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【15th Anniversary】
ミモザに彩られるイタリアのひな祭り

『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2019』 イベント詳細決定 ！
●2019年ミューズ・高橋メアリージュンさんをお迎えしたオープニングセレモニー
●2日間で4,000名に花贈り男子からミモザをプレゼント！
●日本最大級！花をテーマとした50店舗以上のマルシェが登場！
日時：2019年3月9日(土)・3月10日(日)
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小川町、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、今年15周年を迎える“イタリアのひな祭り”『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2019』を3月
9日(土)、3月10日(日)の2日間限定で開催。2019年のミューズ・高橋メアリージュンさんのトークセッションや300個のミモザイエロ
ーの風船が一斉に空に放たれる圧巻のバルーンリリースを行うオープニングセレモニーを始め、お笑いステージやリフティングパフォーマン
ス、さらには50以上の店舗が連なるマルシェなど、一日中お楽しみいただけるコンテンツをご用意いたしました。また、本イベントのプロ
デューサーでもある長井ジュンら花贈り男子が、川崎の街を訪れる女性に感謝を込め、合計4,000名へミモザをお贈りします。

『MIMOSA FESTA』は、国際女性デー（3月8日）に、「ミモザの日（FESTA DELLA DONNA（フェスタ・デッラ・ドンナ））」
としてお世話になっている方や大切な女性に、尊敬の念や感謝の気持ち、さらには愛を込めて、男性からミモザを贈るイタリアの風習を
川崎の街でも体験いただけるイベントです。ミモザはヨーロッパで春の訪れを告げ、愛と幸福を呼ぶと言われている花で、イタリアでは
大人のひな祭りとして「ミモザの日」を盛大にお祝いします。2004年から「女性に喜んでいただきたい、感謝の気持ちを伝えたい」という
想いから始まり、15周年を迎える『MIMOSA FESTA 2019』は、バラエティに富んだ多数のコンテンツを用意しました。3月9日(土)に
行うオープニングセレモニーには、女優・モデルとして幅広く活躍する高橋メアリージュンさんが、「花のある生活」をテーマにトークセッショ
ンを行うほか、女性の活躍と幸せを願い、300個のミモザイエローのバルーンを空に放ちます。3月10日(日)には、デザイナーとして活躍
するマリエさんが、SDGs（持続可能な開発目標）をテーマに掲げ立ち上げた自身のブランドや今後の目標などを語るスペシャルトー
クショーを開催。ラ チッタデッラを始め、アトレ川崎、川崎アゼリアなど川崎の街で、花贈り男子たちが2日間に渡り4,000名の街行く女
性にミモザ贈り、川崎の街をミモザイエローいっぱいに彩ります。さらには、都内で不定期に「お花売り」として活躍し、その可愛らしさから
インスタグラムでも大人気のロバのローザちゃんが、川崎に初上陸し、花売りを行います。加え、3時のヒロインによるお笑いライブや
シンガーソングライター由利華さんによるライブ、世界を旅するリフティングパフォーマーインディー鈴木氏やジャグリングの世界チャンピョン・
チャンヘン氏によるパフォーマンスなど多岐に渡るコンテンツをお楽しみいただけます。毎年人気のマルシェも、今年は約50店舗とパワー
アップして登場！ホクロ占い師として静かなブームを起こす芸人、スカチャン・宮本氏や、雑誌で人気連載を誇る流光七奈さんの占い
ブースやアートメーク、ファッションコーディネトなどの体験ブース、お花や植物に関わる商品ブース、ワークショップなど魅力いっぱいの店舗
が揃います。お花にあふれるロマンティックな空間で沢山のマルシェを選ぶ楽しみや、男性は誰でも大切な方へ感謝を伝える“花贈り男
子”になれる機会となります。『MIMOSA FESTA 2019』では、イエローカラーのファッションに身を包んだ女性への特典もご用意し、
豪華賞品が当たるフォトコンテントも実施。是非とも、会期中に川崎の街へ足をお運び頂き、イタリアのひな祭りをお祝いください。
（※）訪れる人たちにより親しみを感じていただけるよう、2019年よりイベント名を『MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）』としました。
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■オープニングセレモニー
【トークセッション】
記念すべき15周年のミューズは高橋メアリージュンさん。花のある生活をテーマにトークセッションを繰り広げます。
日時：3月9日(土) 12:00スタート（受付：11:30~先着順）
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場（観覧無料）
出演：高橋メアリージュン（女優・モデル）
美須アレッサンドロ（株式会社 チッタ エンタテイメント 代表取締役）
長井ジュン（MIMOSA FESTA イベントプロデューサー／株式会社STARMINE PLANNING 代表取締役）
内容：ミモザイエローのファッションに身を包んだ2019年のミューズ・高橋メアリージュンさんをゲストに迎え、花を贈る大切さや、
花のある生活の素晴らしさについてトークを繰り広げます。
【バルーンリリース】
“空にミモザの花束を！”
300個のバルーンでみんなで創り上げる、フォトジェニックなオープニングセレモニー。
日時：3月9日(土) 12:20頃~
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場
内容：毎年大人気のセレモニー。今年は300個のミモザイエローのバルーンを一斉に
空に放ちます。ミューズとともに、”女性の自由・解放”をイメージして、
”空にミモザを創る”イエローのバルーンリリースを実施。
参加者皆で空へ花束を創り上げる圧巻のセレモニーをご体験ください。

