報道関係者各位
＜PRESS RELEASE＞

2021年2月18日（木）
株式会社 チッタ エンタテイメント

ラ チッタデッラが贈る“ミモザの祭典”
今年はエリア拡大で川崎駅一帯がミモザイエローに！

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2021』 詳細決定！
● 「アゼリア」「アトレ川崎」「ラゾーナ川崎プラザ」など
近隣商業施設とのコラボレーションが決定！
●3月6日（土）、7日（日）はオフラインイベントを実施！
マルシェやファッションショー、ライブなどのスペシャル企画も！
開催：2021年2月15日（月）～3月7日（日）
場所：ラ チッタデッラ（神奈川県川崎市川崎区小川町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、イタリアの“ミモザの日”の習
慣に倣い、イベント『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）
2021』を開催しています。今年は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するほか、ラ チッタデッ
ラのレストランでは”フラワーディスタンス”をとりながらお食事
を楽しめる「ミモザテラス」を実施しています。また今年は、
「アゼリア」「アトレ川崎」「ラゾーナ川崎プラザ」など、近隣
商業施設とのコラボレーションも決定、川崎駅一帯が鮮やかなミモザイエローに染まります。さらに3月6日
（土）、7日（日）の2日間限定で、ラ チッタデッラでオフラインイベントを開催いたします。マルシェや
ファッションショー、アコースティックライブなど、“ミモザの日”を満喫できる企画をご用意いたしました。
暖かな春の訪れを感じられる『MIMOSA FESTA 2021』を、ぜひお楽しみください。

スペシャルトークライブはInstagramでライブ配信！
藤原さんが『MIMOSA FESTA 2021』を実際に体験する様子もYouTubeで公開決定！
『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に関心を持つ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など、エシカルなお花トークを繰り広げる様子を
InstagramLIVEで配信いたします。また、藤原さんが『MIMOSA FESTA
2021』を実際に体験する様子を、ラ チッタデッラ公式YouTubeチャンネル
にて公開。ミモザイエローに染まるラ チッタデッラを散歩しながら、お楽し
みポイントをご紹介します。

【藤原しおり】

【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
出演：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）
配信アカウント：ラ チッタデッラ（https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/）
（同時配信） 藤原しおり（https://www.instagram.com/shiori_f83/）
【藤原しおりさんと行く！ラ チッタデッラぶらり旅 in MIMOSA FESTA 2021】
配信日時：2月28日（日）
公開チャンネル：ラ チッタデッラ公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/cittachannel） 1

【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

追加企画決定！

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。先日発表したコンテンツに加え、新たに下記のトークショーの開催が決定！この機会にぜひご参加ください。
【すべての人に等しくお祝いを】
株式会社CRAZY セレブレーションプロデューサーである渡部さんをゲストに、LGBTQ＋
や結婚、性別や"違い"を超えた愛の形をテーマにお話を伺います。
ゲスト：渡部 恵理

配信日時：2月21日（日）12:00～13:00

配信方法：Instagram LIVE
配信アカウント：https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/

【私たちの幸福学】
幸福学を研究される前野隆司・マドカご夫妻と、株式会社CRAZY 代表取締役社長 森山さ

んによるそれぞれの「幸せ」をテーマとした対談です。日々パートナーシップについて考
え、探究されている御三方から、ご自身のリアルな体験談なども盛り込んだ貴重な話をお
楽しみに。ファシリテーター：森山 和彦

ゲスト：前野 隆司/前野 マドカ

配信日時：2月28日（日）18:00～19:00
配信方法：Instagram LIVE
配信アカウント：https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/

【企業とSDGs・社会/女性に与える影響とは 〜SDGs・エシカル入門編〜】
人や地球環境、社会に優しい「エシカル」な活動をされている一般社団法人エシカル協会
会長の末吉さんと、ビジネスの世界で社会・経済におけるサステナビリティーの実現に向
けて尽力されている吉高まりさんによるSDGs入門のお話です。
ゲスト：末吉 里花、吉高 まり

配信日時：2月28日（日）20:00～21:00

配信方法：Instagram LIVE
配信アカウント：https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/

