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Thanks!

10th

Anniversary！

ラ チッタデッラ開業 10 周年！

感謝を込めて様々な記念イベント実施のお知らせ
JR 川崎駅東口の大型商業施設『ラ チッタデッラ』（運営： 株式会社 チッタ エンタテイメント 代表取締役
社長 美須孝子）は、今年の 11 月 23 日（金・祝）でオープン 10 周年を迎えます。それを記念して同施設では、
日頃ご利用いただいているお客様への感謝の意を込めて、11 月 16 日（金）から 11 月 25 日（日）までの間、様々
なイベントを実施致します。
※オープン日は 2002 年 11 月 23 日です。
まず施設内の各ショップでは、「Happy 10th Anniversary！Campaign サンクス 10days」と題して、期間中お客
様にとってお得が一杯の様々なサービス企画が実施されます。16 日（金）からは、各店舗（一部除く）でとってもお
得なオリジナル福袋を販売（無くなり次第終了）。また、オープン記念日の 23 日（金・祝）には、どのお店でも（一
部除く）3000 円以上ご利用のお客様に先着で、10 周年のロゴの入ったオリジナルラベルのイタリアワインか、同じく
オリジナルロゴ入りのイタリア製カードケースをプレゼント致します。（先着合計 1000 個）
もちろんエンターテイメントをテーマとした『ラ チッタデッラ』ならではの、他では体験できないお楽しみの企画も満
載です。例えば、17 日（土）の夜は、ラ チッタデッラのエントランス付近全体をキャンドルの灯りで装飾し、ロマンチ
ックな夜を演出する「キャンドルナイト」を実施。装飾を担当するのは、メディアでもお馴染みのキャンドルアーチスト
Candle JUNE さんです。
また、『ラ チッタデッラ』内のシネマコンプレックス『チネチッタ』でも、映画好きにとって嬉しいサービス企画をいろい
ろとご用意致します。例えば、23 日（金・祝）と 24 日（土）は、2 日連続で全作品映画料金 1000 円でお楽しみ
いただきます（通常大人 1800 円）。
そして今年 4 月から月一回開催し大変好評をいただいている“名画座”では、特別企画として、11/17（土）から
一週間、イタリアをテーマとした施設らしく名作映画「ローマの休日」を特別上映致します。その他、オリジナルのT
シャツをプレゼントしたり、ポイントカードがダブルになったりなど、映画ファンには嬉しいサービスが盛り沢山です。
さらに、オープン記念日前日の 22 日（木）夜には、『ラ チッタデッラ』施設全体を会場としたスペシャルパーティを
実施致します。この日、屋外に特設するパーティ会場のメイン企画はXmasイルミネーションの点灯式です。施設
全体が何万球ものイルミネーションの幻想的な灯りに包まれ決定的瞬間を、ライブゲストのMay J.さんと共に体験
していただくのがこのセレモニーです。同会場では、その他世界で活躍するDJ田中知之(FPM)さんのDJプレイや、
映像の演出などもお楽しみいただきます。
『ラ チッタデッラ』が全力でお届けする 10 年に１度のこの催しを、是非大勢にお楽しみいただきたいと思います。
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実施概要
【イベント展開】
☆Thanks! 10ｔｈ Anniversary Party!☆
『ラ チッタデッラ』自慢の飲食店のお料理やクリスマスイルミネーション点灯式、
ゲストによるライブなど全館あげて 10 周年を記念したスペシャルイベントが
盛りだくさん！
開催日時：2012 年 11 月 22 日（木）18：00-23：00
クリスマスイルミネーション点灯式は 19：00～
ゲストライブ：May J．

ゲスト DJ：田中知之（FPM）

☆ラ チッタデッラ 10 周年キャンドルナイト☆
Candle JUNE のキャンドルアートや GAKU MC のライブを開催
開催日時：11 月 17 日（土）17：30～21：00
場所：中央噴水広場 ※雨天時は会場を変更する場合がございます。
【SP 展開】
☆Happy 10th Anniversary! ☆
『ラ チッタデッラ』のショップ＆レストランにて 3,000 円以上ご利用で
オリジナルラベルワインまたはイタリア BATTISTONI 社と W ネームの
オリジナルカードケースプレゼント！
開催日：11 月 23 日（金・祝）限定
各 500 個

