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新しい、シネマの波がうちよせる…。

Ⅰ．Rink9 階・シネウェーブ六甲 NEW OPEN！
●オープン日：7 月 3 日(土)
●9 階＝シネマのフロア
神戸ファッションプラザ Rink9 階に、新しい映画館がオープンします。これまで Rink9 階にてご愛顧
いただいておりました MOVIX 六甲の跡地に、「シネウェーブ六甲」として NEW OPEN！もちろん、
これまでよりも、ハード、ソフトともにバージョンアップして、新しいサービスを提供して参ります。

■名称コンセプト：
神戸は明治２９年、エジソンの発明したキネトスコ
ープが上陸し、日本で初めて上映会が開催された
歴史を持っています。また、神戸ファッションプラザ
は神戸初のシネマコンプレックスシアターが開業し
た地であり、映画を核とした商業集積として地域の
みなさまに、ショッピングとエンターテイメントの２つをご提供して参りました。
これら過去の歴史を踏まえ、このたびの、新しいシネマコンプレックスシアターの開業にあたり、
①これからの映画館、これからの商業施設として、新しいムーブメントやトレンドを創出する発信
源となる願いを込めたかったこと、②人工島に立地し、神戸の人とは切り離すことのできない
“海”とゆかりの深いロケーションを十分反映し、見た人に当館を印象づける記号となり得ること、
を基本コンセプトとし、語感や印象、言葉の持つ期待感など、様々な項目を勘案した上で、“シネ
ウェーブ六甲”に決定いたしました。
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■ここがバージョンアップ！：
1.

2.

3.
4.
5.

より鮮明な映像をお客様にご提供させていただくため、全スクリーンをこれまでの「ホワイトス
クリーン」から、「パールスクリーン」に張り替えいたします。「パールスクリーン」は、「ホワイト
スクリーン」比１４０％の輝度を確保することが可能で、より臨場感のある映像をご提供いた
します。
コンセッション（売店）を改装。フリードリンクでご利用いただけます。250 円でカップを購入い
ただくと、おかわり自由で数種類のドリンクをお楽しみいただけます。コンセッションはチケット
ブースの向かい側。映画にご入場されないお客様にも、お気軽にご利用いただけます。
クレジットカードでチケット購入ＯＫ！これまで窓口では現金でのお支払いのみとさせていた
だいておりましたが、各種のクレジット払いに対応いたします。（8 月上旬予定）
トイレに温水便座を設置して快適性アップ！また安全対策として、各個室に呼び出し装置を
設置いたします。
これからの映像作品と切っても切り離せない、話題の３Ｄ（立体映像）。シネウェーブ六甲で
は、デジタル３Ｄシステムの導入を、今秋予定しています。

■これまで同様にご利用いただけます：
1.
2.
3.
4.

タイムズ神戸ファッションプラザ駐車場 3 時間無料。
神戸市営向洋東公園・西公園駐車場 2 時間無料。
六甲ライナーセット券販売。（近日中にご提供予定）
ホテルプラザ神戸シネマステイプラン販売。（近日中にご提供を予定）

■入場料：
●一般／1,800 円
●大学生・高校生／1,500 円 ※学生証をご提示ください。
●中学生／1,000 円 ※生徒手帳をご提示ください。
●小学生／1,000 円
●幼児(3 歳以上)／1,000 円 ※一部作品にて 2 歳から有料になる場合がございます。
●シニア(60 歳以上)／1,000 円 ※年齢が確認できるものをご提示ください。
●障がい者手帳をお持ちのご本人様／1,000 円 ※手帳をご提示ください。お付き添いの方同料金。

【サービスシステム】
●ファーストデイ：毎月 1 日 1,000 円
●レディースデイ：毎週火曜日、女性の方のみ 1,000 円
●レイトショー：1,200 円 ※20 時以降の回。
●夫婦 50 割引：ご夫婦どちらかが 50 歳以上なら、お二人様 2,000 円
※窓口にて年齢が確認できるものをご提示ください。
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■オープニング 7 月 3 日(土)からの上映作品：
●踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ３ ヤツらを解放せよ！
●アリス・イン・ワンダーランド（字幕）
●アイアンマン２
【アカデミー賞特集】
●ハート・ロッカー
●カールじいさんの空飛ぶ家（字幕）
●スラムドッグ・ミリオネア
●おくりびと
【今後の上映予定作品】
7 月 10 日(土)～：「トイ・ストーリー３」/「プレデターズ」
7 月 17 日(土)～：「借りぐらしのアリエッティ」/「エアベンダー」
7 月 23 日(金)～：「インセプション」
…など、話題作がゾクゾク登場いたします。

