
板野友美さんのスぺシャルトークライブ開催決定！
TSUBASA COFFEE監修 スペシャルコラボメニューが「ミモザフェア」初登場！

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2022』 詳細決定！

3月5日（土）、6日（日）はマルシェやパフォーマンスなどオフラインイベントを実施！

開催：2022年2月11日（金・祝）～3月13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）

資料配布先：川崎市記者クラブ

報道関係者各位

＜PRESS RELEASE＞

2022年2月10日（木）

株式会社 チッタ エンタテイメント

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”の慣習に倣い、イベント

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2022』を開催します。

今年は板野友美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、各ショップ（一部店舗を除く）では春の訪れを感じさせる

「ミモザフェア」を開催。川崎駅近隣７つの大型施設が参加するデジタ

ルスタンプラリーも初開催され、川崎駅一帯が鮮やかなミモザイエロー

に染まります。

また、『MIMOSA FESTA』と連動し、ラ チッタデッラの各ショップ（一部店舗を除く）では、2月11日

（金・祝）から3月13日（日）まで、「ミモザフェア」を開催いたします。

暖かな春の訪れを感じられる『MIMOSA FESTA 2022』を、ぜひこの機会にお楽しみください。

～ 今年の『MIMOSA FESTA』の注目ポイント！ ～

① 板野友美さんによる一般公開のスペシャルトークライブが3月5日（土）開催決定

② 初となる、MIMOSA FESTA ✖︎ 板野友美さんプロデュースのミモザの花束を50名限定で販売

③ ラ チッタデッラの個性豊かなショップが多数参加する「ミモザフェア」の内容充実

④ パフェで話題のコーヒーショップ「TSUBASA COFFEE」とのコラボメニュー登場

⑤ 史上最大！JR川崎駅周辺の７大型商業施設が連動。駅周辺がミモザイエローに染まる

⑥ 人気の「マルシェ」は約40店が参加。雰囲気はまるでイタリアの青空市場

⑦ “エシカル”をテーマにした「オンラインコンテンツ」がさらに充実

それぞれの詳細については、次頁以降でご確認下さい。

【板野友美さん】



🔳 板野友美さんのスペシャルトークライブ開催決定！ 日程：3月5日（土）

『MIMOSA FESTA 2022』を実体験する様子も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、自ら立ち上げたブランドでお花のギフトや商品のプロデュースを行う板野友美さんに決定！

花を贈る大切さや、花のある生活の素晴らしさについて、トークを繰り広げるスペシャルトークライブを

ラ チッタデッラ中央噴水広場にて開催いたします。

また、板野さんが『MIMOSA FESTA 2022』を実際に体験する様子を、板野友美さん公式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。

【スペシャルトークライブ】
日時：3月5日（土）12:00～12:30
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
特典：先着50名の購入者の方に、板野友美さんプロデュースのMIMOSA FESTA ✖︎ 板野友美 コラボレーション

ブーケを、トークライブ終了後ご本人から受け取ることが出来ます。コロナ禍を過ごすファンへの想い
がメッセージカードとして添えられた、イベント限定デザインのミモザの花束です。
※コロナの状況により受け渡し方法が変更になる可能性があります。

出演：板野友美
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）

【YouTubeチャンネル配信】
板野友美さん公式YouTubeチャンネル『友chube』にてMIMOSA FESTA 2022を紹介予定！
配信日時：2月26日（土）
公開チャンネル：『友chube【板野友美】』

【オンライン配信】
新型コロナウイルス感染状況により、オンライン配信の可能性がございます。

オンライン配信の場合、下記アカウントでInstagramライブを実施予定。
配信アカウント：ラ チッタデッラ：https://www.instagram.com/cinecitta_lacittadella/
（同時配信） 板野友美：https://www.instagram.com/tomo.i_0703/

国際女性デーである3月8日。
イタリアでは“ミモザの日”とも呼ばれる祝日。

男性から女性へ、日頃の感謝の気持ちを込めてミモザの花を
贈るのが習慣となっており、町中いたるところに花の屋台が
出店。男性たちがミモザを買っていくシーンが見られます。
恋人や奥さん、母親はもちろん、同僚や友人にも。
年齢を問わず、職業を問わず、日頃お世話になっている全ての
女性に、ミモザの花をプレゼントする文化なのです。

イタリアの街並みをデザインコンセプトにした「ラ チッタ
デッラ」では、イタリアのこの素敵な文化を広めたいという
思いから、2005年頃より毎年ミモザのイベントを開催するよ
うになりました。

