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報道関係各位 
2015 年 12 月 8 日 

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス LIVE 開催開催開催開催！！！！ 

いよいよクリスマス本番の季節となりました。いよいよクリスマス本番の季節となりました。いよいよクリスマス本番の季節となりました。いよいよクリスマス本番の季節となりました。    

ララララ    チッタデッラは、クリスマスを彩る煌びやかなイルミネーションとともに、チッタデッラは、クリスマスを彩る煌びやかなイルミネーションとともに、チッタデッラは、クリスマスを彩る煌びやかなイルミネーションとともに、チッタデッラは、クリスマスを彩る煌びやかなイルミネーションとともに、    

ドラマティックなドラマティックなドラマティックなドラマティックな    ““““クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス LIVELIVELIVELIVE””””    を開催します。を開催します。を開催します。を開催します。    

水と光と音楽とが調和したロマンティック水と光と音楽とが調和したロマンティック水と光と音楽とが調和したロマンティック水と光と音楽とが調和したロマンティックな噴水ショーな噴水ショーな噴水ショーな噴水ショーを是非ご堪能下さい。を是非ご堪能下さい。を是非ご堪能下さい。を是非ご堪能下さい。    

『『『『NATALENATALENATALENATALE
ナ タ ー レ

    2015201520152015    ～～～～ララララ    チッタデッラのクリスマスチッタデッラのクリスマスチッタデッラのクリスマスチッタデッラのクリスマス～』～』～』～』    

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、今年もクリスマスシーズンの到来とともに、

施設全体と、お客様をそこに導くストリートとを、約 20 万球のＬＥＤなどによるイルミネーシ

ョンでロマンチックに装飾し、クリスマス期間中を通して、恋人たちのための様々なスペシャル

イベントを実施しております。 

“恋人の聖地 （※１）”ラ チッタデッラの今年のイルミネーションのテーマは“二人の心が近づ

く、ロマンチックなクリスマス” 。「ホワイト＆レッド」を基調とした光の演出が施設全体を包み込

みます。施設にそびえるガラスのタワーに、17m の巨大なシャンデリアを見立てた装飾を施し、そ

こを中心に施設全体で幻想的なホワイトクリスマスを展開します。（※２）今年のＸｍａｓは、辺り

一面煌びやかなイルミネーションに包まれたロマンチックな雰囲気の中で、ドラマチックな体験

が待っているラ チッタデッラ。是非大事な人と一緒にお過ごしいただきたいと思います。 

 

 

☆☆☆☆Crystal Kay LIVECrystal Kay LIVECrystal Kay LIVECrystal Kay LIVE        

【日程】：12 月 20 日(日) 

  【時間】：一回目 13:00／二回目 16:30 

【出演】：Crystal Cay 

 【会場】：ラ チッタデッラ中央噴水広場 

  ※フリーライブ 

 

★ニューアルバム「Shine」初回限定盤 CD ＋ DVD ￥4,104（税込）、初回限定盤 CD ＋ Blu-ray 

￥4,644（税込）、通常盤（CD） ￥3,240（税込）12/16（水）リリース 

当日、会場にて上記 CD をご購入いただきますと、対象商品 1 枚ご購入につき【Crystal Kay

との 2 ショット写真撮影と握手！】にご参加頂ける「特典会参加券」を 1 枚お渡しいたします。 
※1回の撮影につき、「特典会参加券」が 1枚必要となります。 

※撮影＆握手会はミニライブ終了後に行います。 
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 山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー 

☆☆☆☆宮里陽太宮里陽太宮里陽太宮里陽太    Xmas Xmas Xmas Xmas LIVELIVELIVELIVE    

【日程】：12 月 24 日（木）  

【時間】：19：00～19：30 （予定） 

【出演】：宮里陽太 

【会場】：ラ チッタデッラ中央噴水広場 

※フリーライブ 

 ☆山下達郎さんの「クリスマス・イブ」のプロモーション・ビデオ上映も、この会場で行います。 

  （このビデオは、昨年2014 年、「クリスマス・イブ」発売30 周年を記念して、女優の牧瀬里穂や、広瀬すず

出演により制作されたもので、主要なシーンの大部分が、「ラ チッタデッラ」で撮影されました。） 

 