■特別コンテンツ
【花贈り男子たちによるミモザのプレゼント】
15周年記念！広がる花贈り文化。2日間合計：4,000名へミモザやブーケをプレゼント！
実施：ラ チッタデッラ【3月9日(土)、3月10日(日) 11:00〜17:00】、
アトレ川崎【3月9日(土) ①13:30〜 ②15:00〜】、
川崎アゼリア【3月10日(日) ①13:00〜 ②15:00〜】
内容：当イベントのプロデューサーでもある長井ジュンが立ち上げた“花贈り男子”たちが
可憐なミモザやブーケを訪れる女性に贈ります。さらには本イベント史上初となる、
アトレ川崎・川崎アゼリアとのコラボレーションが決定、川崎の街で広がる
“花贈り”をご体験ください。
【ロバのローザちゃんによる花売り】
川崎に初上陸！可愛らしい『花売り』のロバ、ローザちゃんが登場。
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 13:00〜16:00
場所：チネチッタ通り
内容：その可愛らしさから都内でも大人気のローザちゃんが、川崎に初上陸！
ミモザを中心とした花を籠に入れ、花売りをします。
【マリエさんによるスペシャルトークショー】
日時：3月10日(日) 12:00〜12:30（受付：11:30~先着順）
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場（観覧無料）
内容：メディアで見かけない日はなかったほどの人気タレントからデザインの道へ進んだマリエさん。
NYの名門美術大学に通った後、自身で立ち上げた
『PASCAL MARIE DESMARAIS (パスカル・マリエ・デマレ）』のデザイナーとして
掲げるのは「ゼロデザイン」。そこに込められた想いや、今後の目標について
スペシャルトークショーを実施します！
※ 『PASCAL MARIE DESMARAIS』のエシカルファッションブース出店もこの日限定で決定！

【超豪華賞品があたる！フォトコンテスト】
フォトジェニックな会場をSNSに投稿し、イタリア旅行やシャンパーニュが当たるコンテスト！
今年は15周年のアニバーサリーイヤー。毎年大好評の企画がさらにパワーアップ！
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 終日
場所：ラ チッタデッラ
内容：訪れる誰もが参加できるフォトコンテスト。フォトジェニックなMIMOSA FESTAの会場で写真を撮り、Instagram、
Twitterに投稿頂いた方の中から、イタリア旅行(H.I.S旅行券20万円分)や、サンタ・マリア・ノヴェッラのオーデコロン
「ミモザ」、ミモザの装飾が施されたペアグラス付きのジョセフペリエなどが当たります。
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■特別ステージ&パフォーマンス
【3時のヒロイン お笑いライブ】
ブレイク中のお笑いトリオ・3時のヒロインが人気のネタを披露！