『MIMOSA FESTA』とは？

『MIMOSA FESTA2022』主要コンテンツ

今年のキービジュアル



🔳 春の訪れを感じさせる『ミモザフェア』 期間：2月11日（金・祝）～3月13日（日）

ラ チッタデッラの各ショップでは、2月11日（金・祝）から3月13日（日）まで、「ミモザフェア」を

開催。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。

物販・サービス店舗ではギフトにもぴったりの商品、サービスをご用意しております。

テイクアウトできるメニューもご用意し、食卓から暖かな春の訪れを感じていただけます。

また、ミモザフェア商品をご利用の方に、オリジナルノベルティをプレゼント！

■TSUBASA COFFEE監修 スペシャルコラボメニュー

昨年6月に新宿御苑前にオープンした芸術的なパフェを提供するコーヒーショップ「TSUBASA COFFEE」

監修のスペシャルコラボメニューが「PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL」と「白熊堂」に登場！

チッタでしか食べられない期間限定のコラボメニューをぜひこの機会にお楽しみください。

【ミモザフェア】期間：2月11日（金・祝）～ 3月13日（日）

場所：ラ チッタデッラ各ショップ（一部店舗を除く）※フェアメニュー抜粋※価格は税込

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

La Petite Fromagerie ～小さなチーズの店～
「ミモザラクレットドッグプレート」
1,000円 ※ドリンク除く
※テイクアウトはラクレットドッグのみ

ARIA.C
「卵とブロッコリーのミモザ風ビスマルク」
1,485円 ※ドリンク除く

スペシャルコラボメニュー
PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL
「『気分は抹茶ティラミス』」
1,848円

Amici
「海老と菜の花のサフランクリームパスタ」
1,320円

スペシャルコラボメニュー
白熊堂
「『愛を込めてこのパフェを』」
1,800円
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【パフェ監修】TSUBASA COFFEE
2021年6月、新宿御苑前にOpen。二つ星のイタリアンで研鑽を積んだ後、数多の飲食店で
商品開発、料理長等を兼任してきた店主 上重龍二が珈琲のペアリングとして誕生させたパ
フェ。大人テイストで甘さ控えめで食べやすく、数多のパフェ党、甘党の間で話題に。
珈琲は、ジャパンバリスタチャンピオンシップで2度チャンピオンに輝いた岡田章宏氏監
修、Okaffe kyotoの珈琲を東京都内で唯一楽しめるお店として展開。

【ノベルティ】プレゼント
ミモザフェア掲載商品をご利用の方にミモザフェスタオリジナルの
ノベルティをお渡しいたします。
○フード（ドリンクセット商品を含む）／物販／サービス 商品 …
ミモザフェスタ オリジナル巾着
○ドリンク単品 … ミモザフェスタ オリジナルロゴシール
詳しくは、ミモザフェスタ公式ホームページをご確認ください。 左：ミモザフェスタ オリジナル巾着

右：ミモザフェスタ オリジナルロゴシール



🔳 約40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5日（土）、6日（日） 11:00～17:00

場所：チネチッタ通り 特設会場

🔳 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！

毎年好評をいただいている、ミモザに囲まれた青空ヨガが今年は２日間の開催！

日時：3月5日（土）14:00～15:00、6日（日）11:00～12:00

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://mimosafesta2022yoga.peatix.com/

※チケット制 ※人数制限あり

🔳 川崎駅周辺の７大型商業施設が連動。駅周辺がミモザイエローに！

豪華賞品が抽選で当たるデジタルスタンプラリーを初開催！！

川崎駅周辺にある商業施設（全７箇所）を巡って、スマートフォンアプリ上でスタンプを取得、７個全ての

スタンプを集めると各施設で使える商品券や入場チケットが当たる抽選に参加することができます。

各商業施設での鮮やかな黄色のミモザで彩られた装飾を楽しみながら、豪華景品をゲット！

開催日時：2月15日（火）～3月13日（日）各施設の営業時間に準ずる

開催場所：ラ チッタデッラ および 川崎駅近隣6商業施設

※新型コロナウィルス感染症拡大状況に応じ、営業時間は変更する場合がございます。

https://mimosafesta2022yoga.peatix.com/


🔳 “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。自然、ファッション、コスメなどを切り口に楽しみながら
未来のことも考える内容となっています。この機会にぜひご参加ください。なお、配信方法につきまして
は、ミモザフェスタ公式ホームページをご確認ください。

