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進化を続ける SMT のフラッグシップシアター 【新宿ピカデリー】 

 リニューアル情報・イベント情報 

              

 

 

 

 

 

 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ（東京都中央区、代表取締役社長：秋元一孝）の直営劇場「新宿ピカデ

リー」において、昨年末から段階的に取り組んできた設備リニューアルが完了。今後のイベント予定と併せ、次の通

りお知らせいたします。 

 

 

 

■新宿ピカデリー とは。  

新宿ピカデリーは、1958 年に開業した旧新宿ピカデリーにかわり、2008 年7月、最高の設備とサービスとともに、

新宿ピカデリー（全１０シアター）として誕生しました。  

プラチナシートを採用した“プラチナルームでの映画鑑賞”という、新たな鑑賞形態の提案に代表される「ラグジ

ュアリーで独創性のあるシアター」に加え、すべてのシアターで、ご来場いただくすべてのお客様に、最高の映画鑑

賞環境を提供してきました。 

また、新同劇場の印象的な装いである、「ピュアホワイトとガラスを組み合わせたスタイリッシュなホワイトキュ

ーブ」な佇まいは、パリのガルニエ、ウィーンのシュターツオーパー、そして東京の歌舞伎座をモデルとした外観・

ロビーで、アート×ファッション×エンタテインメントを融合する“上質な空間”として、今もなお鮮烈な印象を放

ち続け、多くの映画ファンの支持を獲得しています。 

そして、この“ホワイトキューブ”新宿ピカデリーは、2014年冬から順次リニューアルを敢行。今春、一連のリニ

ューアルがひと段落し、設備面を含めて更に進化した劇場としてブラッシュアップいたしました。 

 

新宿ピカデリーは、「スタイリッシュで特別な空間の追求と、利便性の追求」を両立し、新宿エリアを訪れる人々

に愛され続けるフェイバリットシアターとして、今後も機能し続けて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 



【リニューアル情報】 

  

≪「PICCADILLY CAFÉ（ピカデリーカフェ）」がリニューアルOPEN ≫   

～「映画館にある売店」から、「CAFÉを想起させるコンセッション」に。～ 

 

 

  去る 2月 23 日、「PICCADILLY CAFÉ（ピカデリーカフェ）」が、リニューアル OPEN いたしました。 

ホワイトキューブの中でひときわ際立つ PICCADILLY CAFE は、【鑑賞前のワクワク感や、食のシズル感を感じる空間づ

くり】をコンセプトに、ナチュラルテイスト溢れるカフェ空間を演出。白タイルやウッドなどのマテリアルをふんだ

んに使い、“温かみ”が感じられる装いとなりました。 

また、これまでも好評をいただいていたレギュラーメニューに加え、素材にこだわったニューラインナップも展開

し、女性層はじめ幅広い層・世代の期待にお応えします。 

 

■「PICCADILLY CAFÉ」外観 

気軽に立ち寄り、思わずオーダーしたくなる「シズル感」や「ワクワク感」、「温かみ」を想起させるカジュアルなイメージに一新 

    

            

■「PICCADILLY CAFÉ」新商品のご紹介 

 

・「チョコブラウニーピッツァ」（平日限定） 

チョコレートソースを敷いたミニトルティーヤに、しっとり 

濃厚クルミたっぷりのブラウニーと、マシュマロを乗せて     

焼き上げたワンハンドスイーツ。（税込販売価格：￥400） 

 

・「トリプルチョコディップ チュリトス」 

ココアシュガーをまぶしたチョコチュリトスに、フランス・ 

MONIN社特製のダークチョコソースをたっぷりディップ！ 

（税込販売価格：¥450） 

 

・「カフェモカ」 

MONIN のダークチョコソースとあったかいカフェラテの、 

至福の組み合わせ。（税込販売価格￥450） 

 

・「～ラム酒香る～黒豆ぐらっせ」 

100%北海道産の黒豆を、一粒ずつ丹念にグラッセにしました。 

高品質な一粒は大人の映画時間にピッタリ。（税込販売価格￥350） 



≪大迫力を体感！ プロジェクション部門を強化≫   

 

■ 国内初！最高品質の３D映像を！圧倒的臨場感を再現する「ＣＨＲＩＳＴＩＥ ＤＵＯ」導入 

 