日時：3月9日(土) 15:00〜15:30
場所：中央噴水広場
内容：話題の若手女性トリオ、芝居ベースのコントが特徴の、「3時のヒロイン」。
女性トリオでお笑いライブをしていただきます！
【プロフィール】
まだ若手ながらも実力派！彼女たちが結成した年の2017年、『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）で、セクシーな
コーラス＆ダンスを交えた完成度の高いコントを披露し準決勝に進出。2年連続で準決勝に進出を果たし、ブレイク中！
【シンガーソングライター・由利華 スペシャルライブ】
Instagramのハッシュタグ、「#1日1カバー」大人気の由利華さんの1000日目記念直前ライブ
日時：3月9日(土) 13:00〜13:30
場所：中央噴水広場
内容：Instagramで毎日カバー曲を1投稿upし続け、4万フォロワーを超える22歳の
シンガーソングライター。記念すべき1000日目前夜(999日目)に、ミモザフェスタでライブを
行います。武道館単独ライブを目指して地元神戸から上京してきた由利華さん。
話題のカバーソングやオリジナルソングを披露していただきます。
彼女の力強くかつ透き通るような歌声をお楽しみください！
【インディー鈴木の世界を旅するリフティング】
世界20か国以上でイベント出演するリフティングパフォーマー・インディー鈴木が会場を縦横無尽にパフォーマンス！
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 11:00〜11:30, 14:30〜15:00 (両日同時間)
場所：チネチッタ通り
内容：国内外問わず世界で活躍するインディー鈴木さんが、華麗なリフティングパフォーマンスを
音楽に合わせ披露！エンターテイメント性あふれる数々の技で大通りを盛り上げます。
【世界チャンピョンジャグリングラー チャンヘン パフォーマンス】
世界を魅了するエキセントリックなライブパフォーマンス！
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 16:00〜16:30 (両日同時間)
場所：中央噴水広場
内容：これまで世界71か国で公演を行い、デズモンド・ツツやマイケル・ジャクソンの前でも
演技を披露したチャンヘン氏。ジャグリングの中でも”ディアボロ”と呼ばれる中国ゴマを
使ったパフォーマンスは世界でも多くの人を楽しませてきました。
彼の投げ上げるコマの高さは迫力満点！！
そのエキセントリックなライブパフォーマンスは老若男女を問わず魅了します！
【青空ヨガ】
ミモザに囲まれた空間で、伸び伸びと楽しむヨガ
日時：3月10日(日) 13:00〜14:00
場所：中央噴水広場
インストラクター：ミレイ
内容：LAVAのトップインストラクターで、今イベントのメインビジュアルも務めるモデルのミレイさんを迎え
春の青空の下、ここでしか味わえないたっぷりのミモザに囲まれたヨガで心身ともにリフレッシュ！
※パフォーマンス時間など、変更する可能性もございます。
公式HPにてご確認ください。
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■マルシェ
15周年を記念し、花や植物をテーマにしたブースから占い、メイク、フードなど50店舗以上が連なるマルシェ。
まるでイタリアのフラワーマーケットに来たかのような華やかでバラエティ豊かなマルシェで、1日中お楽しみいただけます。
男性は誰もが“花贈り男子”になれるチャンス！マルシェで日頃の感謝をお花に込めて！！！
【スカチャン・宮本のホクロ占い】
数々のメディアでも取り上げられた「ホクロ占い」。キャッチコピーは“ホクロのメッセージ受け取ります”
日時：3月10日(日) 12:30〜17:00
場所：マルシェ
内容：吉本芸人スカチャン・宮本の顔相占いブース本イベント初出店！ホクロ占いとは、 2000年前に
中国で確立された人相学の一つで、男女問わず、ホクロの位置から性格や未来が分かると言うもの。
是非、お試しください。
【流光七奈の裏ホロスコープ占い】
さまざまなメディアで活躍中の占い師・流光七奈先生による裏ホロスコープ占い。

