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報道関係各位                                                 

2013 年 9 月 

 

    イイタタリリアアがが世世界界にに誇誇るる伝伝統統文文化化ががララ  チチッッタタデデッッララにに集集積積ししままししたた！！    

    2200 類類以以上上ののパパススタタ、、映映画画、、オオペペララ＆＆ロロッックク、、本本物物ののイイタタリリアアががギギュュッッ！！ととつつままっったた  

LLAA  CCIITTTTAADDEELLLLAA    

『『イイタタリリアアフフェェアア』』  

  

22001133 年年 99 月月 66 日日（（金金））～～2299 日日（（日日））開開催催！！  

                                  

川崎駅前のイタリアをモチーフとしたエンタテイメントの街 「ラ チッタデッラ」（神奈川県川崎市川崎区、運

営：株式会社 チッタ エンタテイメント／代表者：美須孝子）では、当施設ならではのイタリアに因んだ様々な

企画を「LA CITTADELLA イタリアフェア」として 9 月 6 日（金）～29 日（日）に実施致します。 

まずは自慢の 7 つのイタリアンレストランが腕をふるう、季節限定メニューから大人気の定番までを揃えた

「ボーノボーノ！パスタ」。 今回は 30０種類以上あると言われているパスタ（麺）の中より、人気のスパゲッテ

ィーニから帽子や耳の形をしためずらしいパスタを用意。トスカーナ地方やローマ、シチリアなど、地域の特色

を活かした合計 21 種類のオリジナルソースがパスタを彩ります。メニューに合うお勧めワインもありますので、

是非いろんなお店で、本場イタリアの味をお楽しみ下さい。9 月 14 日（土）～16 日（月・祝）3 連休のディナータ

イムにはカンツォーネやイタリア民謡の生ライブもあり 7 店舗を回遊致します！ また、フェアを記念した特別

映画上映もあり、まず 9 月 14 日（土）にはイタリアのアカデミー賞で 5 部門を受賞し、国外でも評価が高い「ぼ

くの瞳の光」の監督による、心温まるヒューマンドラマ「もうひとつの世界」をチネチッタにて、9 月 17 日（火）は

感動のオペラドキュメンタリー「プッチーニに挑む」をクラブチッタにて上映致します。後者は今年82才になる国

際的オペラ歌手岡村喬生がオペラ宗主国イタリアに挑む様子を追った作品で、日本文化を誇りに思う岡村の

真摯な姿が観る人の心に深く響きます。こちらは上映前の出演者によるトークを予定。イタリアワイン 1 杯サー

ビス付きです。 

9 月 21 日（土）、22 日（日）にはイタリアで長い歴史と人気を誇る国民的ロックグループ、ニュー・トロルスとア

レアが両日に渡って激突する世界初のステージ「イタリアン・ロック・ヒストリー ～伝統と革新の邂逅～」をクラ

ブチッタにて開催致します。新しいイタリア プログレッシブ ロックシリーズの伝説が、ここに誕生します。 

 

イタリアを髣髴する街並みの中で、パスタ、映画、オペラ＆ロックがギュッとつまったイタリアフェア。期間中

は施設内のイタリア関連ショップにて特別サービスも実施しております。ラ チッタデッラならではの本物のイタ

リアを、是非お楽しみ下さい！ 
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【LA CITTADELLA イタリアフェア 企画概要】 

 

■タイトル： LA CITTADELLA  イタリアフェア  

■日  程： 2013 年 9 月 6 日（金）～9 月 29 日（日）  

■場  所： ラ チッタデッラ   川崎市川崎区小川町 4-1 

■後  援：     「音楽のまち・かわさき」推進協議会（「プッチーニに挑む」） 

 

① ボーノボーノ！パスタ 

2200 種種類類以以上上ののパパススタタがが集集ままっったた、、期期間間限限定定シシアアワワセセメメニニュューー！！  

季季節節限限定定のの特特別別メメニニュューーかからら大大人人気気のの定定番番ままででをを揃揃ええままししたた。。 

【日時】 9 月 6 日（金）～9 月 29 日（日） 

【開催場所】 ラ チッタデッラ内 参加レストラン（7 店舗） 

参加店舗：エノヴィーノ、イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ、オステリア ガリレオ、  

 イルピノーロ、ピッコロカンポ、ピッツァ サルヴァトーレ クオモ＆グリル、ロトンダナオ 合計７店舗  

 

 

 

 

 

 

※9 月 14 日（土）～16 日（月・祝）のディナータイムにはカンツォーネやイタリア民謡アーティストがレストランを

回遊します。（1 店舗１５～２０分程）  

 

≪パスタメニュー例≫ 

①エノヴィーノ  

自家製パンチェッタのアマトリチャーナ・スパゲェティ￥980 

パンチェッタと玉葱の旨みをトマトソースで。（パスタ：スパゲッティ） 

②イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ  

手長エビのトマトクリームソース 自家製手打ち麺￥1,890 

手打ちパスタと手長エビの深い味わいが特徴。（パスタ：パッパルデッレ） 

③オステリア ガリレオ  

【限定】プロチダ島のフシッリ ￥1,700 

ナポリ近くのプロチダ島の漁師に愛されるサーモンとオリーブオイルを使った一品。（パスタ：フシッリ） 

④イルピノーロ  

【限定】サンマのコンフィとういきょうのアーリオ・オーリオ￥2,200  
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秋刀魚を低温で柔らかくし、香味野菜のういきょうとともに。（パスタ：シャラテッリ） 

