報道関係各位
2015 年 12 月 24 日

年越し営業＆カウントダウン LIVE 開催！
初詣の前！初詣の後！チッタに集合！
元日 1/1 スタートの初売り 福袋も見逃せない！

『2015⇒
2015⇒2016

ラ チッタデッラの年末年始』

本年も、大変お世話になり、誠にありがとうございました。
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、運営：株式会社 チッタ エンタテ
イメント/代表者：美須俊良）では、今年を締めくくるカウントダウン年越し営業＆LIVE を開催致します。毎年、
多くの方にご来場頂き、大変ご好評を頂いております、ラ チッタデッラのカウントダウン。お客様と共に新年を迎
えるに相応しいイベントを実施致します。 “新年は、チッタで乾杯！”
ご家族、ご友人等お誘合わせの上、初詣に行かれる前のカウントダウン、新年のお正月、是非チッタで満喫し
て頂きたいと思います！

◆COUNTDOWN 2015→2016
開催日：2015/12/31(THU)
開催日：2015/12/31(THU)

新年はチッタで乾杯！！
年越営業＆
年越営業＆LIVE 開催致します！！
開催致します！！
チッタのお店でカウントダウン！
【カウントダウン営業店舗 ご利用者特典】

カウントダウン後は、乾杯スプマンテをプレゼント！
店舗をご利用した方は、年越しスペシャルライブを「
「特別観覧席」
特別観覧席」でお楽しみ頂けます。
2016 年の素敵な幕開けを、ライブと共にお楽しみください！
（※スプマンテは、お一人様 1 杯となります。
ご利用の際には、リストバンドをご提示ください。（別途 1 オーダー／他サービスと併用不可）
リストバンドは、店舗またはイベント会場にて差し上げます。）
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※特別観覧席は、人数制限がございます。
※23：00 までは通常営業となります。
※スプマンテ・・・イタリア製のスパークリングワイン
【イベント】
イベント】

カウントダウンスペシャルライブ！
カウントダウンスペシャルライブ！
スガシカオが命名した、ホーンセクション FIRE HORNS が登場！
キレのある演奏と圧倒的なパフォーマンスでチッタのカウントダウンに花を添
えます。
新年の幕開けは、チッタで踊れるジャズ/ファンクとお酒で盛り上がりましょ
う。
会場：ラ チッタデッラ ＆ チネチッタ通り
時間：OPEN 23：00～ ※予定 START 23：30～
出演アーティスト：FIRE
FIRE HORNS
（Trumpet ： Atsuki Saxophone ： Juny-a Trombone ： Tocchi）
●観覧無料（20

歳以上）

※ライブチケットの販売はございません。
※深夜公演のため入場は 20 歳以上となります。
※入口にて顔写真付き ID チェック（免許証、パスポート提示）を行います。実年齢に関係なく、顔写真付き ID
をお持ちでない方のご入場はお断りしております。
※ID のコピーは無効です。
※お荷物の中身を確認させていただきます。

※他のお客様にご迷惑となる行為を行った場合は、ご退場いただきますのでご了承ください。
※会場入口や会場内に、セキュリティーを配備しております。不審な行為を発見した場合は、スタッフもしくはセ
キュリティーへお声かけください。
※並んだ順の入場となります。
※再入場可能です。
※入場制限をする場合がございますので、予めご了承ください。
※飲食物のお持込みはお断りさせていただきます。
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【深夜営業レストラン】
≪チネチッタ通り≫
■ビオワインバー ステーキ＆ピンチョス “ふんすいアンダー ザ ブリッジ”
深夜営業 25：00 まで（L.O.24：30）
≪マッジョーレ 1Ｆ≫
■カラオケバー

“FUNSUI”

深夜営業 27：00 まで

※通常営業となります。

■スペシャルティコーヒー “STARBUCKS COFFEE”
深夜営業 26：00 まで
■イタリア料理 “イル・パッチォコーネ・ディ・キャンティ”
深夜営業 26：00 まで
■ビアレストラン “キリンシティ”
深夜営業 25：00 まで（L.O. フード 24：30 ドリンク 24：45）
■ベーカリーカフェ “サンマルクカフェ”
深夜営業 26：00 まで
≪ビバーチェ 1Ｆ≫
■レストラン “ARIA.C”
深夜営業 25：00 まで
■ピッツェリア＆グリル ナポリスタイル “PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL”