2014 年 12 月、1番スクリーン（607 席）限定で、国内最高品質を誇るデジタルシネマプロジェクタ、「CHRISTIE DUO（クリスティ・

デュオ）」を導入いたしました。2台のプロジェクタから投影されることで最高輝度を獲得、これまでにない最高品質の３Ｄ映像を

堪能できます。 

 

【製品紹介】 

・2台のプロジェクタからの映像を正確に調整することで、最大 32ｍ 

のスクリーン幅まで映写することが可能に。 

デュアルプロジェクタの圧倒的なパワーと、精密なミラー反射による 

画面調整により、さらに明るく臨場感のある、最高品質の３Ｄシネマ   

をご体験頂けます。 

                               
 

 

 

 

■ デジタルシネマの4K時代を見据えた、世界最高峰のデジタルシネマ 「ＣＰ４２３０」導入 

2015 年 5月 1日公開の「THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦」（配給；松竹）に併せ、新宿ピカデリー3番

スクリーン（287 席）に限定導入。抜群の解像度を備えた最高品質のデジタルシネマにアップデート（4K デジタル対

応）いたします。 

                            【製品紹介】 

                           ・現在のデジタルシネマは 2K（画素数；2048×1080）が主流

であるが、「4K」（画素数；4096×2160）対応の機器では、2K

の約 4 倍の画素数での鑑賞が可能となる。また、映画撮影

においても、今後は 4K 対応機器での撮影増が予想され、

撮影時の映像クオリティを、そのまま劇場顧客に提供できる

プロジェクタは、まさに 4K 時代到来を見据えた最新システ

ムの導入となります。 

 

 

 

 

≪内装もオールリニューアル！ 装い新たな新宿ピカデリーを体感。≫   

■ 全シアター・全座席を一新し、リニューアルOPEN！  

2008 年の開業以後、6年連続の動員日本一を支え続けた「座席」、「カーペット」を一新し、去る 2月 28日から装い新たにリニュー 

アルオープンいたしました。 今回、特に拘った「座席」には、コトブキシーティング社製の表情豊かな高級モケット地を新採 



用。椅子の曲面が織り成す光沢と生地の持つ素材感が、新宿ピカデリーのもつ高級感をより一層引き立てます。（プラチナを除く） 

カーペットにおいても、既存デザインを変更することなく「より弾力に富んだ厚みと柔軟性」を持つ最高品質へバージョンアッ 

プし、全面張り替えを完了。 

更に、“ホワイトキューブ”の所以たる「ピュアホワイト」にも更に磨きをかけるべく、内装クロスの全面張り替えも行いました。 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

【イベント、プロモーション情報】 

 

  

≪充実の SMTメンバーシップへ進化 ≫   

～ より使い易い映画館、フェイバリットシアターに。～ 

 

■「SMT Members が更に使いやすく！！」 メンバーシップインセンティヴがリニューアル！ 

 

SMT が運営する直営全 24劇場（東劇除く）の会員制度である「SMT Members（エス・エム・ティー・メンバーズ）」。  

1 月 30 日から、メンバーシップ特典がよりおトクになりました。 

 

・「無料鑑賞クーポン サービス」 

⇒ ８０ポイントから交換できた無料鑑賞クーポンが、60ポイント   

で OKに！（有料鑑賞チケット１枚につき１０ポイント付与） 

 

・「次回鑑賞時割引きクーポン プレゼント 」 

⇒ 映画を１回観ると、次回割引き価格に！（窓口購入時￥1,300／net購入時￥1,200のいずれかで利用可のクーポン付与）                              

                                        

※ 「新規入会は水・土・日がおトク！！」SMT Members入会キャンペーン実施！ 

春の入会促進キャンペーンとして、3 月 7 日（土）～4 月 29 日（水）内の水・土・日曜を対象に、「入会後、スグに使える“ポ

ップコーン無料チケット”プレゼント」実施中！ 

 

 

 

≪ 各種サービスが充実！ コラボ企画も続々登場！！ ≫   

 

■ SMT オリジナル ママと赤ちゃんのための上映会「ほっとママシネマ」がいよいよ START！ 

 

