
～音楽・映像・食・酒・伝統芸能 ラ チッタデッラ風 大沖縄文化祭～

第14回「はいさいFESTA 2017」
2017 年5 月3日（水・祝）～7日（日）

追加情報 ＆ スペシャル企画 続々決定！

＜PRESS RELEASE＞

2017年4月21日
株式会社 チッタ エンタテイメント

川崎市として歴史的な縁の深い、沖縄県の個性豊かな文化・芸術に焦点を当て、毎年ゴールデンウィークに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 ／ 代表取締役社長：美須アレッサンドロ）にて、

『はいさいFESTA 2017』（主催：チネチッタ通り商店街振興組合、株式会社 チッタ エンタテイメント）を5/3（水・祝）～7（日）の5日間

で開催いたしますが、この度、スペシャル企画など、各種プログラムの内容が決定いたしましたのでお知らせいたします。

2年ぶりに開催される「音楽祭」の最終アーティストラインナップが決定！元THE BOOMのボーカルであり、現在では沖縄民謡に精通し、文化

継承のために積極的な活動をしている宮沢和史さんと、宮沢さんが推薦する若手No.1の沖縄県八重山民謡歌手、比嘉真優子さんの出演が

決定！さらに宮沢さんは今回、「はいさい・カフェ」企画を完全プロデュース。沖縄民謡の世界を心から堪能できる素敵なプログラムを展開していた

だきます。毎年大好評の後夜祭企画では、「音楽祭」出演者、「野外スペシャルライブ／フリーライブ」出演者、沖縄芸人など、超豪華ゲスト共

演による、一夜限りのチャンプルーパーティーを今年も開催！飲んで、歌って、笑って、GW最終日の夜を心ゆくまでお楽しみいただきます！

さらに、今年も屋台と物産展が充実！過去最多の沖縄からの出店、「沖縄そば」メニューの充実、沖縄県内全47酒造の泡盛が勢揃い、

アグー豚など沖縄ブランド肉メニューが勢揃い、など、グルメコンテンツも強力ラインナップでお届けいたします！

施設館内で行われるキャンペーン＆フェアでは、日帰り沖縄が抽選で当たる「GO!GO!沖縄大抽選会」やチッタ自慢のレストラン＆ショップが参

加する「GO!GO!沖縄フェア」の他、新企画として“謎解きゲーム”を楽しみながら館内を探検する「まじむんの野望」も実施し、これまで以上に大

人から小さいお子様まで、家族みんなでお楽しみいただける『はいさいFESTA』となっております！

今年のゴールデンウィークも『ラ チッタデッラ』で、本場の沖縄文化をどうぞお楽しみください！

2年ぶりの開催となる「音楽祭」には、既に発表の「DIAMANTES（ディアマンテス）」、「きいやま商店」に加えて、元THE BOOMのボーカル

として活躍し、現在は沖縄民謡の研究と、文化継承を支援する活動を積極的に行っている宮沢和史さんと、宮沢さんが若手No.1の沖縄県の

八重山民謡歌手として推薦する比嘉真優子さんとともに初登場！本物の八重山民謡を体感できる音楽ファン必見のプログラムを展開します！

「音楽祭」 には、元THE BOOMのボーカル 宮沢和史が初登場！

さらに宮沢氏推薦 若手No.１沖縄県八重山民謡歌手、比嘉真優子の出演決定!!

【日時】5/7（日）15:30～18:00

【会場】クラブチッタ

【料金】前売￥3,500

当日￥4,000

別途入場時にドリンク代￥500

※指定席

※未就学児入場不可

※小学生以上有料
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毎年大人気の『はいさい・カフェ』企画を、今年は宮沢和史さんが完全プロデュース！

『沖縄民謡ざんまい！～はいさい・カフェ～』と題して、宮沢さんお薦めの「沖縄民謡

ライブ」「沖縄民謡の名盤試聴コーナー」「沖縄民謡のライブ映像と沖縄映画の上映

会」などなど、沖縄民謡を様々な角度から堪能できる、音楽ファンも沖縄ファンも必

見のスペシャルなプログラム！

さらに5/5（金）は、ご本人解説による「沖縄民謡の名盤試聴会」を開催。

お料理やお酒を楽しみながら素晴らしい沖縄民謡の世界をご堪能ください。

【日時】 5/4(木)～5/7(日)

●はいさい・カフェ OPEN 11:00 ／ CLOSE 19:45（LO19:00）

料金＝基本通常のレストラン利用

●民謡酒場 OPEN 20:00 ／ CLOSE 23:00（LO22:00）※5日のみ20:30

料金＝入場￥1,000（泡盛「残波」グラス1杯付）※1メニューオーダー制

【会場】 THE CAMP CAFE & GRILL

宮沢和史が完全プロデュース 『沖縄民謡ざんまい！～はいさい・カフェ～』

毎年恒例の大人気企画！超豪華ラインナップによる一夜限りのチャンプルーパーティ！

『はいさいFESTA 2017』 後夜祭 最終ラインナップ決定 !!