深夜営業 26：00 まで
≪ビバーチェ 5Ｆ≫
■シミュレーションゴルフ ビリヤード＆ダーツ “BＡＧＵＳ/ＤＡＲＴS ＨiVe”
営業時間 29：00（バー LO 28：30）※通常営業となります
≪アレーナチッタ 1F≫
1F≫
■コミュニティカフェ “THE CAMP CAFE & GRILL”
深夜営業 25：00 まで（L.O.24：00）

3

≪チネピット 1F≫
1F≫
■スタンドバー

“BISTRO 川崎 CITTA’スタンド”

営業時間 28：00 まで ※通常営業となります

【チネチッタ通り 催事出店】
■イタリアンレストラン “イルピノーロ”
営業時間 25：00 まで
■アパレルブランド・雑貨・アクセサリー

“TOKYO MIX STYLE”

営業時間 25：00 まで
■フットサルショップ

“RODA”

営業時間 25：00 まで

◆チネチッタやクラブチッタも、カウントダウン営業！！
【CINECITTA’
CINECITTA’】
『スター・ウォーズ フォースの覚醒』 『007 スペクター』 など、話題の映画を大晦日オールナイト上映！
鑑賞料金 1,100 円！（３D は、1,400 円）
【CLUB CITTA’
CITTA’】
B.P.RECORDS プレゼンツ 「COUNTDOWN FAMILY PARTY」
己龍 / Royz / コドモドラゴン
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◆2016 年お正月
貴重な、「梯子乗り実演」
貴重な、「梯子乗り実演」 を開催します！
他ではなかなかお目にかかれませんよ！
【初売り 福袋】
福袋】
（チネチッタ全館共通券が当たる！？） 1/1 Fri スタート！
各店売り切れ次第終了
【日本の伝統芸能を堪能！】
日本の伝統芸能を堪能！】
※協力：田野屋酒販株式会社
◆和太鼓実演
１月１日（金・祝）、2 日（土）、3 日（日） 13:00/15:00/17:00～
※各回 40 分を想定
※2 日 13:00～の回のみ 30 分。
出演：武蔵野太鼓保存会
会場：中央噴水広場 ※雨天中止
◎和太鼓の体験できます。
◆梯子乗り実演（木遣り歌あり）
1 月 2 日（土）13:30/14:30 ※雨天決行
・荒天の場合、アレーナチッタ（フットサルコート）
出演：川崎古式消防記念会 一番組
会場：チネチッタ通り
◎各回終了後、体験梯子乗りできます。無料 写真撮影スポットとして
●CITTA’ SALE & お正月メニュー参加店ご利用の方に
お買い上げ金額￥5,000（税込・合算可）以上の方、先着合計 150 組様に、近日公開 3 作品（指定有）の中から、
チネチッタで観るお好きな映画前売り券（ペア）をプレゼント！
・期間：2015/12/26sat～なくなり次第終了

・引換場所：ラ チッタデッラ内インフォメーション

●CITTA’ SALE MAX50%OFF!! 12/26 Sat～1/17 Sun
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2015 年は、大変お世話になり誠にありがとうございました。

新年 2016 年も、引き続き、何卒、宜しくお願い申し上げます。

WEB サイト http://lacittadella.co.jp/
ラ チッタデッラ

＜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

＜一般のお問合せ先＞
㈱ チッタ エンタテイメント 広報宣伝部
TEL：
：044-233-1934（月
（月-金
：00～
～18：
：30）
）
（月 金 10：

担当： 横村、安藤
横村、安藤

ラ チッタデッラ 総合案内
TEL：
：044-223-2333（土日祝
（土日祝 9：
：30-22：
：00）
）
http://lacittadella.co.jp/

TEL：
：044-233-1934
yokomura@citta-ent.co.jp
ando@citta-ent.co.jp
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