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★★★★““““エーデルワイスカペレエーデルワイスカペレエーデルワイスカペレエーデルワイスカペレ withwithwithwith マリアマリアマリアマリア””””        8888 月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))、、、、15151515 日日日日((((土土土土))))、、、、16161616 日日日日((((日日日日))))登場！登場！登場！登場！ 

      

“エーデルワイスカペレ with マリア” は外国人楽団の出演を許していないミュンヘンのオクトーバーフェストに、特別招待を受

けて公式に出演した経験を持つ、日本で一番オクトーバーフェストに精通した楽団です。 

 

◆「オクトーバーフェスト」とは？ 

ドイツ、ミュンヘンで毎年 9 月半ばから 10 月上旬の 16 日間開催される世界最大のビール祭り！世界中から 600 万人もの

来場者が訪れ、600 万杯ものビール＆ドイツ名産のソーセージが 22 万本も消費され、音楽や乾杯の歌で盛り上がるスケー

ルが桁違いのイベント。日本上陸後、全国で大人気のこのイベントを川崎で初開催します。 

合言葉は「プロースト（乾杯）」！ 

    

■■■■縁日・屋台縁日・屋台縁日・屋台縁日・屋台    

夏の恒例イベント「CITTA’の夏祭り」。今年もチネチッタ通りとクラブチッタ通りに、大人も子供も一緒に楽しめる昔ながら

の縁日がずらりと並びます。射的や金魚すくいから焼きそばや焼き鳥などの縁日定番メニューが楽しめます。ラ チッタデッ

ラ自慢の飲食店・物販店も出店します。 

【会場】 チネチッタ通り、クラブチッタ通り 

【時間】12：00～22：00（ラストオーダー：21：30） 

              

 

■チッタチッタチッタチッタ・・・・コレクションコレクションコレクションコレクション    「和スタイルショー」「和スタイルショー」「和スタイルショー」「和スタイルショー」    

昨年大好評だった和太鼓と浴衣美人のエンタテイメントショー“チッタ“チッタ“チッタ“チッタ・・・・コレクションコレクションコレクションコレクション    「和スタイルショー」「和スタイルショー」「和スタイルショー」「和スタイルショー」””””の 

スケールがパワーアップ！ 

チッタならではのエンタテイメントな演出も盛りだくさん。お気に入りの浴衣を着て、是非遊びに来て下さい！ 

    

◆◆◆◆エンタテイメントショーエンタテイメントショーエンタテイメントショーエンタテイメントショー 

“チッタ・コレクション“チッタ・コレクション“チッタ・コレクション“チッタ・コレクション        「「「「和スタイルショー和スタイルショー和スタイルショー和スタイルショー」」」」    ”””” 

夏祭りのメインコンテンツとして、和太鼓、三味線、ダンサー、ヴォーカリスト、浴衣モデルが登場し、 

光りと映像でさらにスケール感の大きいショーを展開。JURI率いるチームによるエンタテイメントショー！ 
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【日時】 8 月 13 日（木）、14日（金）、15 日（土） 19：00～/20：30～ ※1 日 2回公演 各 40 分程度 

【ステージ】 中央噴水広場/ガラスのタワーステージ 

【観覧スペース】  中央噴水広場/チネチッタ通り ※観覧無料 

【出演】 

 

 

 

 

 

 

[太鼓、DJ]JURI         [ヴォーカリスト]西野翔（15 日不在）    [和太鼓]上杉美穂（15 日不在）   [三味線]東京月桃三味線  

music and produce 

DJ JURI 

 

[ダンサー]   Jacky               ANN                旭                 AKKO 

■お神輿お神輿お神輿お神輿 

100 人以上の大人が担ぐお神輿がチネチッタ通りを練り歩きます！※通行時間は前後する可能性がございます。 

【日程】8 月 7 日（金）～9 日（日） 【会場】チネチッタ通り 

【時間】8 月 7 日(金)  11:40～  ※御霊入れ  

        8 月 8 日(土)  12:30～  ※小川町町内会神輿 他 5町内会神輿   

8 月 9 日(日)  10:30～  ※稲毛神社神輿  

    

■■■■CLUBCLUBCLUBCLUB    CITTACITTACITTACITTA’’’’    PresentsPresentsPresentsPresents        ＬＬＬＬIVE @ LA IVE @ LA IVE @ LA IVE @ LA CITTADELLACITTADELLACITTADELLACITTADELLA 

数多くの著名アーティストが出演してきた 1300 人収容の大型ライブホール“クラブチッタ”が自信を持ってお勧めするこの夏に

ピッタリなアーティストのスペシャルライブを開催！！ 

【日時】8 月 12 日（水）～16 日（日） 各日 17：00～ 

【会場】 中央噴水広場 

【出演】 8/12（水）サンドクロック、8/13（木）伊佐なつき、8/14（金）アニャンゴ、8/15（土）馬場俊英、8/16（日）レディオサイエンス  

    