今年の『はいさいFESTA 2017』を盛り上げてくれるミュージシャン＆芸人が一堂に集まって、音楽あり、トークあり、笑いあり、の一夜限りの超

豪華なチャンプルーパーティーを開催！飲んで歌って騒いで、GW最後を一緒に楽しみましょう！

『第14回はいさいFESTA2017 後夜祭 supported by 残波』

【日時】5/7（日）OPEN／START 20:00 CLOSE 22:30

【会場】クラブチッタ

【料金】前売り￥1,000 当日￥1,500

別途、入場時にドリンク代￥500

※オールスタンディング

※未就学児入場不可、小学生以上有料

※来場者に泡盛水割りサービスあり

【出演】ガレッジセール／DIAMANTES／きいやま商店

宮沢和史／比嘉真優子

上間綾乃／大城クラウディア／DJ SASA

石垣優（やなわらばー）

スリムクラブ／幸田悟 and more…
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※当日チケット 13:30より

クラブチッタにて販売（予定）



本場沖縄からの出店店舗が約半数！本場の沖縄が味わえる屋台＆物産展！

50店以上の出店屋台のうち、約半数の22店舗が沖縄から出店！さらに各店メニューには、今年も見どころがいっぱいです！

見どころ
その1 過去最多!10店舗11種味わえる“沖縄そば”

毎年大好評、売り切れ続出の「沖縄そば」が、過去最多の10店舗出店！

島ごとに味の違う様々なタイプの沖縄そばを、11種類お楽しみいただけます！

＜出店店舗名【合計10店舗】＞

●宜野湾そば ／ ●うるくそば

●コミーダ沖縄 ／ ●金町たーち

●ちゅら島家 ／ ●ハイサイカフェ

●サウンドガーデン ／ ●ARIA.C

●おきなわ物産センター

●沖縄食堂

見どころ
その2 沖縄県内47酒造すべての泡盛を飲み比べ！

泡盛マイスターの屋台では、沖縄県内すべての酒蔵47酒造すべての泡盛を

取り揃えます！泡盛の飲み比べなど、呑兵衛にはたまらない屋台です！

＜店舗名＞

●泡盛 一本気の源侍

（いっぽんぎのげんじ）

※古酒などの限定泡盛も多数登場！

沖縄以外では、めったに飲めない、

貴重な泡盛が会場に一同に登場

します！

見どころ
その3 昨年大好評「沖縄ブランド肉」もさらに充実！

オリジナルのアグー豚ブランド『黒将』など、牛・豚・鶏のブランド肉が勢揃い！

他の肉イベントにも負けない、沖縄ならではの肉メニューがいっぱいです！

＜様々な肉メニュー（参考）＞

●アグー豚オリジナルブランド『黒将』 の

ローストポーク丼 ￥800

●アグー豚100％餃子 ￥1,296

●石垣牛シュラスコ ￥1,000

●チューリップポークの串焼き ￥400

●アグー豚のパニーニ ￥700

※メニュー、金額は予告なく変更となる場合があります。

見どころ
その4 沖縄ならではのグルメが満載！

オリオンビールに、ゴーヤビール、泡盛カクテルなど、美味しいお酒がいっぱい！

さらに現地沖縄で流行のスイーツなど、話題の沖縄グルメも満載です！

はいさいFESTAの華！本格的なエイサー演舞が日替わりで登場！

毎年多くのお客様にお楽しみいただいているエイサーが今年も登場！首都圏から厳選した10組のエイサー団体が迫力の演舞を披露します！

そして昨年初の取り組みで大好評だった“オーラセー”こと喧嘩エイサーは、今年も必見です！

＜出演団体＞

【5/3】

●横田西多摩エイサー太鼓

●琉球創作太鼓零

【5/4】

●町田流 ／ ●昇龍祭太鼓

【5/5】

●なんくるエイサー ／ ●桜風エイサー琉球風車

【5/6】

●舞弦鼓 ／ ●和光青年会

※17:00～

2組によるオーラセー（喧嘩エイサー）実施

【5/7】

●琉球国祭り太鼓 ／ ●鶴見エイサー潮風

※出演団体、日程は変更となる場合があります。
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1日まるまる沖縄音楽をどっぷり楽しめる、野外フリーライブ

