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報道関係各位 
2013 年 11 月 

 

モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき 2013 連動企画 

 

～本場スイス・モントルーの野外会場の熱気を川崎に再現！～. 

NIGHT MARKET in M.J.F.J かわさき 

開催日程：2013 年 11 月 22 日（金）～24 日（日） 

                                                                           

今年で第 3 回となる「モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき」（主催：モントルー・ジャズ・フェステ

ィバル・ジャパン・イン・かわさき 2013 実行委員会/川崎市）の一環として、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）をメイン会場に、

同イベントと連動した屋外マーケット『NIGHT MARKET in M.J.F.J かわさき（ナイト・マーケット・イン・エム・ジェー・エ

フ・ジェー・かわさき）』が、11 月 22 日（金）から 24 日（日）の 3 日間にわたり初開催されます。 

 

元々本場スイスの「モントルー・ジャズ・フェスティバル」は、大きな建物内の複数のコンサート会場で、世界的な有

名ミュージシャンの有料公演が連日行われるのと並行し、建物に隣接したレマン湖畔の野外ストリートでは、夕方以

降数百メートルにわたりズラリと飲食や土産物などの屋台が並び、通り沿いの広場ではフリーライブが行われるなどし

て、地元の家族連れや若者たち、あるいは遠方から来た観光客などで、夜遅くまで大変な賑わいを見せています。 

この度、同フェスティバルの川崎での開催が 3 回目を迎えるにあたり、そんな賑やかな本場の雰囲気を少しでも川

崎で再現することを目的に、JR 川崎駅を挟んで東西に位置する、ミューザかわさきとクラブチッタが同フェスティバルの

公演会場となる日に合わせて、この『NIGHT MARKET in M.J.F.J かわさき』を企画致しました。 

 

マーケットの内容は、本場の様子を参考に、ラ チッタデッラ自慢の欧風飲食店が多数通りに出店する他、雑貨や

音楽関連の様々な物販店、スイスに因んだブースや、「モントルー・ジャズ・フェスティバル」、「音楽のまち・かわさき」の

PR ブース、更に時節柄 Xmas 関連のグッズ販売やワークショップを行う Xmas マーケットも併催、初日には施設のイ

ルミネーション点灯式も実施されるなど大変盛り沢山となります。もちろん、広場では連日人気アーティストによるフリ

ーライブが行われますし、本場のフェスティバルがジャズに限らず、ロックやポップスなど様々なジャンルを積極的に取り

込んでいるのを受けて、クラブチッタ通りは、“ロック・ストリート”と称して、クラブチッタ 25 周年とも連動した、スペシャル

な企画を多数ご用意致します。 

 

当日は、ミューザかわさきとクラブチッタでの公演観賞の前後はもちろん、マーケットだけでも十分に楽しんでいただ

ける内容になっていますので、是非たくさんの方に気軽にお立ち寄りいただきたいと思います 
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「NIGHT MARKET in M.J.F.J かわさき 」開催概要  

※一部内容が変更する場合もございます 

 

【日程】 2013 年 11 月 22 日（金）～11 月 24 日（日） ３日間   

15：00～21：00 ※一部企画は時間が異なります 

【会場】 ラ チッタデッラ、チネチッタ通り、クラブチッタ など 

 

【出店内容】 

   ≪飲食≫  ラ チッタデッラの欧風飲食店 他 7～8 ブース   

※複数店舗でスイスの郷土料理を特別サービス予定 

   ≪物販≫  小物、雑貨、音楽関連グッズなど 10～15 ブース 

   ≪その他≫ 「モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき」事務局、 

「音楽のまち・かわさき」推進協議会、スイス政府観光局（調整中） 他 

    ≪特設コーナー≫ Xmas マーケット 5～6 ブース  

※Xmas カード、キャンドル、ヨーロッパ雑貨、Xmas 英会話、Xmas チキン など      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特別連動企画≫  

 