2008 年に START し、MOVIX ブランド全劇場で 1,000 回以上の実施実績を持つ、安心安全の子育て支援企画「ほっとママシネマ」

が、2015 年初夏、いよいよ新宿ピカデリーでの開催が決定しました。 

2014 年には「第 8回キッズデザイン賞」を受賞するなど、日本全国の映画大好きママはもちろん、メディアや自治体含め、各方



面から高い評価を獲得しているこの上映イベントにより、都市部新宿エリアのママと赤ちゃんの「映画館体験」を応援します！ 

 

・「ほっとママシネマ」とは？ 

⇒ 出産～乳幼児期の育児期間で、長く映画館体験から離れてしまうママへ。「最新映画を最適な環境で、気兼ねなく楽しんでもら

おう。ほっとママで「ほっと一息」、子どもといっしょに楽しい映画時間を過ごしてもらおう。」という意図から始まった上映会イ

ベント。「補助席サービス」、「おもちゃ広場」、「みまもりSTAFF」、「授乳＆おむつ替えスペース」、「専用HP」など等、安心安全・

充実の体制でママと赤ちゃんをお迎えします。   

 

 

 

【ほっとママシネマ公式 HP】 

 http://www.hotmama-cinema.jp/ 

※ 今後は、「近隣百貨店や店舗、各種商業施設等」、新宿ピカデリーならではのコラボ展開も実施予定です。 

 

 

 

■ 新宿ピカデリー発。「SNSはじめました」 

 

去る 2月 23日、多くのお客様から導入要望のあった「新宿ピカデリー；ＳＮＳオフィシャル展開」について、公式アカウントの運

用を開始いたしました。 新宿ピカデリーならではの情報発信で、お客様一人ひとりと劇場が繋がります！ 

 

・Facebook 、Twitter の運用ＳＴＡＲＴ 

⇒ 安定継続的な情報物量がある新宿ピカデリー。ユーザーに 

は見て楽しい、「いいね！」なニュースを発信して参ります。 

               

 

 

 

 

■ SMT オリジナルキャラクター「ヒッポコブラザーズ」も躍動！ 

SMT のオリジナルキャラクターとして、約 20年間愛され続けてきた「ヒッポコブラザーズ」。 

昨今は、劇場ポリシーシネマ登場や、各作品宣伝とのコラボレーションなど、SMT の宣伝大使的な活動が盛んです。 

今後は、新宿ピカデリーにおいても、積極的にヒッポコブラザーズが活躍いたします！ 

 

・「ヒッポコブラザーズ」とは？ 

⇒ 長男パコ、二男ピコ、三男ポコの映画大好きなカバの三兄弟。 

二次元での様々な展開に加え、昨今のゆるキャラブームに乗り、 

映画作品宣伝コラボはじめ、各地域イベントやキャライベント等 

での劇場宣伝など、兄弟それぞれ活躍の場を広げています。 

 

※ 兄弟が運営する公式Facebookページ「ヒッポコブラザーズの部屋」では、思いもよらぬビッグスターとの共演画像も！？ 



・ピカデリーカフェでも新展開「ヒッポコのおやつシリーズ」発売！ 

⇒ 2014年に販売開始し、好調なセールスを続けている「ヒッポコのおやつニョッキ」に続く第2弾として、 

 「ヒッポコのアイス＆チュリトス」が初夏に発売決定！ 今後も続々とヒッポコおやつの新シリーズがリリース予定です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 女性が来場し易い映画館、新宿ピカデリーが「トーキョー女子映画部®」とコラボ！ 

ピカデリーカフェ OPEN日の 2月 23日、「女子の見方で、女子に味方する映画生活提案サイト」として、幅広い女性層から圧 

倒的支持を獲得しているエンターテインメントサイト【トーキョー女子映画部®】と、女性限定イベントを開催いたしました。 

今回は、トーキョー女子映画部が主催する「女子が選ぶデート向き映画ランキング『DATE MOVIE AWARDS 1st』（第 1回デート・ 

ムービー・アワード）」発表会イベントとして開催。ピカデリーカフェ新メニュー試食イベントも相まって、会場は大盛況でし 

た。この連携を皮切りに、今後も新宿ピカデリーは部活動を応援すべく、トーキョー女子映画部と様々な連携イベントを予定し 

ています。 

 

