 「KINEJUN 図書館 in 日比谷」 

あなただけのお気に入りの一冊がきっと見つかる 

イメージ 

過去のキネマ旬報 
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①Park Cinema 
＠日比谷ステップ広場 

②トロント日本映画祭 
 in 日比谷 

＠日比谷ステップ広場 
(10/28 まで) 

10/30- 11/8 東京国際映画祭 10/22-10/29 HIBIYA CINEMA FESTIVAL 

③KINEJUN 図書館 in 日比谷@６F BASEQ キッチン 

（10/28 まで） 

昼 夜 

第 34 回 東京国際映画祭 
 

野外上映会 
＠日比谷ステップ広場 

 ほか 

 

 

スケジュール 
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東京ミッドタウン日比谷の感染症対策について 


