＜PRESS RELEASE＞

2017年3月1日
株式会社 チッタ エンタテイメント

プロの目利き厳選によるヨーロッパアンティークを集めたストリート
「VAN DES COLLECTION」 オープン1 周年記念イベント
全国からアンティークショップ・バイヤーが集まり、選りすぐりの逸品が並ぶ

第3回「KAWASAKI ANTIQUE」 3/19（日）＆20

を開催！

（月・祝）

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：美須アレッサンドロ）は“イタリア”をメインコンセプトに掲げており、ヨーロッパの街並みをモチーフとする施設ならで
はの新たな試みとして、アンティークショップを集積させたストリート「VAN DES COLLECTION（ヴァン デ コレクション）」を
展開しており、多くの方々に支えられて3月19日（日）で1周年を迎えました。それを記念致しまして、3月19日（日）にウェ
ルカムドリンクサービスや第3回目の開催となる蚤の市「KAWASAKI ANTIQUE」を開催致します。また当日は、今注目の
アーティストによるライブやパーフォーマンス等で会場をいっそう盛り上げます。
ヨーロッパのどこかの街の蚤の市や、雑貨店街を訪れたような特別な時間と非日常を、是非ゆっくりとお楽しみください。

■「VAN DES COLLECTION」 新着情報

※参加店舗は合計5店舗 2017.3 .1現在

3/17（金） NEW SHOP OPEN!!

「STRAY SHEEP<ストレイシープ>」

イギリス、フランスを中心にヨーロッパ各地で見つけたビンテージ古着やアンティーク雑貨などを
主に取り扱っております。
古いモノとは言えど、今の時代でも愛着を持って長く使えるモノをご紹介いたします。
営業時間：11:00～20:00（火曜定休）
TEL：029-291-6474 ※開店前のお問い合わせ先になります。

～OPEN 1周年記念 ドリンクサービスの実施～
「VAN DES COLLECTION」 は3/19（日）に1周年を迎えます。1周年のお祝いにご来店いただきました
お客様にスパークリングワインなどの、ウェルカムドリンクをご用意しております。
お店によりサービスするドリンクが異なりますので、
是非全店舗を回ってお楽しみください。ご来店をお待ちしております。
［日時］2017/3/19（日）11：00～20：00
［会場］アンティークストリート「VAN DES COLLECTION」 全6店舗
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■第3回目「KAWASAKI ANTIQUE」開催が決定！出店店舗は約30店を予定

商材のテーマを‘ヨーロッパ’に限定し、アンティーク家具、
洋服からアクセサリーなどを取り扱うマーケット。全国からアン
ティークショップ・バイヤーが集まり選りすぐりのものを並べま
す。ラ チッタデッラのイタリアの街並みに商品とがマッチして
‘本場ヨーロッパのマーケット’そのものの雰囲気をお楽しみ
頂けます。

［開催日］2017/3/19（日）20（月・祝）
［開催時間］10：00～17：00

【「KAWASAKI ANTIQUE」の楽しみ方】
蚤の市は宝物の宝庫！ショップで購入するよりお手頃価格で
販売していることも！さらに、蚤の市ではアンティーク商品に
ついての話が聞けたり、交渉をしたり出店者とのコミュニケー
ションを楽しめることも醍醐味！ぜひお楽しみ下さい！

～LIVE & PERFORMANCE～
【LIVE】

【PERFORMANCE】

19日（日) tricolor （アイルランド音楽演奏家）
3人のアイルランド音楽演奏家と8つの楽器で彩られる
フォークミュージック of アイルランド。
時間：11:30～/13:00～
会場：チネチッタ通り

人気演出振付家パーツ・イシバ主催、
ダンスとパントマイムを軸にした身体表現芸術集団
時間:10：00～17：00の間に数回登場 雨天中止
会場 :KAWASAKI ANTIQUE会場各所

東京人形屋（パントマイム集団）

19日(日)&20日(月祝) Sami Elu (割り箸ピアノ奏者)
孤高の割り箸ピアニスト。2012年に世界に１つだけの木製弦楽器
「割り箸ピアノ」を自ら製作し演奏を開始。今年夏に公開された
演奏動画のYouTubeは350万再生を突破した。
時間：（19日）14:30～/16:00～ （20日）12:00～/13:30～
会場：チネチッタ通り

出演者
続々
決定中

公式HP http://lacittadella.co.jp/vdc/、他 SNSにて新着情報を随時更新中！
【イベント概要】
■開催名称
■開催日時
■開催会場
■主
催

：
：
：
：

第3回「KAWASAKI ANTIQUE」
2017年3月19 日（日）＆20日（月・祝）10:00～17：00
ラ チッタデッラ
eNe / 株式会社 チッタ エンタテイメント / チネチッタ通り商店街振興組合

■報道・取材に関するお問い合わせ
㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部 担当：川辺（かわべ）・ 安藤（あんどう）
TEL：044-233-1934 ／ Mail： kawabe@citta-ent.co.jp ando@citta-ent.co.jp
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