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国民的アーチスト、松任谷由実さんのデビュー45 周年を記念したベストアルバム「ユーミンからの、

恋のうた。」が、4 月 11 日（水）に発売されたのを記念して、自らユーミンの大ファンである事を公言

し、同アルバムのジャケットや宣材用の写真を担当した世界的写真家レスリー・キー氏による写真展

『YUMING 45th Anniversary  LESLIE KEE Photo Exhibition』が現在、JR 川崎駅前の複合商

業施設ラ チッタデッラ（川崎市川崎区 運営：株式会社 チッタ エンタテイメント）を会場に、その外

壁をダイナミックに活用した壮大なスケールで開催中ですが、それとの連動企画『あなたのユーミンソン

グ大募集！』が 5 月 18 日（金）より同施設内でスタートします。 

内容は、ユーミンがデビュー以来発表した楽曲の中で、ファンの皆さんから特に思い出に残る一曲

と、その曲にまつわるエピソードを募集し、先着で当企画のために特別に製作した「ユーミンからの、恋

のうた。」とのコラボレーション傘をプレゼントするものです。応募は、ラ チッタデッラ内の特設会場に用

意された専用カードを使用いただき、楽曲のタイトルとエピソードの部分はそのまま会場内に展示され

ます。期間は 5 月 18 日(金)から 6 月 7 日（木）までの 3 週間。今回のアルバムが 3 枚組で、それぞ

れ異なる３つのテーマとイメージカラーを持つのに因んで、コラボ傘も３色 3 種類各 1000 本用意し、

毎週１種類ずつ先着でプレゼントします。 

また、「ユーミンからの、恋のうた。」と同時に発売された、ユーミンの最新ツアーを収録した映像作

品「松任谷由実 CONCERT TOUR 宇宙図書館 2016-2017」を、映画館では初めて、ラ チッタデッ

ラ内のシネマコンプレックス「チネチッタ」のハイエンドな音響システム「LIVE ZOUND」で特別上映され

ることも決定しましたが、『あなたのユーミンソング大募集！』に参加した方は、同上映会招待の抽選

にもエントリーいただけます。 

既に施設外観の大部分が LESLIE KEE 氏渾身のユーミンの巨大ポートレートで飾られ、ユーミン

の楽曲が施設内の至る所で BGM として流れている環境の中で、今後さらに様々なここだけのユーミ

ン企画が繰り広げられるラ チッタデッラは、ユーミンファンにとって特別な場所となるはずです！ 

YUMING 45th Anniversary  

『LESLIE KEE Photo Exhibition』 併催企画 

2018/4/11（Wed）～7/8（Sun）  会場：LA CITTADELLA 



 

 
 

 

≪開催概要≫ 
≪開催中企画≫ 

■ YUMING 45th Anniversary  LESLIE KEE Photo Exhibition 

【期間】 2018 年 4 月 11 日（水）～7 月 8 日（日）  

【会場】 ラ チッタデッラ ※施設外壁を活用 

【入場】 無料 

【展示内容】 アルバム「ユーミンからの、恋のうた。」のために LESLIE KEE 氏が撮り下ろした、未 

公開写真を含む作品や、松任谷由実さんを被写体とした 18 年間を撮影し続けた作品の

中から選んだ巨大ポートレート約 50 点 

≪展示写真例≫ 

 

 

 

 

展示写真も掲載された、40 周年を記念して製作された『松任谷由実×LESLIE KEE』写真集を販売中 

［販売内容］ 『YUMING FOREVER』 『YUMING FANTASY』  各 30,000 円（税込） 

［販売場所］ ラ チッタデッラ マッジョーレ２F チネチッタグッズショップ 

LESLIE KEE 

アート、ファッション、ドキュメンタリー、広告、CD ジャケットの撮影、PV 映像監督などを

中心に東京、PARIS、NY、アジア各国で活動。世界中のスーパーモデルやセレブリティ

を撮影し続けている世界で知られる写真家の一人。 

スマトラ沖地震津波被害者支援のために約 300 人のアジアのトップアーティストを撮りお

ろした写真集「SUPER STARS」を出版。 

2016 年より NHK と共に 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けたポートレート企

画「→2020 レスリー・キーがつなぐポートレートメッセージ」もスタートさせた。 

 

ラ チッタデッラ施設外観＆LESLIE KEE Photo Exhibition 



 

 
 

 

≪新企画≫ 

■ あなたのユーミンソング大募集！ ～ コラボ傘プレゼントキャンペーン ～ 

【募集期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～6 月 7 日（木） 12：00～20：00  

【会場】 ラ チッタデッラ マッジョーレ１階 特設会場 

【応募方法】 特設会場にて、ユーミンの楽曲の中から、自分の一番の「思い出の一曲」と「まつわるエピソ

ード」を専用カードに記載して係に提出。 

※期間中、一人一枚のみ 

※専用カードは特設会場内に展示されます 

≪コラボ傘プレゼント概要≫ 

【配布期間/種類（テーマ）】  

① 5/18（金）～5/24（木） Pure Eyes 純粋さを、捨てない。 [青] 