“フラワーディスタンス”でピクニック気分を味わえる「ミモザテラス」が登場
3月6日（土）、7日（日）限定でミモザのミニブーケプレゼントも！
ラ チッタデッラの各レストランではイベント期間中、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、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める”ミ
モザテラス”が登場します。また、ラ チッタデッラの各レストラン（一部店舗を除く）では、 イベントと連動し
たグルメフェア「ミモザフェア」を開催中。3月6日（土）、7日（日）の2日間限定で、フェアメニュー提供店
舗をご利用いただいた先着1,000名様に、ミモザのミニブーケをプレゼントいたします。
【ミモザのミニブーケプレゼント】
実施期間：3月6日（土）、3月7日（日）
実施店舗：Amici、ELOISE’s Cafe、イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ、ヒルバレー、肉と牡蠣 市場、
PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL、アルカサール、方舟、スパイス クラフト、THE CAMP CAFE & GRILL、
酉十郎、羅豚、ケバブキング、焼肉じょんじょん、アリアッチ、La petite Fromagerie～小さなチーズの店～、
キリンシティ、FUNSUI、サンマルクカフェ ※ラ チッタデッラ内の店舗のみです
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3月6日（土）、7日（日）の2日間限定で、ラ チッタデッラでオフラインイベントを開催いたします。マル
シェやファッションショー、アコースティックライブなど、“ミモザの日”を満喫できる企画をご用意しました。

約30店舗が出店するマルシェは、まるでイタリアの青空市場のような雰囲気
日時： 3月6日（土）、7日（日） 11:00～17:00
場所：チネチッタ通り 特設会場

国内外で活躍するアーティストが集結し、パフォーマンスで会場を盛り上げます
日時： 3月6日（土）、7日（日）
場所：チネチッタ通り 特設会場
出演アーティスト：沢村誠一、ぱっち、りっぴー、ちぇん、なつな（3/6のみ）、しろときみ（3/6のみ）

ミモザに囲まれた青空ヨガを開催

参加者にはミモザのミニブーケをプレゼント！

日時：3月6日（土）12:00～13:00
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
インストラクター：セーリィークリスティーナ美怜
申込ページ：https://mimosafesta2021yoga.peatix.com
※チケット制 ※人数制限あり

春のエシカルファッションショー＆Miyuuアコースティックライブ
“エシカルファッション” をテーマにMIMOSA FESTA初
のファッションショーを開催！ゲスト・Miyuuさんのア
コースティックライブも予定しています。
日時：3月7日（日）12:00～13:00

場所：チネチッタ通り 特設会場
参加ブランド：ECOALF、ピープルツリー、Kangarui、アトリエふわり、PASCAL MARIE DESMARAIS
ゲスト：Miyuu（シンガーソングライター）、下川 雅敏（三陽商会 事業本部 エコアルフビジネス部 企画課長）

新型コロナウイルス感染防止の取り組みについて
ラ チッタデッラでは、新型コロナ感染症の流行下でもご来場くださるお客様が安心安全に『MIMOSA FESTA
2021』をお楽しみいただけるように、十分なソーシャルディスタンスが確保出来る屋外で開催するイベントと
なっております。会場内では、神奈川県における感染症防止の取り組みを踏まえ、業界別のガイドラインに沿っ
て、新型コロナウイルス感染症対策を実施いたします。新型コロナウイルス感染症の流行状況次第では、ご来場
者及び関係者の健康・安全の確保を第一に考え、イベント中止の判断をさせていただく場合があります。（イベ
ントを中止する場合は、WEBサイトで告知いたします。）
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近隣商業施設「アゼリア」「アトレ川崎」「ラゾーナ川崎プラザ」コラボレーション決定！
川崎駅一帯が鮮やかなミモザイエローに！
アゼリア
【フォトコンテスト賞品協賛】
アゼリアお買物券3,000円分 10名様
アトレ川崎
【MIMOSA FESTAデザインのノベルティプレゼント】
アトレ川崎の対象ショップで、1会計税込1,500円以上、もしくは税込5,000
円以上お買上のお客様に、限定ノベルティをプレゼントいたします。
実施期間：3月6日（土）～7日（日） 2日間
アイテム：①マルシェバッグ…1会計税込5,000円以上の方にプレゼント
②マスキングテープ…1会計税込1,500円以上の方にプレゼント
詳細確定次第、アトレ川崎公式HPでお知らせいたします。
【『MIMOSA FESTA 2021』オリジナル装飾】
実施期間：2月15日（月）～3月7日（日）
装飾場所：①ダイナーゾーン ②JR川崎駅アトレ改札
ラゾーナ川崎プラザ
【『MIMOSA FESTA 2021』フォトブース】
実施期間：3月1日（月）～15日（月）
場所：ラゾーナ川崎プラザ ファサード
【フォトコンテスト賞品協賛】
ラゾーナ川崎プラザお買物券3,000円分 10名様

