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飲み歩きだけじゃ物足りない！映画街“小川町”だからこその新企画！
川崎ロケで制作
崎ロケで制作した
で制作した映画「小川町セレナーデ」
した映画「小川町セレナーデ」
スペシャルコラボ企画も開催!!
スペシャルコラボ企画も開催!!
川崎区小川町の
川崎区小川町の個性あふれる
個性あふれる飲食店
あふれる飲食店 53 店を食べ歩き、飲み歩き

「第 6 回川崎・
川崎・小川町バル
小川町バル」
バル」
2014 年 3 月 18 日（火）＆19 日（水）開催
このたび、複合商業施設『ラ チッタデッラ』のある川崎市川崎区小川町の魅力をもっと大勢の方に知っていただくことを目
的に、地域の飲食店が協力し合い 2011 年より開催してきた「川崎・小川町バル」が、2014 年 3 月 18 日（火）＆19 日（水）
に第 6 回目を開催することとなりました。この催しは、お客様が同エリア内にある幾つものお店を梯子し、さらに、映画鑑賞や
エンタテイメントショーも楽しみながら町全体の魅力を知っていただくというイベントです。
今回は、5 店舗の新たにオープンしたお店が加わり、ラ チッタデッラの飲食店の他、昭和の香り漂う路地裏の名店など和
洋中の個性あふれる全 53 店舗が参加。事前に 5 枚綴りのチケット（前売り￥3500）を購入して、各店 1 枚のチケットで、ド
リンク 1 杯と料理一品を楽しみながら、次々とお店を梯子していきます。
さらに、今回は特別企画として
今回は特別企画として「
今回は特別企画として「映像のまち・かわさき」の PR を目的に、川崎市や川崎商工会議所、その他多数の地元
有力企業などが協力して、川
有力企業などが協力して、川崎ロケで
崎ロケで制作された映画『小川町セレナーデ』
制作された映画『小川町セレナーデ』の 2014 年秋公開（予定）に合わせたスペシャ
（予定）に合わせたスペシャ
ルコラボ企画も展開します！同映画は‘小川町’にあるオカマバーが重要な舞台となっており、そのオカマバーを
1,300 人収
ルコラボ企画も展開します！
容の大型ライブホール“クラブチッタ”にて再現！現役の多数のニューハーフホステスたちが接客をし、華麗なショーを披露する
刺激的な夜をバルチケット 2 枚でお楽しみ頂けます。
この映画『小川町セレナーデ』との連動は、古くから映画街として親しまれてきた小川町ならではの企画でもあります。

イベントタイトルになっている“
“バル”
バル”とは、英語でバー（ＢＡＲ）を意味するスペイン語ですが、スペインではそこでおつまみ程度の料理を楽
しみながら、いくつかのバルを飲み歩く風習があるそうです。そんな風習をヒントに 2004 年函館市のある飲食店が、周囲の同業者たちに
声をかけ、お客さんに参加各店を梯子して楽しんでいただくイベントを企画したところ大変好評で話題となり、全国の商店街や商業地域で
同様の企画が実施されるようになりました。「川崎・小川町バル」もその流れを汲んだ企画です。
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【イベント開催概要】
イベント名 ： 第 6 回 川崎・
川崎・小川町バル
開催日時 ： 2014
2014 年 3 月 18 日（火
日（火）、19
）、19 日（水
日（水） 17：
17：00～
00～
主催：川崎・小川町バル実行委員会

