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2021年のミューズは、藤原しおりさんに決定！
ラ チッタデッラが贈る“ミモザの祭典”

今年はオンラインでも参加可能に！

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2021』 開催決定！
～テラス席にミモザのお花を置く「フラワーディスタンス」を実施～
ミモザイエローで彩る安心安全な空間でスペシャルメニューを提供
開催：2021年2月15日（月）～3月7日（日）
場所：ラ チッタデッラ（神奈川県川崎区小川町4-1）
JR川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」（神奈川
県川崎市川崎区小川町／運営：株式会社 チッタ エンタテイ
メント／代表者：美須アレッサンドロ）は、花や緑を活かし
た空間・イベントや、新型コロナウイルスによるロスフラ
ワー（花の大量廃棄）問題を解決するプロジェクト『#花で
帰省しよう』を手掛けた長井ジュン氏をプロデューサーに迎
え、2021年2月15日（月）～3月7日（日）に『MIMOSA
FESTA（ミモザフェスタ）2021』を開催いたします。

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2021』とは？
毎年3月8日は国際的な婦人解放の記念日「国際女性デー」とされており、イタリアでは「ミモザの日」と呼
ばれています。春の訪れを告げ、イタリアの街を鮮やかに彩る美しく黄色いミモザの花を、大切な人へ、愛や
日頃の感謝を込めて贈る習慣があります。イタリアのヒルタウンをモチーフにデザインされた川崎の複合商業
施設「ラ チッタデッラ」では、イタリアの素敵な文化を広めたいという思いから、毎年ミモザのイベントを開
催しています。
【初開催】エシカルをテーマにオンラインコンテンツを配信 ー藤原しおりさんのトークライブもー
今年は開催期間を2月15日（月）～3月7日（日）（※昨年までは3月第一週末の2日間のみ）とし、本イベン
ト史上初となるオンライン企画を実施、気軽にお好きな場所で『MIMOSA FESTA』をお楽しみいただけます。
メインコンテンツとして、環境保護やSDGsに関する活動に取り組む藤原しおりさんをミューズに迎え、スペ
シャルトークライブを開催します。そのほかエシカルコーディネーターとして活動するエバンズ亜莉沙氏を
ディレクターに迎え、“エシカル”をテーマにしたオンライン企画を実施いたします。フード・メイク・ファッ
ションなどさまざまな分野からゲストを招きトークショーを実施、オンライン上で配信いたします。
「フラワーディスタンス」をとって、ミモザカラーのスペシャルメニューを堪能
メインイベント会場となる「ラ チッタデッラ」の各レストランでは、本イベントに先駆け2月13日（土）か
ら「ミモザフェア」を実施いたします。ひと足先に春を満喫できる本フェアでは、花やミモザカラーのイエ
ローにちなんだフードやドリンクをご用意しています。気軽に日常使い出来るイタリアン「Amici」では、モデ
ル／ライフスタイルクリエイターとして活動する未来リナさんとコラボレーションし、未来さんが監修したス
ペシャルヴィーガンパスタがご堪能いただけます。さらに、各レストランのテラス席にはミモザの花が新たに
装飾され、ミモザの花で“フラワーディスタンス”をとりながら、オープンエアーな空間でお食事を楽しみいた
だける「ミモザテラス」も登場します。この機会にぜひ、暖かな春の訪れを感じられる『MIMOSA FESTA
2021』をご体験ください。
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2021年のミューズは、藤原しおりさんに決定！
『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）』では毎年、花が似合う素敵な
著名人をミューズとして迎え、イベントに登場いただいています。今年は、
環境保護やSDGsに関する活動に取り組む藤原しおりさんに決定！国際女
性デーや、イタリアのミモザの日の歴史、お花の文化についてトークを繰
り広げます。
【スペシャルトークライブ】（一般向けイベント）
日時：2月25日（木）12:00～12:30（予定）
出演：藤原しおり
【藤原しおり】
美須アレッサンドロ（株式会社 チッタ エンタテイメント 代表取締役）
長井ジュン（MIMOSA FESTA イベントプロデューサー／株式会社STARMINE PLANNING 代表取締役）
【藤原しおり プロフィール】
1990年、岡山県出身。
2020年4月より「ブルゾンちえみ」を卒業し、藤原しおり名義で活動。
環境保護、SDGsとエンタメを併せた情報や活動を発信しながら、執筆活動にも積極的に取り組んでいる。