    

    

    

    

    

    

    

サンドクロック    伊佐なつき        アニャンゴ                   馬場俊英                レディオサイエンス   
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■■■■チッタバスキング・サマーパフォーマンスチッタバスキング・サマーパフォーマンスチッタバスキング・サマーパフォーマンスチッタバスキング・サマーパフォーマンス 

チッタにパフォーマーがジャンルを問わず大集結！この夏、パワーアップしたパフォーマンスをぜひご覧ください。 

【日時】8 月 12 日（水）～16 日（日） 

【会場】中央噴水広場、チネチッタ通り、クラブチッタ通り、アレーナチッタ（フットサルコート） 

【出演】桔梗ブラザーズ、ボンバングー、SOBUKI、サブリミット、クラウン ZEN、Syan、マスター、SEOPPI、syn、 

    

    

    

    

    

    

    

    

■■■■チッタチッタチッタチッタ de de de de 夏ゼミ夏ゼミ夏ゼミ夏ゼミ special stagespecial stagespecial stagespecial stage 

ラ チッタデッラの人気ショップが、アーティストと「夏」をテーマにしたスペシャルなコラボステージを行います。 

「TOWER RECORDS」×「VILLAGE VANGUARD」など、今までにありそうでなかったサプライズ企画なステージが満載！ 

【日時】8 月 12 日（水）～16 日（日） 

【時間】14：00 

【会場】中央噴水広場 

【ステージ内容例】 

8 月 12 日（水） 「TOWER RECORDS」 × 「VILLAGE VANGUARD」 各店が推薦するアーティストの対バンライブ！ 

8 月 13 日（木） 「S.D.W」×「RODA」 サッカーボールを使った大道芸人が‘蹴る・着る・遊ぶ’楽しさを伝えます。 

8 月 15 日（土） 

「オズ」×「ドクターマーチン」 ファッション雑誌モデルでもある「オズ」が、ドクターマーチンを纏って熱唱します！ 

8 月 16 日（日） 「Baby CHEERS」×「ETC ダンススクール」 

チアボーカルユニットと ETC のスペシャルダンスセッションを乞うご期待！ 

 

■■■■80808080’’’’s Night Fever in CITTAs Night Fever in CITTAs Night Fever in CITTAs Night Fever in CITTA’’’’    恒例の親子で参加できるディスコも開催します！    

 【開催日】2015 年 8 月 13 日(木) 【会場】CLUB CITTA’ 【出演】 DJ OSSHY /他     

入場無料 ※入場時ドリンク代が必要となります。 

20歳未満￥300(1 ドリンク）、20歳以上￥1,000(2 ドリンク） ※再入場可 

第１部 15：00～18：00  小・中学生も入場可  ※小学生未満は入場不可 

第２部 18：00～22：30  高校生以下は入場不可 

 

    

SOBUKI サブリミット ボンバングー 桔梗ブラザーズ 

  

S.D.W オズ 



 

 

②②②② ““““

    

■■■■映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！
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期間中、「チネチッタ」または「クラブチッタ」、飲食、物販

数により抽選で、‘

トが当たります。

『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画
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○「隠れミニオンを探せ！」キャンペーン

ラ チッタデッラ施設内に隠れているミニオンを探そう！

（先着 1,000

ラッキーなラッキーなラッキーなラッキーな WWWW

「ミニオンズ」の映画半券提示で、ポスター（

引換場所：チネチッタグッズショップ（マッジョーレ

チッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーン

映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！

夏のプレゼントキャンペーン夏のプレゼントキャンペーン夏のプレゼントキャンペーン夏のプレゼントキャンペーン』』』』    

期間中、「チネチッタ」または「クラブチッタ」、飲食、物販

により抽選で、‘新幹線で行く大阪の映画テーマパーク

当たります。 

『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画『チネチッタおススメ映画』』』』    

話題の映画が次々公開されます

」8 月 28 日(金)公開

チネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービス

 

「ミニオンズ

 
               

Tippett Studio/Universal Pictures and Media Rights Capital

「テッド

オンを探せ！」キャンペーン

チッタデッラ施設内に隠れているミニオンを探そう！

1,000 名様）という、キッズから大人まで楽しめる参加型キャンペーンです。

WWWW チャンス！チャンス！チャンス！チャンス！    

「ミニオンズ」の映画半券提示で、ポスター（

引換場所：チネチッタグッズショップ（マッジョーレ

チッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーンチッタのサマーキャンペーン””””        8888 月月月月 1111 日日日日

