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報道関係各位                                         2015 年 12 月 21 日 

 

初初初初開催開催開催開催！！！！    ““““川崎川崎川崎川崎    蚤の市蚤の市蚤の市蚤の市””””    
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパの雰囲気をそのままの雰囲気をそのままの雰囲気をそのままの雰囲気をそのまま    ““““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””””に再現。に再現。に再現。に再現。    

アンティークのプロの目利きがヨーロッパアンティークのプロの目利きがヨーロッパアンティークのプロの目利きがヨーロッパアンティークのプロの目利きがヨーロッパ各国の蚤の市で買付けた、各国の蚤の市で買付けた、各国の蚤の市で買付けた、各国の蚤の市で買付けた、    

高付加価値の逸品揃い！高付加価値の逸品揃い！高付加価値の逸品揃い！高付加価値の逸品揃い！    
EUROPIAN FESTIVAL 2015EUROPIAN FESTIVAL 2015EUROPIAN FESTIVAL 2015EUROPIAN FESTIVAL 2015 開催！開催！開催！開催！        

               

2015201520152015 年年年年9999 月月月月11118888 日日日日((((金金金金))))～～～～23232323 日日日日((((水・祝水・祝水・祝水・祝)  )  )  )  開催開催開催開催    
川崎駅前の複合商業施設 「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」（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／代表取締役社長：美須俊良）では、2015 年 9 月 18 日(金)～23 日(水・祝)のシルバーウィーク期

間、「ヨーロピアン「ヨーロピアン「ヨーロピアン「ヨーロピアン    フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    2015201520152015」」」」を開催します。期間中、ヨーロピアン・アンティーク・マーケット「川崎「川崎「川崎「川崎    蚤蚤蚤蚤

の市の市の市の市    ：：：：    9/18(9/18(9/18(9/18(金金金金))))～～～～20(20(20(20(日日日日))))」」」」、ヨーロッパ各国の商材を扱う「「「「ヨーロピアン・ヨーロピアン・ヨーロピアン・ヨーロピアン・マルシェマルシェマルシェマルシェ    ：：：：    9/20(9/20(9/20(9/20(日日日日))))～～～～23(23(23(23(水・祝水・祝水・祝水・祝))))」」」」を

実施します。 

チネチッタ通りが改修され綺麗に歩きやすく、更にヨーロッパの街並みの風情が漂う ”ラ チッタデッラ” となり

ました。「蚤の市」では、ヨーロッパの蚤の市の雰囲気をそのまま川崎“ラ チッタデッラ“に再現致します。アンティ

ーク家具・雑貨・食器にアクセサリーなどが全国から集まります。是非、この機会にご来場頂きたいと思います。 

                               

           

【チネチッタ通り【チネチッタ通り【チネチッタ通り【チネチッタ通り    リニューアル！】リニューアル！】リニューアル！】リニューアル！】    

※改修され、綺麗に歩きやすく、更にヨーロッパの風

情が漂う “チネチッタ通り” をお披露目致します。 

2015 年 8 月 20 日 
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■開催日： 2015.9/18 (金)～9/20 (日) 10:00～17:30 

■会場 ：LA CITTADELLA （チネチッタ通り/クラブチッタ通り） 

      ラ チッタデッラ の綺麗になったストリートにマーケットが並びます。 

イタリアの街並みを再現した施設をグルリと回って蚤の市をお楽しみください。 

■内容：ヨーッロッパ各国で仕入れたアンティーク家具、雑貨、食器、アクセサリー、古着、花などの植物、

パンなど。“経験豊富なプロが厳選した本物ばかり！”“経験豊富なプロが厳選した本物ばかり！”“経験豊富なプロが厳選した本物ばかり！”“経験豊富なプロが厳選した本物ばかり！” 

■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！ 

■「川崎 蚤の市」 主催：チネチッタ通り商店街振興組合 / eNe / ラ チッタデッラ 

 

■出店者： 大阪府・愛知県・岡山県など遠方の有名店出店もございます。 

＜＜＜＜9/18,19,20 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・デポ・リュテス（川崎）           ・La Grasse Matinee（三鷹） 

・C'est la vie! Robin et B.R. Antiques（川崎）  ・La Trouvaille（岡崎） 

・はいいろオオカミ+花屋西別府店（南青山）  ・COVIN（新宿） 

・Float Gallery Antiques（豊橋）       ・Sirturday（文京区） 

・BALLANCOURT SUR ESSONNE（大阪）  ・GATE-1(世田谷) 

・ALEXANDER-PLATZ（海老名）       ・Petit Musée（小平） 

・ラ メゾン アンシェンヌ（鎌倉）        ・STRAY SHEEP（水戸） 

・Mon Antique Favori（三重）         ・MOTHER LIP（代官山）  

 