■オープニングご来場記念特典：
★「借りぐらしのアリエッティ」の鑑賞券プレゼント！
＜７月３日限り＞シネウェーブ六甲で映画ご鑑賞の先着５００名さまに「借りぐらしのアリエッテ
ィ」鑑賞券をプレゼント！
※ご利用期間など詳細は券面の注意事項をご覧ください。
★アカデミー賞特集 1,000 円上映！
アカデミー賞特集の各作品は公開期間中、特別価格 1,000 円でご覧いただけます！
シネウェーブ六甲
<事業主>
<運営>
<番組編成>
<所在地>
<開業日>
<電話>
<WEB サイト>
<総座席数>

概要
株式会社神戸ファッションプラザ
オーエス・シネブラザーズ株式会社
オーエス株式会社 映画興行部
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1 神戸ファッションプラザＲｉｎk９階
平成 22 年 7 月 3 日(土)
TEL(078)851-6543 ※24 時間映画案内
http://cinewave.jp
1,432 席（各劇場車イス席 2 席含む）
シネマ１：222 席
シネマ２：222 席
シネマ３：166 席
シネマ４：166 席
シネマ５：340 席
シネマ６：158 席
シネマ７：158 席
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半期に一度！バーゲンよりおトクな、夏の全館バーゲン！

Ⅱ．リンクバーゲンアイランド
●6 月 26 日(土)～7 月 4 日(日)
●Ｒｉｎｋ全館
ことしも夏のバーゲンがいよいよやってきます。Ｒｉｎｋでは中
心割引率３０～７０％ＯＦＦにてご奉仕いたしますほか、好評の
ＢＩＧボーナスクーポンを 2 日間限定で開催！さらにおトクにお
買い物いただけます。注目は、この春から初夏にかけてオー
プンした、バーゲン初参加のお店、ヨーロピアンセレクトが自
慢のレディスファッション「ヴィア・フローレンス」と、dazzlin、
clear crea、SCATTY など、話題のファッション雑貨を提供する
「ブルーネット」。ほかにもファッションから雑貨、インテリアの
お店が総力をあげてお届けする、バーゲンよりおトクな夏の全
館バーゲン、いよいよです！

《BIG ボーナスクーポン》
●6 月 26 日(土)・27 日（日） 2 日間限り
6 月 25 日(金)朝刊折込みのＲｉｎｋのチラシに、とってもおトクなクーポンがついています。たとえば
10,000 円以上のお買い物で 4,000 円割引になるクーポンなど、ご利用金額や商品によって使い
分けできる 4 種類 7 枚、総額 9000 円分！ぜひ、お見逃しなくご利用ください。
※折込みチラシ限定企画です。

神戸がハワイになる 2 日間。

Ⅲ．KOBE ALOHA BREEZE
●6 月 26 日(土)・27 日(日)
●3 階＝サン広場
●主催 NPO 法人 カルコム KOBE●後援 神戸市・ハワイ州観光局
●運営管理 KOBE ALOHA BREEZE 実行委員会●協力 Aloha Walker
●特別協賛 神戸ファッションプラザ、ホテルプラザ神戸、神戸ファッション美術館、Hilo Kume
50 以上のフラ・ハーラウ、1,500 人以上が
参加して行われる、一大フラ・エキジビシ
ョン。約 30 店舗が出店するハワイアンマ
ーケットも同時開催。このほかハワイを
愛 す る ひ と た ち に 世 界 中 で 「 The Lim
Family ( リム･ファミリー) 」という名で知
られているローナ・リムが出演するスペ
シャルコンサートや、ハワイアンルアウパーティ、関西を中心に活躍するバンドが多数出演する
バンドライブなど、ハワイをまるごと感じる 2 日間です。
◎詳しくは公式サイトで。http:kobealohabz.com
(株)神戸ファッションプラザ
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神戸新交通・六甲ライナー「たなばた列車」タイアップ