①Xmas イルミネーション点灯式 

【日時】 11 月 22 日（金） 18：30～19：30  ※雨天決行、荒天中止 

【会場】 中央広場＆周辺 

【サブタイトル】 山下達郎「クリスマス・イブ」30 周年 × 

LA CITTADELLA スペシャルコラボ企画 

        ≪LA CITTADELLA をメイン舞台とした、 

オリジナル脚本によるショートムービー特別上映！≫  

※スペシャルゲストあり ※入場無料 

 
スイス・モントルーの野外市場の様子（今年 7 月） 

今年のイルミネーションイメージ 
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②JAZZ フリーライブ 

【日時】 11 月 23 日（土）13：30～20：30   

11 月 24 日（日）14：30～20：00  ※雨天中止 

【会場】 中央広場 

【出演】 23（土） Django Rhythm、Yaco☆Jam、T.Y.S、 

エソギエ、東京カンカンリズム、Space Age 

24（日） 杉山未紗、The Silent Minority、alosotimu、          ライブイメージ 

free cube、Tag、曽我愛子 Duo 

※入場無料 

 

 

③CLUB CITTA’25 周年特別企画 “ロック・ストリート”特別企画 

◆20 世紀のミュージックシーン ～堀田正矩 写真展～ ROCK 編 

【日時】 11 月 22 日（金）～24（日） 15：00～21：00   

【会場】 ラ チッタデッラ ロビー３区画 

【入場料】 無料 

【展示内容】 音楽ステージ写真の第一人者で、現在ミューザ川崎の公演記録写真の撮影を担当する写真家、

堀田正矩さんの写真展。主に1970年～80年代に来日公演を行った有名ロックアーチストのライブシー

ンの他、プイライベートのオフショットなどもあり。ミューザ会場に続いての開催。 

【展示数】 61 点（予定）  ※A3 サイズ：55 枚  Ｂ２サイズ：6 枚 

【主なアーチスト】 ロッド・スチュワート、ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモア、エリック・クラプトン、ザ・クラッシュ、デヴィッ 

ド・ボウイ、KISS、フレディ・マーキュリー、忌野清志郎、矢沢永吉、ボブ・ディラン、フランク・ザッパ、

イーグルス、ポリス・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スティービー・ワンダー 
フレディ・マーキュリー 
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◆ROCK・DJ Party ～ CLUB CITTA’のステージに立ったカリスマたち！～ 

【日時】 11 月 22 日（金）19：00～22：00、23 日（土）18：00～22：00、24 日（日）15：00～21：00  （予定） 

【会場】 BISTRO 川崎チッタ・スタンド（ラ チッタデッラ内 クラブチッタ横）  ※屋外スペース 

【実施内容】 過去 25 年間に CLUB CITTA’のステージに立ったカリスマアーティスト達の楽曲のみで選曲するＤＪパ

ーティ 

         ※22 日（金）：邦楽  23 日（土）：洋楽  24 日（日）：洋邦 MIX 

【ＤＪ】 近日発表 

【ＶＪ】 プロジェクターにて、ＤＪブース裏に過去のクラブチッタ公演のチラシを投映 

 

 

④その他関連企画  

◆チネチッタ名画座 × M.J.F.J かわさき 映画「ロシュフォールの恋人たち」特別上映 

【日時】 11 月 23 日（土）～29 日（金）9：30～ ※23 日のみ 21：00 からも上映 

【会場】 チネチッタ 

【実施内容】 毎月末開催の人気企画「チネチッタ名画座」で、今年の M.J.F.J かわさきのメインの一人で、11 月 23

日にミューザで公演を行う映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランが音楽監督を務めた名作映画「ロシュフォール

の恋人たち」を、公演と同日の 11 月 23 日から一週間チネチッタにて特別上映 

【入場料】 大人・シニア￥1000、大学生以下￥500 

 

 

 

≪主催≫ ラ チッタデッラ 

≪協力≫ モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさき 2013 実行委員会、川崎市 

「音楽のまち・かわさき」推進局議会、スイス政府観光局  

≪協賛≫ ハイネケン・キリン株式会社、ライジンジャパン株式会社 

≪企画制作≫ ㈱ チッタ エンタテイメント 

 

 ＜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-金 10：00～18：30） 
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/ 

＜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  

 
TEL：044-233-1934 FAX:044-222-8004 

ｔsuchiya@citta-ent.co.jp  

「ロシュフォールの恋人たち」 