【イエローメイクで明るい春を感じよう！ talkshow】

2020,2021年とご出演いただいている、原宿キャットストリートに人気ヘアサロン「whyte」を構えるトップスタ

イリスト、中島潮里さんの出演が今年も決定！

今回は、bareMineralsさんのビーガンアイシャドウを使った春らしいメイクを教えていただきます。

・ゲストプロフィール：中島潮里（vegan beauty salon & cafe “”whyte“” top stylist ）

・配信日時：2月19日（土）20:00～21:00

【ミモザを暮らしに取り入れよう あなたにぴったりの植物の選び方 talk show / workshop】

グリーンプランナーの森田さんをゲストに迎えマンションやお庭で育てられるおすすめのミモザや春にぴったりの

グリーンについて、選び方や育て方のコツなどを一緒に学びませんか？

・ゲストプロフィール：森田紗都姫（studio YAMAMORI 代表、町田ひろ子アカデミーガーデニングプラン

ナー科講師）

・配信日時：2月27日（日）20:00～21:00

【ミモザで草木染め体験 talk show / workshop】

「花の命を着る下着。」草木染めランジェリーデザイナー小森優美さんを講師に迎え、おうちでできる草木染めを

レクチャー。草木染めは「着る漢方」とも呼ばれています。植物が持つ薬効成分によって、リラックスや冷えとり、

血行促進、抗菌といったさまざまな効果が期待できる、楽しいワークショップです。

・ゲストプロフィール：YUMI KOMORI（エシカルファッションデザイナー、株式会社HighLogic代表取締役、

一般社団法人TSUNAGU代表理事）

・配信日時：2月27日（日）14:00～15:30

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）

「人・地球に優しいライフスタイル」を軸に発信、イベントへの登壇や、衣食住様々なプロジェクトの

コーディネーターを務める。2021年アメリカオレゴン州ポートランドに暮らす兄とPrettysimple Studio Co. 

設立。「デザインの力で本当に良いものを身近に」をコンセプトにプロジェクト始動。

ELLE スタイルインサイダー、Love action ～わたしと地球を愛するマーケット～ 主催

【ファッションとわたしの未来 talk show】

切っても切り離せないジェンダーとファッションの関係。環境や社会とファッションのつながりが話題になる中、

これからのファッションのあり方とはどんなものなのでしょうか。長年この業界でご活躍され、今新たなプロジェク

トもスタートされているお二人に考えを伺います！

・ゲストプロフィール：eri（1983年ニューヨーク生まれ、東京育ち。 DEPT Company代表／デザイナー／

アクティビスト。）

鎌田安里紗（一般社団法人unisteps共同代表、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

後期博士課程在籍）

・配信日時：2月20日（日）12:30～13:30

鎌田安里紗eri

【自然を好きになるということ talk show】

「ひとの心に植物を植える」そら植物園 代表のプラントハンター西畠清順さんをゲストにお迎え！植物が身近にあ

る中で感じる自然の持つ力や、一つの植物を好きになるところから始まる、自然を想う心など。花や緑の特性を知る

ことはとてもワクワクするだけでなく、サステナブルな社会のヒントも見つかるかもしれません。ぜひこの機会にご

視聴ください！

・ゲストプロフィール：西畠清順（そら植物園株式会社代表取締役、著書に『そらみみ植物園』

『教えてくれたのは、植物でした』など多数）

・配信日時：2月25日（金）20:00～21:00予定



『MIMOSA FESTA 2022』開催中の3月5日（土）、6日（日）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を開催。

イベント当日は、普段はご入場いただけないラ チッタデッラ最上部のチャペルも一般公開いたします。

フェレロ ロシェとチッタ ウェディングの公式Instagramアカウントをフォローいただいた

方に、フェレロ ロシェ ミニフラワーボックスキットを１枚プレゼントいたします。

その場でミニフラワーボックスを作成される方には、フェレロ ロシェ3粒もプレゼント！

開催日時：3月5日（土）、3月6日（日）

11:00～17:00

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フェレロ ロシェ x チッタ ウェディングコラボレーションブースにて提示

※先着順 1,000名様限定

フェレロ ロシェ×チッタ ウェディングのコラボレーションウェディングフェア開催！

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、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。

※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。

詳しくは、ミモザフェスタ公式ホームページ、SNS、デジタルスタンプラリーに関しては、各商業施設ホーム

ページをご確認ください。

【参考】新型コロナウィルス感染拡大防止について https://lacittadella.co.jp/news/covid-19/

■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://xgf.nu/VJwA

■MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2022開催概要

■開 催 名 称 ： MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2022

■開 催 日 時 ： 2022年2月11日（金・祝）～3月13日（日）

■開 催 会 場 ： ラ チッタデッラ

オンライン : WEBサイト http://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

オフライン : アゼリア／アトレ川崎／川崎DICE／川崎モアーズ／川崎ルフロン／

ラゾーナ川崎プラザ／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 ： 株式会社STARMINE PLANNING

■後 援 ： 川崎市／在日イタリア商工会議所／イタリア政府観光局

■協賛・協力 ： アゼリア／アトレ川崎／APEROL SPRiTZ／NEC／every frecious／川崎住宅公園／

川崎DICE／川崎モアーズ／川崎ルフロン／カワスイ／コカ・コーラボトラーズジャパン／

THERMOS／C‘BON／ジョセフ・ペリエ／De'Longhi／パルシステム生活協同組合連合会／

PIAグループ／ピープルツリー／フェレロ ロシェ／bareMinerals／マネードクター／

ラゾーナ川崎プラザ

■WEBサイト ： http://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

【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：谷田部

TEL：044-233-1934 （平日：10:00～18:30）

https://www.instagram.com/ferrerorocher_jp/
https://www.instagram.com/citta_wedding/
http://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