※参加店舗によって営業時間は異なります

共催：川崎駅東口地域活性化イベント実行委員会

協力：川崎市
協力：川崎市、「映像のまち・かわさき」推進フォーラム

◆参加飲食店 全 53 店
鳥良、
、インド料理 アロック、とんかつ百万石、天ぷら 天國、
、バー AJITO、dining バー ＫＩＫＩ、
、居酒屋 一蔵、
川崎シェフズバル（スペインバル）、海鮮中華 宝堡、
、中国料理 三鶴、お好み焼き すずらん、
、鮨会席 鮨辰、
タパス＆タパス、日本蕎麦・天麩羅 本味楽、立喰い寿司 魚がし日本一、
、九州バル うまもん、中華 成喜、
、
ノーブル ナルキ、
、Standing bar けむり、
、キッチン ラフト、焼鳥 とりかご、焼鳥 松の屋、
、cafe&dinning hidama、
二代目 勉強堂、
、おでんと庭先地鶏 はれ晴れ、
、中国料理 大新別館、串かつ でんがな、蕎麦の実、隠れや
華吉、Sports&Food’s Bar FreeBird、newT.T BREWERY、new みゆき乃
【ラ チッタデッラ内
、バー
チッタデッラ内 参加店舗】 THE CAMP CAFE&GRILL、エノヴィーノ、ピッコロカンポ、羅豚、酉十郎、
アティック、BISTRO 川崎 CITTA'ｽﾀﾝﾄﾞ、元祖餃子舗 珉珉、FRESHNESS BURGER、博多名物もつ鍋 如水、
イタリアンレストラン IL PINOLO、アルカサール、ARIA.C、PIZZA SALVATORE CUOMO＆GRILL、
、 Crystal
Jade Shanghai Garden、鍋ぞう、new ロトンダ ナオ、new キリンシティ、new FUNSUI
◆『川崎・
『川崎・小川町バル』の楽しみ方
①まずは参加各店などで販売する前売りチケットを購入（ネット予約も可※HP
予約分は、1 セットにつき￥100 手
まずは参加各店などで販売する前売りチケットを購入
数料がかかります。当日券もあり）
②行きたいお店や梯子する順番などをある程度決めておく
③入店時に「川崎・
入店時に「川崎・小川町バル」参加と伝え、店員にチケットを 1 枚渡す
「1 店舗で使えるチケットは 1 枚」というのがバルのルール
④ドリンク一杯と料理一品のセットが
ドリンク一杯と料理一品のセットが提供されます。食べ
提供されます。食べ飲み
食べ飲み終わったら次のお店へ！
飲み終わったら次のお店へ！
普段とは違った環境で食事が楽しめて、会社の仲間や、友人、恋人などなどと盛り上がる事間違いなし！ 今回も参
加店は、採算度外視のボリューム満点のお店の看板メニューやドリンクを用意いたします！
チケットが余ったら・・・「あとバル」チケットを金券としてご利用いただけます。
期間：2014
期間：2014 年 3 月 20 日（木）～
日（木）～23
）～23 日（日）
◆チケット
■前売り ￥3,500 （￥700×5 枚） 2/20
2/20（木）
20（木）から順次販売！
（木）から順次販売！ ■当日
【販売場所】参加各店舗など

◆参加店舗のメニューや詳細はＨＰでもご確認頂けます
http://lacittadella.co.jp/ogawachobar/

￥4,000 （￥800×5 枚）

≪エンタテイメント
エンタテイメント企画≫
テイメント企画≫

◆シネマ・コンプレックス「CINECITTA
CINECITTA’
CINECITTA’」
バルチケット 2 枚で・・・「映画鑑賞＋ドリンク１杯」
【上映中のおススメ作品】「グランドピアノ ～狙われた黒鍵～」、「アナと雪の女王」、「ロボコップ」他
【ドリンク】ソフトドリンク 又は ビール
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◆ライブホール「CLUB
CLUBCITTA
CLUBCITTA’
CITTA’

」

バルチケット 2 枚で・・・「イベント鑑賞＋ドリンク１杯」
【イベントタイトル】

映画『小川町セレナーデ』制作記念スペシャル企画
～オカマバー「
～オカマバー「チッタ
バー「チッタ」
チッタ」＠CLUB
CLUB CITTA’
CITTA’（仮題）～
【内容】ニューハーフショー、昭和歌謡ＤＪ、映画 PR など
【時間】OPEN/ START 19:30 CLOSE 22：15（予定）

新宿 Guppy の皆様が登場！

映画『小川町セレナーデ』
【監督/脚本】 原桂之介

※本作にて監督デビュー

【出演】 須藤理彩、藤本泉、安田顕 他
【製作】 「小川町セレナーデ」製作委員会、
ハピネット㈱、㈱KADOKAWA、㈱パイプライン 他
【協力】 川崎市、川崎商工会議所、
㈱ チッタ エンタテイメント
【公開】 2014 年秋 チネチッタ他全国で上映予定
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◆前回までの
前回までの開催
までの開催の
開催の様子

前回はクラブチッタにて
キャバレーを再現！

＜一般のお問合せ先＞
小川町バル実行委員会
[㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内]
Tel：
Tel：044-233-1934(月～金：10:00～18:30)
Tel：
Tel：044-223-2333(土日祝：9:30～22:00)
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
press@citta-ent.co.jp