日時：3月9日(土)、3月10日(日) 11:00〜17:00
場所：マルシェ
内容：物心ついたころから次元を超えた見えない世界とつながる能力があり、潜在意識レベルの癒しと
解決策を提供してきた流光七奈先生が、マルシェに登場！
【アートメイク】
ミモザをあしらったアートメイクで、ミモザに包まれる会場をお楽しみください！
日時：3月9日(土) 11:00〜17:00
場所：マルシェ
内容：ミス日本女子大2015グランプリ・井上実萌彩(ミモザ)さんプロデュースによる、本物のミモザと
お花を使ったアートメイクブース。（24名・女性限定）
さらに、ヘアメイクはウェディングや広告撮影などで活躍するヘアメイクアップアーティストの
知花(いちか)さんとのコラボレーション。
【ワークショップ：Fun Fun Flower】
ロスフラワーを利用してあなただけのアクセサリーやアレンジを！
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 11:00〜17:00
場所：マルシェ
内容：花選びを楽しんでもらいたい、という想いから活動するフラワーサイクリスト河島春佳さんに
学ぶワークショップ。
【飲食ブース】
軽食から和菓子、ジュースやカフェなど10店舗以上のブースでお腹も満たしてください！
日時：3月9日(土)、3月10日(日) 11:00〜17:00
場所：マルシェ
内容：スーパーフードとMCTオイルを使用した一風変わったコーヒー「Sunrise Shack」や川崎発のオートリキシャによる
本格派紅茶「リキシャカフェマユラ」、カラフルなわたあめが人気の「カラフルストア」や地元厚木の素材にこだわった
「オカリナキッチン」のハンバーガーや焼き菓子など、毎日10店舗以上をご用意！
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■CITTA’ WEDDING×MIMOSA FESTA 2019 スペシャル連動企画
【10組20名様限定！CITTA’ WEDDING 大人気サービス「フォト・ウエディング」プレゼント！】
ラ チッタデッラがミモザに染まる１年でもっとも美しい季節に、夢のような空間で思い出の１枚を。
日時：3月9日(土)、10日(日) 10:00〜16:00（予定）
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場 / カペラ サンタンジェロ（チャペル）
内容：「MIMOSA FESTA 2019」連動企画として、 婚礼写真を撮っていないご夫婦や、
入籍を予定しているカップルを対象に、各日5組、計10組20名様限定に
「フォト・ウエディング」（通常10万円相当）のスペシャルプレゼントを実施します！
プロのカメラマンによる撮影と、ウエディングドレスやフルメイクのサービスをセットにした
CITTA’ WEDDING人気のサービスです。主役の2人が人生で一番輝く最高の
瞬間を、この夢のような異空間で、プロのスタッフによる完璧なサポートの元、記念の
1枚に残していただければと思います。フォト・ウエディング参加者絶賛募集中！
特設サイト：https://ameblo.jp/cittawedding/

■MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2019開催概要
■開催名称 ： MIMOSA FESTA（ミモザフェスタ）2019
■開催日時 ： 2019年3月9日(土) ・ 3月10日(日)

■開催会場 ： ラ チッタデッラ 中央噴水広場 / チネチッタ通り
■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 ： イタリア大使館 / イタリア政府観光局（ENIT）/ イタリア商工会議所

■協

賛 ： C’BON / Joseph Perrier / ネスカフェ ドルチェ グスト / LUX

■協

力 ： アトレ川崎 / 川崎アゼリア / 株式会社ヤマノ アンド アソシエイツ

■企画制作 ： 株式会社STARMINE PLANNING
■WEB

： http://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

昨年の開催風景

【本件に関するお問合せ先】
MIMOSA FESTA PR事務局（サニーサイドアップ内）担当：阿部・中村・武田
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ Mail：mimosa@ssu.co.jp
■本リリースに使用している画像データはこちらからダウンロード可能です。 https://bit.ly/2FX9ucZ
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