＜＜＜＜9/18,19 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・Siettela（岡山・東京）               ・Tsubame Markt（吉祥寺） 

・Antiques Midi（大阪）              ・PIPACS ANTIQUES 

・ガジェットモード（神奈川県大和）        ・クゥアドゥヌフ（茅ヶ崎） 

 

＜＜＜＜9/19,20 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・izaura（名古屋）                           ・HYGGEL（葉山） 

 

＜＜＜＜9/18 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・Eggplant（世田谷区上野毛）           ・ブロカントパリ２１区（目黒駒場） 

・TRAM（渋谷）                 ・ANONYME（小金井） 

・DOANOB（杉並）                ・ANTISTIC（目黒碑文谷） 
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＜＜＜＜9/19 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・fleuriste PETITàPETIT（世田谷区駒場）         ・dubhe （目黒） 

・DOANOB（杉並）                     ・ANTISTIC（目黒碑文谷） 

 

＜＜＜＜9/20 出店＞出店＞出店＞出店＞ 

・DRAWER MARKET（立川）               ・ewalu（茅ヶ崎） 

・SPUTNIKPLUS（中央区） 

  ※※※※and moreand moreand moreand more…………            ○出店舗は一部変更になる場合がございます。    

 

 

 

 

 

   

※写真はイメージです。 

ヨーロピアン・マルシェヨーロピアン・マルシェヨーロピアン・マルシェヨーロピアン・マルシェ    

■開催期間：9/20（日）～9/23（水・祝） 10：00～17：30 

■会場：チネチッタ通り/クラブチッタ通り 

■内容：イタリアをはじめとしたヨーロッパ各国の商材をマルシェ形式で販売する他、 

ヨーロッパフードを楽しめるフードブース展開も実施致します。 

◆イタリアをはじめとしたヨーロッパ各国の商材をマルシェ形式で販売 

◆ヨーロッパフードを楽しめるフードブース展開 

◆他、協賛ブース展開  を想定 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。 

    



 

【【【【ライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンス

■開催日程：

■会場：

■内容：

 

                             

 

 

 

 

※詳細は

 

 

 

 

  

※最新情報

ライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンス

開催日程：2015

会場：中央噴水広場

内容：「EUROPIAN FESTIVAL 2015

ライブ＆パフォーマンス

                             

詳細は WEB にて随時更新していきます。

最新情報を facebook

ライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスライブ＆パフォーマンスで会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！

2015 年 9/18（金）～

中央噴水広場 / チネチッタ通り

EUROPIAN FESTIVAL 2015

ライブ＆パフォーマンス

                             

にて随時更新していきます。

WEBWEBWEBWEB

株式会社

 

    〒210-0023

TEL

acebook にて公開中

www.facebook.com/kawasaki.nominoichi

で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！

（金）～9/23（水・祝）

チネチッタ通り 

EUROPIAN FESTIVAL 2015」（

ライブ＆パフォーマンスを実施します。

                                                 

にて随時更新していきます。 

WEBWEBWEBWEB サイトサイトサイトサイト    

＜

株式会社 チッタ 

 横村浩之  

安藤美笛     

0023 川崎市川崎区小川町

TEL：044-233-

公開中！ 

アカウント

www.facebook.com/kawasaki.nominoichi

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
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で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！で会場を盛り上げます！】】】】    

（水・祝）  

 /クラブチッタ通り

（「川崎 蚤の市」

を実施します。 

                    

 

    http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/

＜お問合せ先＞

 エンタテイメント

  yokomura@citta

     ando@citta

川崎市川崎区小川町

-1934 FAX：

 
アカウント名：「川崎 

www.facebook.com/kawasaki.nominoichi

チッタデッラチッタデッラチッタデッラチッタデッラ        

クラブチッタ通り 

蚤の市」「ヨーロピアン・マルシェ」）

                     

http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/

＞ 

エンタテイメント  広報宣伝部

yokomura@citta-ent.co.jp

ando@citta-ent.co.jp

川崎市川崎区小川町 7-4 アービラ

：044-222-8004

 蚤の市」 

www.facebook.com/kawasaki.nominoichi

    

「ヨーロピアン・マルシェ」）

※写真はイメージです。

http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/http://lacittadella.co.jp/    

広報宣伝部 

ent.co.jp 

ent.co.jp 

アービラ川崎 3 階

8004 

www.facebook.com/kawasaki.nominoichi 

「ヨーロピアン・マルシェ」）開催期間中

写真はイメージです。 

階 

 

開催期間中、 


