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報道関係各位 
2015 年 5 月 

    ““““ミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかる””””    ““““みかんみかんみかんみかん””””    初登場初登場初登場初登場！！！！！！！！    

「「「「ものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブ““““チッタチッタチッタチッタ””””」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

～ 大人のための夜遊びグルメパラダイス ～ 

イタリアの街並みと情緒豊かな路地が融合する川崎小川町は、 

“美味しい”“楽しい”“刺激”の宝庫。 

そんな中から厳選された 44 店舗を食べ・飲み歩き。 

「「「「第第第第 7777 回回回回    川崎川崎川崎川崎・・・・小川町小川町小川町小川町バルバルバルバル」」」」    
2015 年 6 月 8 日（月）＆9 日（火）開催！！ 

 

株式会社 チッタ エンタテイメント （代表者：美須孝子、川崎市川崎区小川町）は、『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に知っていただくことを目的に、「第７回 川崎・小川町バル」を開催します。この催しは、JR

川崎駅東口前に位置し、商業と住宅とが混在する歴史ある町「川崎区小川町」のエリア全体の飲食店が協力・連携し、

お客様が同エリア内の幾つものお店を梯子して、楽しみながら町全体の魅力を知って頂くという、毎回大盛況のイベントです。

ご参加頂くお客様に、エンタテイメント性あふれる「小川町バル」を感じて頂くため、バルチケットで映画をご覧頂いたり、「もの

まねショーパブ“チッタ”」にもご参加いただけます。 ※詳細は下記ご参照 

    

【【【【ものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブ““““チッタチッタチッタチッタ””””】】】】開催開催開催開催！！！！！！！！            あのあのあのあの！！！！人気女性人気女性人気女性人気女性ものまねタレントがものまねタレントがものまねタレントがものまねタレントが登場登場登場登場！！！！    

                        

ミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかる                                            みかんみかんみかんみかん    
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【イベント開催概要】【イベント開催概要】【イベント開催概要】【イベント開催概要】    

イベント名イベント名イベント名イベント名    ：：：：    川崎川崎川崎川崎・・・・小川町バル小川町バル小川町バル小川町バル    

開催日時開催日時開催日時開催日時    ：：：：    2020202015151515 年年年年 6666 月月月月 8888 日（日（日（日（月月月月）、）、）、）、9999 日（日（日（日（火火火火））））    夜夜夜夜                    ※参加店舗によって営業時間は異なります    

◆◆◆◆参加飲食店参加飲食店参加飲食店参加飲食店    全全全全 42424242 店店店店    （順不同）（順不同）（順不同）（順不同）        

・鳥良 川崎チネチッタ通り店          ・ALOK INDIAN RESTAURANT      ・とんかつ百万石（9 日のみ） 

・AJITO                      ・・・・Dining bar KIKI                 ・居酒屋 一蔵 

・川崎シェフズ バル               ・海鮮中華 宝堡                  ・・・・中国料理 三鶴（8 日のみ）  

・鉄板焼き・お好み焼き すずらん       ・・・・魚がし日本一                   ・・・・キッチン ラフト（9 日のみ）  

・・・・中華 成喜                        ・・・・けむり                        ・二代目 勉強堂 

・焼鳥 とりかご                     ・・・・はれ晴れ                       ・・・・串かつ でんがな 

・蕎麦の実                         ・隠れや 華吉                    ・T.T BREWERY               

・Bistro Pochi                      ・クラブチッタ アティック（9 日のみ）        ・Sesame(NEW)              

・BIG UP!(NEW)                  ・taco&nachos lococota(NEW) 

【ラ【ラ【ラ【ラ    チッタデッラ参加店舗】チッタデッラ参加店舗】チッタデッラ参加店舗】チッタデッラ参加店舗】     

・THE CAMP CAFE&GRILL          ・FUNSUI                         ・羅豚  

・酉十郎                        ・・・・BISTRO 川崎 CITTA'ｽﾀﾝﾄ           ・FRESHNESS BURGER          

・如水・奄美こだわりショップ             ・IL PINOLO                         ・アルカサール               

・ARIA.C                           ・PIZZA SALVATORE CUOMO＆GRILL  ・・・・キリンシティ 

  ・FUNSUI under the bridge(NEW)        ・肉と牡蠣 市場(NEW)               ・オステリア ガリレオ（ＮＥＷ）            

 ・バグース/ダーツハイブ(NEW) 

◆参加◆参加◆参加◆参加 2222 施設施設施設施設        

・チネチッタ   ・クラブチッタ 

 

◆『川崎・小川町バル』の楽しみ方 

①まずは小川町バル参加各店で販売する前売りチケットを購入。 

（ネット予約も可[1 セットにつき￥100 手数料がかかります。]・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・小川町バル」参加と伝え、店員にチケットを 1 枚渡す。 

④ドリンク 1 杯と料理 1 品のセットを提供されます。 

普段とは違った環境で、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、自慢の看板メニューとなる美味しい料理やドリンクをご提供します！ 