Ⅳ．仙台のたなばた飾りと小学生の笹飾り展示
●6 月 28 日(月)～7 月 7 日(水)
●3 階＝サン広場
恒例の六甲ライナー「たなばた列車」が今年も運行します。運行
に合わせて、仙台商工会議所のご協力による、長さ約 5m の仙
台のたなばた飾りと、六甲アイランド小学校・向洋小学校の低学
年児童のみなさんによる笹飾りを、サン広場に展示いたします。

ボビンレース、ニードルポイントレースの世界大会

Ⅴ．第 14 回ＯＩＤＦＡ世界レース大会
●７月 9 日（金）～7 月 11 日（日）
●3 階＝サン広場
OIDFA（L'Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l'Aiguille）とはレース愛好者た
ちによって 1982 年に発足された、ボビンレース・ニードルポイントレースの振興と研究を主な目的
とした国際組織です。
世界 34 ヵ国、男女合わせて 2000 人以上のレース制作者・研究者・愛好者によって支えられ、年
に 4 回機関誌を発行し、2 年ごとに国際的な祭典をメンバー国にて開催します。
今回、神戸で行われる第 14 回 OIDFA 世界レース大会は、アジア圏で初の開催地となります。今
回の大会は、ヨーロッパ以外の会場での初の開催にもかかわらず、約 20 カ国 400 名近い海外参
加者を迎え、国内初の規模でのレースの大会になる予定です。
●料金：見学のための登録料 １人３，０００円
※上記料金で、神戸ファッション美術館での展示もご覧いただけます。
●主な催し：各国ブースによるレースの紹介、レース・コンクール出品作品、大会限定の販売
ブースほか講演会や講習会など
●受付：神戸ファッション美術館１階エントランス
●メイン会場：神戸ファッション美術館、サン広場
●関連サイト：http://www.oidfa2010kobe.com/jp/

おしゃれ雑貨をおトクにゲット！

Ⅵ．靴＆バッグ理由ありセール／夏のファッション大処分市
●7 月 17 日(土)～25 日(日) 午前 10 時～午後 7 時 ※最終日は午後 5 時まで。
●3 階=サン広場
夏のおしゃれを演出する、レディスファッション雑貨を集めて、処分価格にて大奉仕いたします。
500 円均一の超お買い得品をはじめ、バッグ、靴、サンダルから洋品小物各種、婦人・紳士・子供
衣料など、豊富に取りそろえてご奉仕いたします。ぜひ、お見逃しなくご利用ください。
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新しいお店が仲間入り！dazzlin、clear crea、SCATTY に逢いにきて！

Ⅶ．ファッション雑貨「ブルーネット」 OPEN！
●オープン日：５月３１日（月）
●3 階＝レディスファッションのフロア

あらゆるトレンドを詰め込んだ、Shop in Shop STYLE の新しいセレクトショップ「ブルーネット」の第
１号店がオープン！渋谷１０９ブランドの dazzlin から、神戸コレクションに出品した clear の姉妹ブ
ランド clear crea、そしてなんといっても今、最も注目されている Girls Award 2010 でデビューした
SCATTY などのバッグを中心に、流行のブランド雑貨を多数ご用意しています。
◎お問い合わせは…ファッション雑貨「ブルーネット」TEL(078)862-1144

《お知らせ》Ｒｉｎｋのプレスリリースはホームページからもダウンロードできます。トップページ→会社案内→プレスリリースをクリッ
クしてください。※PDF ファイルでご提供しています。

本件に関するお問い合わせ…
㈱神戸ファッションプラザ 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1
販売促進課 太田・後藤
ＴＥＬ078-846-2600／ＦＡＸ078-846-2611
info@kfp.co.jp

※ お車でご取材の際は、Ｂ１・Ｂ２のＫＦＰ駐車場をご利用下さい。駐車券をご用意致しております。

ホームページはこちら！
ホームページはこちら！
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