川崎を拠点にするプロバスケットボールクラブ
「川崎ブレイブサンダース」とのコラボレーションも決定！
3月6日（土）、7日（日）に開催するB.LEAGUE 2020-21 SEASON 第26節 新潟アルビレックスBB戦（会
場：川崎市とどろきアリーナ）の2試合限定で、「川崎ブレイブサンダース」とのコラボレーションが決定！
さらに、子宮頸がん検診の啓発プロジェクト「Blue Star Project」ともコラボレーションが決定し、試合会
場でお楽しみいただける企画をご用意いたしました。アリーナに来た多くの女性がイキイキと日常に戻ってい
ただけますように…そんな願いを込めて、この2試合は「TODOROKI GIRLS FESTIVAL 2020-21
Supported by リクルートエージェント」として開催されます。
選手直筆メッセージカードプレゼント
ご来場者全員に選手の直筆メッセージがプリントされた、 MIMOSA FESTA 2021
限定デザインのオリジナルメッセージカードをプレゼントいたします。
ご来場の際は、ぜひお受け取り下さい。

ミモザ×ブルースター ブーケプレゼント
毎試合のハーフタイムに行われる、来場者全員参加型イベント
「ダンスダンスサンダース」の優勝者に、ミモザ×ブルースターの
コラボレーションブーケをプレゼントいたします。
川崎ブレイブサンダース × ラ チッタデッラ 試合観戦サービス
3月6日（土）、7日（日）に配布されるゲームデープログラム提示で、
ラ チッタデッラの様々な店舗のお得なサービスが何度でもご利用いただけます。
利用可能期間：3月6日（土）～3月31日（水）
利用可能店舗：アルカサール、イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ、サンマルクカフェ、羅豚、酉十郎、
方舟、La petite Fromagerie～小さなチーズの店～、ケバブキング、Amici、ヒルバレー、スパイス クラフト、
ELOISE’s Cafe、アリアッチ、 PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL、鍋ぞう、クラブチッタ アティック、
THE CAMP CAFE & GRILL、ドクターマーチン川崎、クリスタル・ワールド、RODA、ドコモショップ、
Manny、リラク、LITALICOワンダー川崎、ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG、サイズ・カラー フィー
ル、美カルド、ユニバーサルテニススクール川崎
※ラ チッタデッラ内の店舗のみです
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フェレロ ロシェ×チッタ ウェディング

ウェディングドレス試着体験プレゼント！

『MIMOSA FESTA 2021』開催中の3月6日（土）、7日（日）の2日間限定で、イタリア生まれのチョコレー
ト「フェレロ ロシェ」とチッタウェディングがコラボレーションするウェディングフェア。憧れのブランド
ウェディングドレスのご試着とフェレロ ロシェ特製ブーケを持ったお姿をお手持ちのカメラで撮影します。
※先着順
開催日時：3月6日（土）～3月7日（日）
11:00～17:00に各日4組（合計8組限定）
受付期間：2月15日（月）～
参加方法：①Instagramで下記アカウントをフォロー
@ferrerorocher_jp（https://www.instagram.com/ferrerorocher_jp/）
@citta_wedding（https://www.instagram.com/citta_wedding/）
②チッタ ウェディング公式サイトにある
申込フォームより必要事項をご入力ください。
（チッタ ウェディング 公式WEBサイト https://cittawedding.jp/plan/44）

毎年大好評！豪華賞品が当たるフォトコンテスト
“ミモザの日”を楽しむ素敵な写真をSNSに投稿ください。JCB商品券（10万円分）やミモ
ザ関連グッズ、シャンパンなど抽選で58名様に豪華賞品をプレゼントいたします。
受付期間：2月15日（月）～3月7日（日）
応募方法：①ラ チッタデッラ 公式Twitter or Instagramをフォロー
Twitter（https://twitter.com/la_cittadella）
Instagram（https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/）
②“ミモザの日”を 楽しむ写真を撮影！
③ハッシュタグ #MIMOSAFESTA2021 をつけてSNSに投稿

賞品例【Blue Star Project賞】
ミモザ×ブルースターのコラボ
レーションブーケ 5名様

■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 ：
■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

ラ チッタデッラ
株式会社STARMINE PLANNING

： 川崎市 / イタリア大使館 / イタリア政府観光局 / イタリア文化会館

■協賛・協力 ： アゼリア / アトレ川崎 / 一般社団法人エシカル協会 / EVOL株式会社 / 川崎ブレイブサン
ダース / Kangarui / 株式会社CRAZY / ジョセフ・ペリエ / フェレロ ロシェ / Blue Star
Project / 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 / ラゾーナ川崎プラザ
■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 広報宣伝室：小森
TEL：044-233-1934
■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/fkHbQC
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