1店舗につき、お一人様 1 枚のみ使用可能。(同じ店舗で追加オーダーは現金払い) 

⑤食べ飲み終わったら次のお店へ！ 

 ※当日のみバラ売り券を参加店舗で販売（1 枚\800） 

 

◆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。 
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利用可能場所：「あとバル参加店」（各店舗に表示） 

期間：2015 年 6 月 10日（水）～ 6 月 14日（日） 

※1店舗につき、お一人様 1 枚のみ使用可能。 

 

◆バルチケット 

■前売り ￥3,500 （￥700×5 枚）消費税込  ■当日  ￥4,000  （￥800×5 枚）消費税込 

【販売場所】小川町バル参加各店舗  ※前売りのネット予約も可能[1 セットにつき￥100 手数料]   

        ネット予約ＨＰ：http://www.lacittadella.co.jp/ogawachobar/ 

 

◆参加店舗のメニューや詳細はＨＰでもご確認頂けます↓ 

http://www.lacittadella.co.jp/ogawachobar/ 

 

＜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 

＜後援＞ 川崎市、川崎中央商店街連合会 

 

■■■■CLUB CITTA’    

    「「「「ものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブものまねショーパブ““““チッタチッタチッタチッタ””””＠＠＠＠CLUB CITTA'」」」」開催開催開催開催！！！！！！！！    

あのあのあのあの！！！！ものまねものまねものまねものまね女性女性女性女性タレントがタレントがタレントがタレントが登場登場登場登場！！！！女性女性女性女性ものまねタレントだけのステージものまねタレントだけのステージものまねタレントだけのステージものまねタレントだけのステージ    

をををを楽楽楽楽ししししむショーパブむショーパブむショーパブむショーパブ””””チッタチッタチッタチッタ””””がががが小川町小川町小川町小川町バルのバルのバルのバルの開催開催開催開催にににに合合合合わせてわせてわせてわせて限定限定限定限定 OPEN!!OPEN!!OPEN!!OPEN!! 

歌歌歌歌ありありありあり、、、、笑笑笑笑いあいあいあいありりりり、、、、最後最後最後最後はみんなではみんなではみんなではみんなで。。。。。。。。。。。。ここでしかここでしかここでしかここでしか堪能堪能堪能堪能できないスペシャルなできないスペシャルなできないスペシャルなできないスペシャルな 2222 夜夜夜夜をおをおをおをお届届届届けけけけ

しますしますしますします。。。。    

出演者出演者出演者出演者    

                            

【【【【ミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかるミラクルひかる】】】】                【【【【みかんみかんみかんみかん】】】】                        【【【【桜井桜井桜井桜井ちひろちひろちひろちひろ】】】】                    【【【【花音里花音里花音里花音里】】】】    

【開催内容】 

日程 ： 2015 年 6 月 8日（月）、9日（火） 

時間 ： 1 部 開場 19:00 開演 19:30 終演 20：20 予定 ※入替制   

      2 部 開場 20:45 開演 21:15 終演 22：05 予定 ※入替制  

会場 ： CLUB CITTA’ 

座席 ： スタンディング ※一部席あり 
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料金（1 ドリンク付）： ■前売￥2,000-  (消費税込) ■当日￥2,500- （消費税込) 

               ※バルチケット 2 枚 でも入場可。 

・未就学児入場不可、小学生以上有料 

・並んだ順の入場になります。 

 ※但し、ものまねショーパブ”チッタ”のチケット購入者からの入場になります。 

・出演者の撮影・録音は禁止 

・バルチケットは、入場制限をさせていただく場合がございます。 

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 

後援：川崎市/川崎中央商店街連合会 

協賛：キリンビールマーケティング株式会社 横浜支社 

オフィシャル HP：http://lacittadella.co.jp/ogawachobar/ 

  チケット販売：【プレイガイド】・チケットぴあ P コード[444-111] 

・ローソンチケット L コード[７９３４１] 

・e+（イープラス） 

【ショップ】 ・チネチッタ 2 階 グッズ売り場 

 

■■■■CINECITTACINECITTACINECITTACINECITTA′′′′    

バルチケット 2 枚で、「お好きな映画鑑賞 1作品＋ドリンク１杯」 

6/8(月)、6/9(火)映画上映予定作品：おすすめ作品はコチラ！！！ 

               

 

 ※その他作品情報は、チネチッタＨＰでご確認ください。http://cinecitta.co.jp/ 

 

※※※※「「「「川崎小川町川崎小川町川崎小川町川崎小川町バルバルバルバル」」」」    詳細詳細詳細詳細    ：：：：    WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト    http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/ogawachobarogawachobarogawachobarogawachobar////    
 

 

 

 

＜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 

安藤美笛  ando@citta-ent.co.jp 

         横村浩之  yokomura@citta-ent.co.jp 

〒210-0023 川崎市川崎区小川町 7-4 アービラ川崎 3 階 

TEL：044-233-1934 FAX：044-222-8004 

小川町バル  