★2nd Album「Colors（with Horns ＆ Strings）」10/14（水）リリース 

当日、会場で上記 CD をご購入いただいた方は、LIVE 終演後に行われるサイン会にご参加頂け

ます。 

1999年7月「Eternal Memories」でデビュー。2002年10月に発売した3rdアルバム『almost 

seventeen』は、オリコンチャート初登場 2 位という快挙を成し遂げる。 

2005 年 4 月よりフジテレビ系ドラマ「恋におちたら ～僕の成功の秘密～」主題歌となる「恋

におちたら」が大ヒット。2007 年 6 月リリースのアルバム『ALL YOURS』がオリコン 1 位

を獲得、2009 年 9 月リリースのベスト・アルバム『BEST of CRYSTAL KAY』はセールス

的にもツアーも大成功させ、確固たる存在感を示した。さらに Crystal Kay は、EXILE の USA、

TETSUYA、NESMITH が結成した超巨大ダンスプロジェクト Dance Earth Party のメンバー

として、1st シングル「イノチノリズム」を 2013 年 1 月 16 日リリース、同年 2 月に品川ス

テラボールにて開催されるその舞台「Dance Earth ～生命の鼓動～（イノチノリズム）」 (演

出：岸谷五郎)にも出演。2013 年 3 月よりニューヨークにも拠点を移して活動し、アーティス

トとして更なる進化を遂げている。そして 2014 年 11 月よりマネージメントを LDH に移籍。

今年 2015 年 Crystal Kay 第二章をスタートさせ、6 月に約 3 年ぶりのシングル「君がいたか

ら」（日本テレビ系ドラマ「ワイルドヒーローズ」主題歌）をリリース。9 月には安室奈美恵と

のコラボレーションシングル「REVOLUTION」リリースした。10 月からのフジテレビ系ドラ

マ「オトナ女子」挿入歌も話題の女性シンガー。 

12 月 16 日にニューアルバム「Shine」をリリース。 

““““Crystal KayCrystal KayCrystal KayCrystal Kay””””    



 

 

 

““““宮里陽太宮里陽太宮里陽太宮里陽太

  山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

クリスマススペシャルライブ。

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

も期待されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆Winter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special Symphony

～水と光

17m の

 その煌びやかな

ょう。 

【期間】：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮里陽太宮里陽太宮里陽太宮里陽太””””    

山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

クリスマススペシャルライブ。

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

も期待されます。 

Winter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special Symphony

光と音楽が奏

の巨大な光のシャンデリアイルミネーションと

びやかな光と

 

：11/12(木)～

※

 

                

山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

クリスマススペシャルライブ。 

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

 

Winter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special Symphony

奏でるスペシャルショー

のシャンデリアイルミネーションと

と水と音楽が美

～12/25(金

※2 

                 

山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

 

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

Winter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special SymphonyWinter Special Symphony    

でるスペシャルショー～

のシャンデリアイルミネーションと

美のシナジーを
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山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

～ 

のシャンデリアイルミネーションと噴水

のシナジーを醸し出し

宮崎県小林市出身

時代に聴

楽でテナーサックスを

卒業。 

ルーツであるジャズをベースに

ションやポップスサポート

郎のコンサートツアーに

2015 年

Strings）」

山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

噴水と音楽。 

し、大切な人との

宮崎県小林市出身。父親

聴き、John Coltrane

でテナーサックスを始

 

ルーツであるジャズをベースに

ションやポップスサポート

のコンサートツアーに

年 10 月 14

）」をリリース。

山下達郎のツアーメンバーでもあるサックスプレイヤー宮里陽太（みやざと ようた）による

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

 

との距離を近

父親のコレクションである

John Coltrane や Mal Waldron

始める。2006 年洗足学園音楽大学

ルーツであるジャズをベースに様々なジャンルやスタイルで

ションやポップスサポート、レコーディングに

のコンサートツアーに参加。 

14 日には 2nd Album

。 

ようた）による

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏

近づけてくれることでし

のコレクションである Jazz のレコードを

Mal Waldron にショックを

年洗足学園音楽大学

なジャンルやスタイルで

レコーディングに参加。2011

Album「Colors

 

ようた）による 

山下達郎が絶大な信頼を置く、サックスプレイヤー“宮里陽太”による「クリスマス・イブ」の生演奏
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年洗足学園音楽大学・ジャズコース

なジャンルやスタイルで数々のセッ

2011 年から山下達

Colors（with Horns & 
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【使用楽曲

★山下達郎
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 ※日曜日

今や国民的
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してお

 

 

★Crystal Kay
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辺り

のソウルフルな

ッラで

 

※ショーの

 

 

その他、恋人

他では体験

 

 

 

※１ 恋人の聖地

NPO 法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

 

 

 

    

    

    

使用楽曲】 

山下達郎「クリスマス・イブ

・金・日 17:00

・土・祝 18:00

日曜日のみ初回が

国民的なクリスマスソングとなった

噴水広場に備わるショー

してお届けする、

Crystal Kay「何度でも

・金・日 18:00

・土・祝 17:00

＆祝日のみ初回

り一面煌びやかなイルミネーションに

のソウルフルな

ッラで、是非大事

ショーの時間は変更

恋人たちのための

体験できない、

恋人の聖地 

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

クリスマス・イブ」 

17:00～/19:00

18:00～/20:00

が 16:50～となります

なクリスマスソングとなった

わるショー噴水の

、ドラマチックなオリジナルショー

でも」 

18:00～/20:00

17:00～/19:00

初回が 16:50

びやかなイルミネーションに

のソウルフルな楽曲に心を奪

是非大事な人と一緒

変更になる場合がございます

たちのための様々な

、ドラマチック

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

 

