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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：美須孝子）では、毎年恒例の大晦日カウントダウンとお正月のスペシャルイベン
トやキャンペーンを 2014 年 12 月 31 日（水）～2015 年 1 月 4 日（日）の期間内、開催致します。
今年の 31 日（水）カウントダウンも、ラ チッタデッラのメインコンセプトの‘エンタテイメント’と‘映画’をキ
ーワードに施設全体で夜通し満喫できるスペシャル企画！モデル、女優として活躍し男女問わず絶大な
人気を誇る土屋アンナが率いるカリスマバンド「ルシファー」や、その他海外でも活躍中の DJ 等がカウントダ
ウンパーティーをアレーナチッタ（フットサル場）にて盛り上げます。そして映画館チネチッタでは横浜アリーナで
開催される『サザンオールスターズ 年越しライブ 2014「ひつじだよ！全員集合！」』のライブ・ビューイングが
決定。実に 9 年ぶりとなる国民的伝説バンドの年越しライブ・ビューイングに、是非お集り下さい！また映
画館では、その他の人気ロードショー作品もオールナイトにて上映致します。
そして、2015 年 1 月 1 日（木・祝）～4 日（日）には、武蔵野太鼓保存会による和太鼓のパフォーマン
スを開催するほか、2 日（金）には「川崎古式消防記念会一番組」の約 30 名の鳶職人による梯子乗りを
実演。4 日（日）は、2015 年の干支‘ひつじ’と記念撮影も行います。
ラ チッタデッラは、年末年始も通常営業！年末には深夜営業をするレストラン、セールスタート、そして
年始はお年玉付き福袋販売（当たりの袋にはチネチッタ映画鑑賞券付き！）、チッタのグルメ初めと称して
のお正月オススメメニューなど、キャンペーンも盛りだくさんです。年末年始の皆様のご来場を、お待ちして
おります！

【カウントダウン
【カウントダウン イベント情報】
イベント情報】
■COUNT DOWN PARTY 2014→
2014→2015
飲んで踊って楽しく新年を迎えるカウントダウンパーティーを開催！
今年は、日本だけでなく海外のクラブシーンで大活躍中の DJ 界の姫 DJ MAYUMI と Inter FM にてレギュラー番組を持つ
JOEY SLICK の DJ プレイに注目！
更に、スペシャルゲストに土屋アンナ！と豪華なラインナップで 2015 年へのカウントダウン！！

【開催日時】2014 年 12 月 31 日（水）OPEN 21：00

START 21：30

CLOSE 26：00 予定

【会場】アレーナチッタ（フットサル場） ※野外会場となります。
【入場料】 前売り：￥2,000 当日：￥3,000 （※税込）
※前売りチケット＆その他詳細→
※前売りチケット＆その他詳細→ http://lacittadella.co.jp/countdown2014/

★連動開催
連動開催：ジャマイカフードや音楽、カルチャーが満喫できる「
開催：ジャマイカフードや音楽、カルチャーが満喫できる「ジャマイカン
：ジャマイカフードや音楽、カルチャーが満喫できる「ジャマイカンジャーク
ジャマイカンジャークフェスティバル
ジャークフェスティバル」
フェスティバル」★
12/30（火）・
12/30（火）・31
（火）・31（水）
31（水） 11：
11：00～
00～20：
20：00

2 日間

ジャマイカンジャークフェスティバル」についてのお問い合わせ： JAMAICAN JERK FESTIVAL 実行委員会
[（株）Butcher's
（株）Butcher's Jerk Grill 内] 070070-65136513-0125

卍 LINE

MOOMIN

■サザンオールスターズ 年越しライブ 2014 「ひつじだよ！全員集合！」 ライブ･ビューイング
【開催日時】2014 年 12 月 31 日（水） 21：30 開演
【会場】チネチッタ
【入場料】全席指定 3,700 円（税込）
※神奈川県条例により１８歳未満の方は上映時刻が２３時を過ぎる回には保護者同伴でもご入場頂
けません。
※前売りチケット＆その他詳細→
※前売りチケット＆その他詳細→ http://cinecitta.co.jp/movies/detail/04548.html
★ チネチッタでは人気ロードショー作品のオールナイト上映、そしてレストランでも深夜営業を致しま
チネチッタでは人気ロードショー 作品のオールナイト上映、そしてレストランでも深夜営業を致しま
す！！
す！！（※一部店舗除く。詳細は各レストランにてご確認ください。）

【お正月 イベント情報】
イベント情報】
■和太鼓実演
迫力のある太鼓パフォーマンスで新春をお祝いします。

【開催日時】2015 年 1 月 1 日（木・祝）～4（日） 13：00 / 15：00
【会場】中央噴水広場 ※雨天中止
【出演】武蔵野太鼓保存会
☆和太鼓の体験ができます。
■梯子乗り実演
ラ チッタデッラのお正月の風物詩。鳶職人の職人技は圧巻です！

【開催日時】2015 年 1 月 2 日（金） 13：30 / 14：30
会場：チネチッタ通り ※悪天候時は会場を変更して開催
出演：川崎古式消防記念会 一番組
☆各回終了後には、振る舞い「樽酒」または「ミネストローネスープ」をご用意してます！

※なくなり次第終了

☆ミニはしごで梯子乗り体験！ お子様には半纏の貸出もあります。
■2015 年の干支“ひつじ”と記念撮影！チッタで縁起をかつごう！
【開催日時】2015 年 1 月 4 日（日） 12：00～ / 14：00～ / 16：00～
【会場】チネチッタ通り 特設ブース 参加無料
※各回 30 分程度
※お客様のお手持ちのカメラで撮影致します。
■お正月はチッタのこだわりレストランで グルメ初め！ラ
グルメ初め！ラ チッタデッラのオススメお正月メニュー！
チッタデッラのオススメお正月メニュー！
【参加店舗】キリンシティ、元祖餃子舗珉珉、酉十郎、IL PINOLO、鍋ぞう、オステリア ガリレオ、ARIA.C

■CITTA’
CITTA’SALE や、ラッキーだったらチネチッタの鑑賞券が入っている！お年玉付き福袋
や、ラッキーだったらチネチッタの鑑賞券が入っている！お年玉付き福袋 なども
【CITTA’
CITTA’ SALE】
SALE】12 月 26 日（金）～2015
日（金）～2015 年 1 月 12 日（月・祝
日（月・祝）
・祝）
【お年玉付き福袋】2015
【お年玉付き福袋】2015 年 1 月 1 日（木・祝）～4
日（木・祝）～4 日（日）

※お正月イベント＆店舗キャンペーン詳細→ http://lacittadella.co.jp/newyear2015/

＜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：

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/

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