・女子が選ぶデート向き映画ランキング「DATE MOVIE AWARDS 1st」発表会   ＠新宿ピカデリー  

 ⇒ 2014年に公開した映画作品の中から、トーキョー女子映画部®スタッフが「女子が映画でみたい作品」を５ジャンルに 

 わけ、各１２作品をノミネート。部員２９２名の投票によりランキングを決定し、新宿ピカデリーでの発表会となりました。 

 ピカデリーカフェOPENでもあった同日は、新メニューの試食試飲会も併催し、楽しく美味しい大満足なイベントとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ 松竹創業 120周年記念イヤーの作品連携が続々！ ≫   

 

 

■ 松竹株式会社120周年を迎える2015年。多彩な松竹作品と新宿ピカデリーがコラボ！ 

 

 

2015 年 11 月 22日をもって、創業 120周年を迎える松竹株式会社。この記念すべき節目の年に 

公開する多彩なラインナップ作品と、進化を続けるフラッグシップシアター「新宿ピカデリー」 

のコラボレーションにご期待ください！ 

 

 

 

 

・2015年 松竹映画作品  新宿ピカデリー 主な公開予定作品 

 

 
『劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇』 
2015 年 3月 14 日（土）公開 

 
 
 

『劇場版 ウルトラマンギンガ S 決戦! ウルトラ 10勇士!!』 
2015 年 3月 14 日（土）公開 

 

©鳥居なごむ・京都アニメーション/境界の彼方製作委員会                                  © 2015「劇場版 ウルトラマンギンガ S」製作委員会 

 
 
 
 

『たまゆら～卒業写真～ 第１部 芽 ─きざし─』 
2015 年 4月 4日（土）より 2週間限定上映 

 
 
 
 

『ソロモンの偽証 後篇・裁判』 
2015 年 4月 11 日（土）公開 

©2015佐藤順一・TYA / たまゆら～卒業写真～製作委員会                                        © 2015「ソロモンの偽証」製作委員会 

 
 
 
 



 
『劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇』 
2015 年 4月 25 日（土）公開 

 
 
 
 

『THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦』 
2015年 5月 1日（金）公開 

©鳥居なごむ・京都アニメーション/境界の彼方製作委員会                       ©2015HEADGEAR/「THE NEXT GENERATION-PATLABOR-」製作委員会 

 

 

 

 

『駆込み女と駆出し男』 
2015 年 5月 16 日（土）全国ロードショー 

 
 
 

『新劇場版「頭文字 D」Legend2 -闘走-』 
2015 年 5月 23 日（土）公開 

 

©2015「駆込み女と駆出し男」製作委員会                                    ©しげの秀一/講談社 2015新劇場版「頭文字 D」L2製作委員会 

 

 

 

 

『トイレのピエタ』 
2015 年 6月 6日（土）公開 

 
 
 
 

『ラブライブ！The School Idol Movie』 

2015 年 6月 13 日（土）公開 
©2015「トイレのピエタ」製作委員会                                               ©2015 プロジェクトラブライブ！ムービー 

 

 

 

 

 

 



『愛を積むひと』 
2015 年 6月 20 日（土）全国ロードショー 

 

 

 

 

『天の茶助』 
2015 年 6月 27 日（土）ロードショー 

© 映画「愛を積むひと」製作委員会                                                   © 2015『天の茶助』製作委員会 

 

 

 

 

『日本のいちばん長い日』 
2015 年 8月 8日（土）全国ロードショー 

 

 

 

 

『天空の蜂』 
2015 年秋ロードショー 

©2015「日本のいちばん長い日」製作委員会                                                © 2015「天空の蜂」製作委員会 

 

 

   

松竹 120 周年記念作品  『母と暮らせば』 

           2015 年 12 月 12日（土）全国ロードショー 

終戦から70年。山田洋次監督が、作家・井上ひさしさんの遺志を継いでつくる 

     「どうしても遺したい」物語が誕生します。 

 監督：山田洋次 

脚本：山田洋次／平松恵美子 

出演：吉永小百合、二宮和也、黒木華 

 

© 2015「母と暮せば」製作委員会 

 

 