合計 1,000 個

※なくなり次第終了

☆10 周年 Happy Bag（福袋）☆
10 周年 Happy Bag・特別品の販売・メニューも登場！！
開催期間：11 月 16 日（金）～ ※なくなり次第終了
☆POLA THE BEAUTY 無料体感イベント☆
POLA THE BEAUTY 川崎チネチッタ店にて
メークお直し、お試し、マッサージコーナーやハンドトリートメントサービスを無料で体験することができます。
開催日時：11 月 22 日（木）17:00～21:00

23 日（金・祝）～24 日（土）11:00～21:00

☆10 周年記念青空マーケット☆
『ラ チッタデッラ』のショップから 10 周年の特別品などを販売！！
開催期間：11 月 17 日（土）・18 日（日）・23 日（金）・24 日（土）・25 日（日）5 日間
各日 11：00～17：00 ※荒天中止
場所：チネチッタ通り

【チネチッタ（映画館）展開】
☆ラ チッタデッラ 10 周年記念キャンペーン ”I ♥ CINECITTA'”Ｔシャツプレゼント ☆
実施日：11 月 22 日（木）レイトショー（２０：００～）をご鑑賞の方
先着 1000 名様に激レアな”Ｉ ♥ ＣＩＮＥＩＣＴＴＡ’”Ｔシャツプレゼント！
”入場時に合言葉「アイ ラブ チネチッタ！」を言ってね”
何が激レア？ Ｔシャツを着て、チネチッタで映画を観ると・・・

＜特典１＞ファーストデー（毎月 1 日）に、ダブルポイントサービス！
＜特典２＞ポップコーンＳサイズプレゼント！ が、付いてきます！（1 年間有効：2012 年 12 月 1 日～2013 年 11 月 30 日）
さらに！ お得な特典やイベントを予定しています。決まり次第、ホームページやツイッターなどでお知らせします。
※T シャツは先着 1000 名様に達するまで、11 月 23 日（金）以降の、レイトショー・オールナイトでもプレゼントします
※ポップコーンのプレゼントは売店で映画のチケットをご提示ください。塩味、キャラメル、バター醤油から選べます。
☆ラ チッタデッラ 10 周年記念 2 日連続￥1,000 デー☆ 上映中の作品が￥1,000 でご鑑賞いただけます。
実施日：11 月 23 日（金・祝）＆24 日（土）
☆チネチッタ名画座☆ ローマを舞台にした名作「ローマの休日」を特別上映
上映期間：11 月 17 日（土）～23（金・祝） 9：30～上映
☆ダブルオールナイト☆ 2 日間続けてオールナイト上映。
実施日：11 月 23 日（金・祝）＆24 日（土）
☆チネカード W ポイントサービス☆ レイトショーご覧のになるとポイント W！
実施日：11 月 22 日（木）レイトショー（20：00～）
Copyright (c) 1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
TM, (R) & Copyright (c) 2003 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

【クラブチッタ（ライブホール）展開】
☆「モントルー・ジャス・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき」とのコラボ企画
●11 月 20 日（火） 「CLUB JAZZ Party Night」
出演：Immigrant’s Bossa Band、JAZZ COLLECTIVE 他
入場料：前売り￥2500
●11 月 24 日（土） 「JEFFERSON STARSHIP 公演」
出演：JEFERSON STARSHIP、POUL KANTNER、DAVID FREIBERG 他
入場料：前売り￥8500

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

＜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
担当： 土屋 安藤 矢萩
TEL：044-233-1934
tsuchiya@citta-ent.co.jp

ラ チッタデッラ総合案内

Tel：044-223-2333(土日祝：9:30～22:00)
http://lacittadella.co.jp
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