映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！

期間中、「チネチッタ」または「クラブチッタ」、飲食、物販

新幹線で行く大阪の映画テーマパーク

話題の映画が次々公開されます。「ミニ

公開 と人気映画が目白押しです！

チネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービスチネチッタ浴衣ポップコーンサービスも実施も実施も実施も実施！！！！    夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント

     
ミニオンズ」       

Tippett Studio/Universal Pictures and Media Rights Capital

テッド２」 

オンを探せ！」キャンペーン 

チッタデッラ施設内に隠れているミニオンを探そう！

）という、キッズから大人まで楽しめる参加型キャンペーンです。

「ミニオンズ」の映画半券提示で、ポスター（

引換場所：チネチッタグッズショップ（マッジョーレ

5 

日日日日((((土土土土))))～～～～31313131 日日日日((((

映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！映画×音楽の街から、うれしいサマープレゼント！    

期間中、「チネチッタ」または「クラブチッタ」、飲食、物販及びサービス

新幹線で行く大阪の映画テーマパークへの旅

。「ミニオンズ」7 月

と人気映画が目白押しです！

夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント

        

     
       

      

Tippett Studio/Universal Pictures and Media Rights Capital

チッタデッラ施設内に隠れているミニオンを探そう！ミニオンを

）という、キッズから大人まで楽しめる参加型キャンペーンです。

「ミニオンズ」の映画半券提示で、ポスター（B2）またはプレスシートをプレゼント

引換場所：チネチッタグッズショップ（マッジョーレ 2F） ※なくなり次第終了。

((((月月月月))))    

及びサービス店で￥1,000

への旅’ や‘映画や音楽に関連した商品

月 31 日(金)公開

と人気映画が目白押しです！ 

夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント

              

         「ジュラシック・ワールド

       

Tippett Studio/Universal Pictures and Media Rights Capital 

ミニオンを全部見つけると、オリジナルステッカー

）という、キッズから大人まで楽しめる参加型キャンペーンです。

）またはプレスシートをプレゼント

※なくなり次第終了。

 

1,000以上をご利用いただくと、ポイント

映画や音楽に関連した商品

公開、「ジュラシック・ワールド」

夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント

ジュラシック・ワールド

全部見つけると、オリジナルステッカー

）という、キッズから大人まで楽しめる参加型キャンペーンです。 

）またはプレスシートをプレゼント！ 

※なくなり次第終了。 

をご利用いただくと、ポイント

映画や音楽に関連した商品’等豪華プレゼン

、「ジュラシック・ワールド」8 月 5

夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント

 

ジュラシック・ワールド」 

全部見つけると、オリジナルステッカーをプレゼント

 

をご利用いただくと、ポイント

’等豪華プレゼン

5 日(水)

夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント夏祭り期間中に浴衣で映画をご覧頂くと、ポップコーンをプレゼント！！！！    

 

      

をプレゼント
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■夏はやっぱりコレ■夏はやっぱりコレ■夏はやっぱりコレ■夏はやっぱりコレ！！！！「がっつり肉料理×おススメ“泡”！キャンペーン「がっつり肉料理×おススメ“泡”！キャンペーン「がっつり肉料理×おススメ“泡”！キャンペーン「がっつり肉料理×おススメ“泡”！キャンペーン」」」」    （（（（※画像はイメージとなります）※画像はイメージとなります）※画像はイメージとなります）※画像はイメージとなります）    

各店自慢のスタミナもりもり肉料理と、夏にぴったりな‘泡’を施設内の飲食店で楽しめます。 

各店自慢のお料理と共にご堪能ください！ 

    

 

 

    

    

    

    

    

【「【「【「【「CITTACITTACITTACITTA’’’’のののの夏祭り」夏祭り」夏祭り」夏祭り」    2015201520152015 年年年年 8888 月月月月 12121212 日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～16161616 日（日）日（日）日（日）日（日）】】】】 

主催：チネチッタ通り商店街振興組合、ラ チッタデッラ 

協力：川崎オクトーバーフェスト 2015 実行委員会、アディダスフットサルパーク川崎 

後援：川崎市 

    

※※※※「「「「CITTACITTACITTACITTA’’’’のののの夏フェス夏フェス夏フェス夏フェス」」」」    オフィシャルＨＰはオフィシャルＨＰはオフィシャルＨＰはオフィシャルＨＰは 7777 月中旬ＵＰ予定です。月中旬ＵＰ予定です。月中旬ＵＰ予定です。月中旬ＵＰ予定です。    

        

    

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/    
 

 

 

 

＜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 

 

ラ チッタデッラ  

 

  
 