② 5/25（金）～5/31（木） Urban Cowgirl “私”で、生きてゆく。 [オレンジ] 

③ 6/1（金）～6/7（木） Mystic Journey 旅を、やめない。[ピンク] 

【配布数】 ①～③各 1000 個  ※平日先着 100 名、土日先着 250 名 

 

■ 「松任谷由実 CONCERT TOUR 宇宙図書館 2016-2017 」 Blu-ray 

映画館初！CINECITTA’特別上映会 ～ LIVEZOUND 上映 ～ 

【内容】 ベストアルバムと同日発売のブルーレイの、映画館初となる特別上映会 

【日程】 ７月６日（金） 開演 19：00  ※予定    

【会場】 チネチッタ ※最上質のサウンドシステム「LIVEZOUND」上映 

【上映形態】 完全招待制 ※抽選で５００名様 

 

≪応募概要≫ 

【会場】 「あなたのユーミンソング大募集！」（上記）応募会場 

【条件】 「あなたのユーミンソング大募集！」（上記）の参加者 

【人数】 500 人 

【方法】 所定の応募用紙にて 

【応募期間】 5/18（金）～6/7（木）  

【当選発表】 6 月中旬 

 

Blu-ray/DVD 「松任谷由実 CONCERT TOUR 宇宙図書館 2016-2017」 4 月 11 日発売 
ユーミンの永遠のテーマである“時間”“普遍性”“ポップ”をコンセプトに、2016 年 11 月から 2017 年の 9 月まで、合計 42 都市 80 公演を

数える自己最長、最多本数の超ロングランツアーとなった『松任谷由実 CONCERT TOUR 2016-2017 宇宙図書館』。その最終公演で

ある 2017 年 9 月 21 日、22 日の東京国際フォーラムでの公演をパッケージ化。           

Blu-ray:\7,200(税込)/\6,667(税抜) UPXH-20064  DVD:\6,200(税込)/\5,741(税抜) UPBH-20207    

 

 

コラボ傘(イメージ) 

 



 

 
 

 

ミリオンセラー「日本の恋と、ユーミンと。」には収録されていない、 

今度は、ユーミンが“いま聴いてほしいと選んだ 45 曲。 

ベストアルバム二部作完結編!! 

 

松任谷由実 45 周年記念ベストアルバム 「ユーミンからの、恋のうた。」 

4/11（水）発売！ 
 

CD セールス 100 万枚突破、日本ポップス界の代表作、松任谷由実 40 周年記念ベストアルバム「日本の恋と、ユーミンと。」から 5 年。デ

ビュー45 周年にあたる今年、自薦によるベストアルバム「ユーミンからの、恋のうた。」をリリース。ベストアルバム二部作完結編として、「日本

の恋と、ユーミンと。」には収録されていない、ユーミン自身が、今の時代にこそ、聴いて欲しい 45 曲を、伝えたい３つのテーマで括り 3 枚組

にて収録。<DISC1 Pure Eyes 純粋さを、捨てない。> <DISC2  Urban Cowgirl “私”で、生きてゆく。>  <DISC3 Mystic Journey 旅

を、やめない。> この３つのテーマでディスクごとに構成され、それぞれの楽曲に込められた、ユーミンからのメッセージを感じる事の出来る、新

たなプレイリストとなっている。 〔CD3 枚組 45 曲収録〕 

【初回限定盤Ａ】 3CD＋Blu-ray＋ブックレット UPCH-29291 \4,500(税抜)/ \4,860(税込) 

【初回限定盤 B】 3CD＋DVD＋ブックレット UPCH-29292 \4,000(税抜)/ \4,320(税込) 

【通常盤】 3CD＋ブックレット UPCH-20479/81 \3,400(税抜)/\3,672(税込) 

・CD3 枚組 45 曲収録/・ユーミン直筆  恋のうたの "備忘録"  108P ブックレット/・ツアーチケット最速先行予約シリアルコード封入 

・初回限定盤特典 特典映像「観るベスト YUMING SUPER PERFORMANCE 2」/・豪華仕様ブックレット/・スリップケース仕様 

松任谷由実４５周年記念ベストアルバム「ユーミンからの、恋のうた。」特設サイト http://yuming.co.jp/y45/ 

 

 

［主催］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 

［後援］川崎市  ［協力］有限会社 雲母社 / ユニバーサル ミュージック合同会社 

［HP］ http://lacittadella.co.jp/yuming 

≪報道関係お問い合わせ≫ 

株式会社 チッタ エンタテイメント 広報宣伝部 

担当：川辺 / 安藤 

044-233-1934 

kawabe@citta-ent.co.jp / ando@citta-ent.co.jp 

http://yuming.co.jp/y45/
mailto:kawabe@citta-ent.co.jp