⑤ピッコロカンポ  

トマトとバジルのペペロンチーニ ￥650   

トマトの酸味とバジルの香りがさわやかなペペロンチーノ。（パスタ：スパゲッティーニ） 

⑥ピッツァ サルヴァトーレ クオモ＆グリル  

【限定】豚ラグーと里イモの自家製パッパルデッレ￥1,280  

手打ちの幅広いパスタを豚の白ワイン煮込みで合わせた一品。（パスタ：パッパルデッレ） 

⑦ロトンダナオ  

【限定】仔牛肉とポルチーニ茸のフジッローニ  ￥1,800  

きのこの王様のポルチーニと仔牛肉を使った濃厚な味わいのパスタ。（パスタ：フジッローニ） 

 

②特別映画上映 

第一弾 

「もうひとつの世界」 

【日時】 9 月 14 日（土） 19：00～ 

【会場】 チネチッタ 

【料金】当日一般￥1,800 

公式サイト： 

イタリアのアカデミー賞で 5 部門を受賞し、また国外でも評価が高い  

『ぼくの瞳の光』のジュゼッペ・ピッチョーニ監督による人間ドラマ。  

一ヶ月後に生涯を修道生活に捧げる誓いの式を控えている修道女カテリーナは、  

ある日公園で男性に赤ちゃんを発見したと手渡される。  

赤ちゃんをくるんでいたセーターを手がかりに、親を探し始めるカテリーナだったが・・・。  

ミラノを舞台に公園に捨てられていた赤ちゃんを通じて、見ず知らずの 4 人の男女の人生が交錯し、  

互いに影響しあう様子を繊細に描く感動の作品。  

 

 

 

 

第二弾 

感動のオペラドキュメンタリー特別上映 

「プッチーニに挑む」 

今年 82 才になる国際的オペラ歌手岡村喬生。1950 年代に渡欧し世界を舞台に活躍。近年はプッチーニの
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「蝶々夫人」中にある日本誤認の改訂に力を注ぐ。オペラへの深い愛を背景に、日本文化の誇りを取り戻そう

と、オペラ宗主国イタリアに挑む岡村の姿を描いた感動のオペラドキュメンタリー。 

【開催日時】9 月 17 日（火） 18：30 開場  19：00 開映 

※上映前にゲスト（出演者）によるトークを予定 

【会場】 クラブチッタ 

【料金】 前売り￥1,000  当日￥1,300    

※イタリアワイン 1 杯無料サービス 

【後援】「音楽のまち・かわさき」推進協議会 

監督：飯塚俊男 ナレーション：倍賞千恵子  

製作：アムール+パンドラ  

上映時間 88 分 

 

 

③クラブチッタ公演 

「イタリアン・ロック・ヒストリー ～伝統と革新の邂逅～」 

イタリアの至宝 イタリアで国民的人気ロックグループのニュー・トロルスとアレアが激突！！ 

両日共にプライドをかけて激突する世界初のステージをクラブチッタにて開催。 

●9/21(土)はヨーロッパ最強のジャズ・ロック・グループ、アレアが 40 年の歴史のすべてを網羅。 

対するニュー・トロルスはコンチェルト・グロッソの 1、2、3、からクライマックス部分を中心に演奏。 

●9/22(日)はニュー・トロルスがコンチェルト・グロッソの 3 部作の全てを網羅して披露。 

アレアはその栄光の歴史を中心に演奏。 

 

【開催日】9 月 21 日（土）、22 日（日） 

【企画制作】クラブチッタ 044－246－8888 

チケット、その他イベント詳細は http://clubcitta.co.jp/ 
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④イタリア関連ショップ 

Prego （ムラーノグラスアクセサリー） 

℡：044－221－1123  マッジョーレ 1F 

イタリア、ムラーノ島のマエストロ（職人）たちが、無機質なガラスに命を吹き込んだ、1 点物のアクセサリーを

取り揃えています。イタリア語で‘薪’の意味の「トロンケッティ」が一番おススメの商品です。Canna（カンナ）と

呼ばれる棒状の高価なムラーノグラスの切れ端を利用して作られており、同じものは一つもありません。職人

手作りのこのトロンケッティは世界に一つだけ…。 

スペシャルサービスパスタフェア期間中、「パスタフェアのポスターやフライヤー、またはＨＰ見ました」で 5％OFF。 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION （イタリアンアクセサリー）  

℡：044－589－3393  マッジョーレ 1Ｆ 

８月６日（火）にラ チッタデッラにＯＰＥＮしたノミネーションは、1987 年にイタリアのフィレンツェで誕生したブラ

ンドです。オリジナルの組み合わせが楽しめるコンポザブルブレスレットを世界で初めて考案しました。ステン

レススティールを中心に、18K ゴールド、天然石、キュービックジルコニア、シルバーなどを使用し、イタリアらし

い遊び心のある洗練されたジュエリーコレクションを数多く発表しております。ノミネーションの商品は、フィレン

ツェの工房で、職人の手により 1 つ 1 つ丁寧に作られています。 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

＜一般のお問合せ先＞ 
㈱ チッタ エンタテイメント 広報宣伝部 

[月～金]044-233-1934  
[土日祝]044-223-2333 
http://lacittadella.co.jp/ 

＜報道関係お問合せ先＞ 
㈱ チッタ エンタテイメント 広報宣伝部 

TEL：044-233-1934 FAX:044-222-8004  

  

 