/19:00～/21:00

/20:00～/22:00

となります。 

なクリスマスソングとなった山下達郎

の水と照明、

ドラマチックなオリジナルショー

/20:00～/22:00

/19:00～/21:00

16:50～となります

びやかなイルミネーションに

奪われてしまう

一緒にお過ごしいただきたいと

がございます

な企画が用意

ドラマチック時間をお

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。
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/21:00～ 

/22:00～ 

 

山下達郎さんの

、背後にそびえるガラスのタワーの

ドラマチックなオリジナルショー。

/22:00～ 

/21:00～ 

となります。 

びやかなイルミネーションに包まれたロマンチックな

われてしまう、そんな

ごしいただきたいと

がございます。 

用意されているラ

をお過ごしいただけます

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

さんの名曲「クリスマス・イブ

にそびえるガラスのタワーの

。 

まれたロマンチックな

そんなドラマチックな

ごしいただきたいと思います

されているラ チッタデッラのクリスマス

ごしいただけます。

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

クリスマス・イブ

にそびえるガラスのタワーの光

まれたロマンチックな雰囲気の中

ドラマチックな体験が待

います。 

チッタデッラのクリスマス

。 

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。

クリスマス・イブ」に合わせて

光とが、綺麗にシンクロ

中で、Crystal Kay

待っているラ 

チッタデッラのクリスマス。 

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

域を中心に、同組織が定める基準をクリアした場所を「恋人の聖地」として選定しています。 

 

わせて、中央 

にシンクロ 

Crystal Kay さん 

 チッタデ 

 

法人地域活性化センターが地域活性化、少子化対策を目的に、各地域を代表する観光施設･地

 

 

 

 

 



 

 

☆☆☆☆クリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケット

世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を

【開催期間

【時間】

【会場】

【主催】

    

★★★★その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

す！す！す！す！    ※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。

    

＜メニュー例＞＜メニュー例＞＜メニュー例＞＜メニュー例＞

クリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケット

世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を

開催期間】：12/19

】：平日 15

】：ラ チッタデッラ（チネチッタ通り）

】：クリスマスマーケット実行委員会

株式会社

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。

＜メニュー例＞＜メニュー例＞＜メニュー例＞＜メニュー例＞        ※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

クリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケット

世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を

12/19（土）～

15：00～21：

チッタデッラ（チネチッタ通り）

クリスマスマーケット実行委員会

株式会社 チッタ エンタテイメント

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

クリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケットクリスマスマーケット開催開催開催開催！！！！    

世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を

（土）～23（水・祝）

：00 土日祝：

チッタデッラ（チネチッタ通り）

クリスマスマーケット実行委員会

エンタテイメント

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。    
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世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を

（水・祝）  

土日祝：11：00～

チッタデッラ（チネチッタ通り） 

クリスマスマーケット実行委員会 チネチッタ通り商店街振興組合

エンタテイメント    

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。※商品によって異なる場合がございます。    

世界のクリスマス料理を中心に、それぞれの国や地域の料理を提供

～21：00 

チネチッタ通り商店街振興組合

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

提供します。

チネチッタ通り商店街振興組合

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

します。 

チネチッタ通り商店街振興組合  

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

 

その場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめでその場で召し上がって頂くことも、テイクアウトしてホームパーティーなででお楽しみ頂くこともおすすめで

 



 

 

※メニューは変更になる場合がございます。

※価格は全て税込です。

 

 

メニューは変更になる場合がございます。

価格は全て税込です。 

メニューは変更になる場合がございます。メニューは変更になる場合がございます。 
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※イメージ※イメージ※イメージ※イメージ        
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【主催】：チネチッタ通り商店街振興組合 / 株式会社 チッタ エンタテイメント 

    

 ＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞ 
㈱㈱㈱㈱ チッタチッタチッタチッタ エンタテイメントエンタテイメントエンタテイメントエンタテイメント 広報宣伝部広報宣伝部広報宣伝部広報宣伝部 

TEL：：：：044-233-1934（月（月（月（月-金金金金    10：：：：00～～～～18：：：：30）））） 
ララララ チッタデッラチッタデッラチッタデッラチッタデッラ    総合案内総合案内総合案内総合案内 

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

 

＜報道関係お問合せ先＞＜報道関係お問合せ先＞＜報道関係お問合せ先＞＜報道関係お問合せ先＞ 
㈱チッタ㈱チッタ㈱チッタ㈱チッタ エンタテイメントエンタテイメントエンタテイメントエンタテイメント 広報宣伝部広報宣伝部広報宣伝部広報宣伝部 

 
担当：担当：担当：担当：    横村横村横村横村、安藤、安藤、安藤、安藤 

 
TEL：：：：044-233-1934 

yokomura@citta-ent.co.jp 
ando@citta-ent.co.jp 

 