新旧沖縄ポップスから伝統の民謡、三線、演舞まで、沖縄出身のアーティストが大集結！

＜出演アーティスト＞

●7!!（セブンウップス）／ ●宜保和也 ／ ●よなは徹

●大城クラウディア ／ ●きいやま商店（後夜祭PRステージ）

●上間綾乃

その他、全41組出演！（予定）

沖縄国際映画祭とのコラボ企画

沖縄国際映画祭の地域発信型映画プロジェクト沖縄版

「島ぜんぶでおーきな祭」から厳選された作品を上映します。

笑いあり！涙あり！沖縄の魅力がたっぷり詰まった作品を、

夜の心地よい空間でお楽しみいただきます！
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沖縄を体感できる様々なワークショップ

お子様から大人の方まで楽しめる、

沖縄の人気伝統芸能やものづくり体験ができます！

＜ワークショップ＞

●三線教室 ／ ●シーサー色塗り教室 ／ ●缶バッチワークショップ

●マリンアクセサリー手作り教室 ／ ●島ぞうり彫り体験

【日時】5/3（水・祝）～6（土）19:30～

【会場】中央噴水広場 ※観覧無料

©2014「那覇 NAHA なーふぁ！」製作委員会



【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

ラ チッタデッラ × はいさいFESTA スペシャル企画
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ラ チッタデッラの施設内でも、『はいさいFESTA』と連動したおトクで楽しいスペシャル企画をご用意しています！

GO!GO!沖縄フェア ＆ GO!GO!沖縄大抽選会

ラ チッタデッラでは、『はいさいFESTA』と連動したフェア

『GO!GO!沖縄フェア』と,、『GO!GO!沖縄大抽選会」を開催いたします！

参加いただいた中から抽選で15組30名様に、スカイマークで行く日帰り沖縄旅行をプレゼントします！

【抽選券配布期間】4/24（月）～5/7（日）

※最終日は20:00で配布終了 ／ ※フェア期間中は、チネチッタの映画半券も補助券として有効

【抽選会実施期間】5/3（水・祝）～7（日）11:00～21:00

【抽選会実施場所】ビバーチェ棟 2F

supported by

館内謎解きゲーム『まじむんの野望』 ～ラ チッタデッラを探検して、ひみつの呪文をさがせ！～

『はいさいFESTA』開催期間中、ラ チッタデッラ施設全体を使った、リアル謎解きゲームを開催！

館内各所に散りばめられたひみつの呪文を探して、お宝をゲットしていただきます。

※「まじむん」とは、沖縄に住むいたずら好きのおばけのこと

【参加方法】 ①5/3（水・祝）～5/7（日）に、ラ チッタデッラ店舗を利用し、レシートを2,000円分集める。

※合算も可 ／ ※はいさいFESTAイベント内屋台のレシートは無効

②ビバーチェ2Fの特設会場で「謎解きマップ」と交換。

③館内8箇所の謎を解いて、呪文を完成させる。

④ゴールで正しい答えを伝えると、「まじむんの秘宝」をプレゼント！

【実施期間】5/3（水・祝）～7（日）11:00～21:00

※マップ交換は最終日は20:00まで ／ ※賞品交換は21:00まで

【参加定員】2,000名様 ※定員に達し次第終了

＜開催概要＞

開催名称 ： はいさいFESTA 2017

開催日時 ： 2017年5月3日（水・祝）～7日（日）11:00～21:00

開催会場 ： ラ チッタデッラ （川崎市川崎区小川町4-1）

主 催 ： チネチッタ通り商店街振興組合 ／ 株式会社 チッタ エンタテイメント

後 援 ： 沖縄県 ／ 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー ／ 財団法人 川崎沖縄県人会

川崎市 ／ 「音楽のまち・かわさき」推進協議会

協 賛 ： 有限会社比嘉酒造 ／ オリオンビール株式会社 ／ 株式会社ちゅらら ／ 株式会社琉球エージェント

氷屋ツルミセイヒョウ株式会社 ／ ヘリオス酒造株式会社 ／ 生活協同組合 ユーコープ

スカイマーク株式会社（順不同）

協 力 ： アディダスフットサルパーク川崎 ／ 島ぜんぶでおーきな祭 沖縄国際映画祭 ／ 沖縄ツーリスト株式会社

京急EXイン ／ コカ・コーライーストジャパン株式会社（順不同）

企画制作 ： 株式会社 チッタ エンタテイメント

ＷＥＢ ： http://lacittadella.co.jp/haisai/

mailto:kawabe@citta-ent.co.jp
mailto:ando@citta-ent.co.jp
http://lacittadella.co.jp/haisai/
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はいさいFESTA 2017 キービジュアル