Instagram：https://www.instagram.com/shiori_f83/
YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC5Iz-3CI3qnZgAzAeibX4kA

“エシカル”をテーマにした「オンラインコンテンツ」 MIMOSA FESTAから春じたくのヒントを
今年もエシカルコーディネーターのエバンズ亜莉沙氏をディレクターに迎え、SDGsを軸としたコンテンツを多種多様にご
用意しました。コロナ渦で、性別や国籍など関係なく世界中で分断や不安を感じる今の時代。セルフラブ、ユニティーを切
り口に、こんな時こそ互いや自分自身を思いやり、愛や感謝を感じられるイベントにしたい。そんな想いを込めて、今回の
企画を考えました。この機会にぜひご参加ください。
企画監修・モデレーション：エバンズ亜莉沙（エシカルコーディネーター／MIMOSA FESTA ディレクター）
学生時代 米国オレゴン州で環境科学の授業に出会ったことをきっかけに、自分と世界の繋がりに気づ
く。現在は“サステナブル”や“世界に自分に優しいライフスタイル”をキーワー ドに発信、イベントへ
の登壇や、様々なプロジェクトのコーディネーターを務める。
【スペシャルヴィーガンフード コラボレーション 】
モデル／ライフスタイルクリエイターとして活動中の未来リナさんをゲストに、ラ チッタ

デッラ内のレストラン「Amici」とのコラボメニューの紹介や、“自分を大切にすること”と
食事の関係性など、美味しくて楽しいお話を伺います。
ゲスト：未来リナ

配信日時：2月20日（土）12:00～13:00（予定）

【オーガニックコスメだけで春のイエローメイク】
原宿のヘアサロン「whyte」トップスタイリスト・中島潮里さんによる #オーガニックコ

スメだけでメイク をオンライン配信！春にピッタリで気持ちも元気になるイエローメイク
をご紹介します。
メイク：中島潮里

モデル：Miyu

配信日時：2月21日（日）12:00～13:00（予定）

【「花を飾る」ということ】
フェアトレードのバラを販売するAFRIKA ROSE 萩生田愛さん、MIMOSA FESTAプロ
デューサー長井ジュン氏から、花との向き合い方や花を日常に取り入れることの意味につ
いて、トークを展開します。
ゲスト：萩生田愛

出演：長井ジュン

配信日時：2月27日（土）12:00～13:00（予定）

【映画『ソニータ』オンライン上映＆ クロージングトークセッション】※チケット制
数々の逆境の中、夢を諦めない彼女が、歌で奇跡を起こしていく感動のドキュメンタリー
作品。上映後には、映画配給会社 UNITED PEOPLE代表 関根健次さんをゲストに迎え、
本イベントクロージングセッションとしたトークも行います。
ゲスト：関根健次

配信日時：3月7日（日）19:00～21:00（予定）

【 "エシカルファッション"と"女性" 】
国際女性デーにも深く関係している“エシカル”。服をデザインをする立場、そしてそれを
着用しPRする立場のお二人から、これからの優しくかっこいいファッションのあり方につ
いて話を伺います。
ゲスト： Akemi Ishii、佐々木依里

配信日時：2月21日（日）18:00～19:00（予定）
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チッタでもおうちでも

ひと足先に春を満喫できる『ミモザフェア』

『MIMOSA FESTA』の開催に先駆け、ラ チッタデッラの各レストラン（一部店舗を除く）では、 2月13日
（土）から3月7日（日）まで、「ミモザフェア」を開催いたします。各レストランでは、花やミモザカラーのイ
エローにちなんだフードやドリンクをご用意しております。テイクアウト専用メニューも取り揃え、食卓から暖
かな春の訪れを感じていただけます。また、ミモザフェアメニューをご注文いただいた先着1,000名様に、イタ
リア発のチョコレートブランド「フェレロ ロシェ」のチョコレートを１粒プレゼントいたします。さらに、「ミ
モザフェア」をご利用いただいた方には、その場で当選が分かるスクラッチくじにご参加いただけます。当選者
には、キッチングッズや美容グッズ、映画館「チネチッタ」のペアチケットなど素敵な賞品をプレゼントいたし
ます。
【ミモザフェア】
期間：2021年2月13日（土）～ 3月7日（日）
場所：ラ チッタデッラ 各レストラン（一部店舗を除く）

イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ
「イタリア風ミモザケーキ＆カフェセット」
1,100円

THE CAMP CAFE & GRILL
「THE CAMP特製ミモザ風パエリア」
1,320円

協賛：

※フェアメニュー抜粋

PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL
「旬野菜8種を使ったミモザ風サラダ」
1,210円

テイク
アウト
OK
スパイス クラフト
「ミモザ風チキンカレー」
1,250円

未来リナさん監修

※価格は税込

テイク
アウト
OK
ELOISE's Cafe
「ハニーレモン＆チーズクリームフレンチ
トースト （ドリンク付き）」1,628円

酉十郎
「親子丼」
900円 ※テイクアウト専用メニュー

スペシャルヴィーガンパスタが「ミモザフェア」に登場！
Vegan ジェノベーゼのフラワーフォレストパスタ 1,650円
提供店舗：「Amici」（マッジョーレ2F）
【未来リナさん

コメント】植物性の自然な食材のみで作るジェノベソース

で「イタリア」、グリーンで「フォレスト」、オリーブやナッツ、色鮮やか
なエディブルフラワーで「お花畑」…というミモザの調和を再現したワンプ
レート。見た目だけでなく、特に女性に嬉しい良質な栄養もたっぷり摂れる
パスタなので、ぜひ五感で楽しみながら、身も心もFlower forestに満たし
てください。

【未来リナ】

【未来リナ プロフィール】
1999年、東京都出身。
10代の頃、摂食障害をきっかけに愛を原点とした生き方、ヴィーガン／VEGANに出会う。“地球を守る為に、今自分が尽く
せるベスト”をモットーに「モデル／ライフスタイルクリエイター」として活動中。
Instagram：https://www.instagram.com/lina3336/?hl=ja
YouTube ：https://youtu.be/GUjpzgdxqdw
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フラワーディスタンスでピクニック気分「ミモザテラス」
ラ チッタデッラの各レストランでは、オープンモールという特性と異国情緒あふれる外観を活かしたテラス
席を設けております。本イベント期間中は、テラス席のテーブル上や、テーブル間にミモザの花を新たに設置し、
ラ チッタデッラ全体が鮮やかなミモザイエローに染まります。ミモザの花で“フラワーディスタンス”をとりな
がら、オープンエアーな空間でお食事を楽しみください。
【ミモザテラス】

期間：2021年2月1日（月）～ 3月7日（日）
場所：ラ チッタデッラ 各レストラン
実施店舗：スターバックスコーヒー、アリアッチ、 La Petite Fromagerie ～小さなチーズの店～、方舟、
THE CAMP CAFE & GRILL、イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ、キリンシティ、ELOISE’s Cafe、焼
肉じょんじょん、ヒルバレー、Amici、スパイス クラフト、ケバブキング

■MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2021開催概要
■開 催 名 称 ：

MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2021

■開 催 日 時 ：

2021年2月15日（月）～3月7日（日）

■開 催 会 場 ： ラ チッタデッラ
■主

催

： 株式会社 チッタ エンタテイメント／チネチッタ通り商店街振興組合

■企 画 制 作 ：
■後

援

株式会社STARMINE PLANNING

： 川崎市

■協賛・協力 ： Kangarui／Joseph Perrier／フェレロ ロシェ
■WEBサイト ： http://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、イベントの内容、出店企業及び販売商品等が変更となる場合があります。※
ラ チッタデッラでは、お客さまの安全と健康を第一に、新型コロナウイルス感染防止対策に最善を尽くし取り組んでおり
ます。詳細はこちらからご確認ください。https://lacittadella.co.jp/news/6937/

【本件に関するお問合せ先】
株式会社 チッタ エンタテイメント 広報宣伝部：小森
TEL：044-233-1934
FAX：044-222-8004
■本リリースに使用している画像データはこちらからダウンロード可能です。

https://xfs.jp/gyMHMe
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