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2014 年 9 月 
 
PRESS RELEASE 

カワサキ ハロウィン プロジェクト 

カワハロ史上最もダイナミックにパレードコースが変貌！！ 

国道 15 号線を仮装したモンスター達が横断します！ 

開催期間も 10 月 31 日（金）まで延長！国内最大級のハロウィンイベント！ 

 

ハイパー大仮装＆ミクスカルチャーレボリューション 

第第 1188 回回「「カカワワササキキ  ハハロロウウィィンン 22001144」」  
第第第第 18181818 回目回目回目回目はははは新企画新企画新企画新企画＆＆＆＆キャンペーンなどもキャンペーンなどもキャンペーンなどもキャンペーンなどもゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾク登場登場登場登場！！！！    

メインイベントメインイベントメインイベントメインイベント・・・・仮装仮装仮装仮装パレードはパレードはパレードはパレードは、、、、10101010 月月月月 26262626 日日日日（（（（日日日日））））にににに開催開催開催開催!!!!!!!!        
     

会場： ラ チッタデッラ他、川崎駅東口商業エリア一帯 

開催期間：10 月 18 日（土）～31 日（金）   

 

JR 川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」をメイン会場に川崎駅東口商業エリア一帯にて、秋

のビッグイベント「カワサキ「カワサキ「カワサキ「カワサキ    ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン 2014201420142014」」」」を 10 月 18 日（土）から 31 日（金）まで開催いたします。

1997 年に川崎の街の魅力と活力を全国に向け発信することを主目的にスタートし、今や日本最大級と

なった当イベントは今年で 18 回目を迎えました。 

 

今年のメイン展開日は 10 月 24 日（金）～26 日（日）。最大のハイライト「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」はコー

スを大きく変更させて 26 日（日）に開催します。新しいコースは、川崎競輪場からスタートして国道 15

号線を横断し、JR 川崎駅前にゴールするというカワハロ史上かつてないダイナミックで、また参加者に

とっても観客にとってもこれまでで最もエキサイティングなコースとなりました。 

その他、圧倒的な仮装レベルを競いあう仮装コンテスト「ハロウィン・アワード」の今年のゲスト審査員は、川

崎市出身のタレント布川敏和氏や、パリコレにも出演した IVAN（モデル/タレント）さんなど最近メディアで話題

の方々に決定！メインのパレードと人気を二分する「キッズ・パレード」「キッズ・パレード」「キッズ・パレード」「キッズ・パレード」は駅前の繁華街をコースに 10 月

25 日（土）に行われます。もちろん、恒例のクラブイベントやハロウィンホラー映画祭、親子で楽しめるキッズ企画

などはラ チッタデッラを会場に、また商店街を含む東口商業エリア一帯では今年も「トリック・オア・トリート」や

「仮装来場者特典」などのお得＆面白企画を実施致します。  

 

そして今年はハロウィン当日となる 31 日（金）にも新たなビッグ企画が登場！クラブチッタにて開催する「仮装

大パーティ」や近隣のバーや居酒屋を仮装してハシゴすると様々な特典がもらえる「カワハロ・バーホッピング」な

ど、最後まで目がはなせない展開となります。 

日本のハロウィンを常にリードし、今や世界からも注目される「カワサキ「カワサキ「カワサキ「カワサキ    ハロウィン」ハロウィン」ハロウィン」ハロウィン」の今年の展開に、どうぞご

期待下さい！！ 
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【MAIN EVENTS PICKUP】 

 

■パレードコースが拡大！カワハロ史上、最もエキサイティングなコースをお楽しみ下さい■パレードコースが拡大！カワハロ史上、最もエキサイティングなコースをお楽しみ下さい■パレードコースが拡大！カワハロ史上、最もエキサイティングなコースをお楽しみ下さい■パレードコースが拡大！カワハロ史上、最もエキサイティングなコースをお楽しみ下さい    

「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」「ハロウィン・パレード」    

日程：日程：日程：日程：10 月 26 日(日) 14：30～15：45 

パレードコース：パレードコース：パレードコース：パレードコース：川崎駅東口周辺一帯 ※1.5Km  

（川崎競輪場前→国道 15 号線→JR 川崎駅前） 

参加条件：参加条件：参加条件：参加条件：（原則）小学生以上/仮装者のみ 

DJsDJsDJsDJs：：：：DAISHI DANCE/ Marc Panther/ DJ SWING/ DJ SHINTARO 

        ※※※※9/19/19/19/1 よりよりよりよりローソンチケットからローソンチケットからローソンチケットからローソンチケットから申込スタート申込スタート申込スタート申込スタート    

チケット取扱いに関しては、ローソンチケットのみとなります。チケット取扱いに関しては、ローソンチケットのみとなります。チケット取扱いに関しては、ローソンチケットのみとなります。チケット取扱いに関しては、ローソンチケットのみとなります。    

 

★★★★今のクラブパーティー今のクラブパーティー今のクラブパーティー今のクラブパーティー界界界界をををを牽引する、世界からも注目されている牽引する、世界からも注目されている牽引する、世界からも注目されている牽引する、世界からも注目されている DJDJDJDJ 達がカワハロパレードに集結！！達がカワハロパレードに集結！！達がカワハロパレードに集結！！達がカワハロパレードに集結！！    

 

 

 

 

 

 

 

 

■圧倒的な仮装のレベルを競い合う！全国が注目のコンテスト圧倒的な仮装のレベルを競い合う！全国が注目のコンテスト圧倒的な仮装のレベルを競い合う！全国が注目のコンテスト圧倒的な仮装のレベルを競い合う！全国が注目のコンテスト 

 「ハロウィン・アワード」「ハロウィン・アワード」「ハロウィン・アワード」「ハロウィン・アワード」    

日程：日程：日程：日程：10 月 26 日(日) 16：00～17：00 

会場会場会場会場：：：：ラ チッタデッラ内アレーナチッタ（フットサルコート）  

審査員：審査員：審査員：審査員：布川敏和（タレント）、IVAN（モデル/タレント） 他 

グランプリ「ベスト・パンプキン賞」グランプリ「ベスト・パンプキン賞」グランプリ「ベスト・パンプキン賞」グランプリ「ベスト・パンプキン賞」    ：イタリア旅行ペア：イタリア旅行ペア：イタリア旅行ペア：イタリア旅行ペア++++賞金賞金賞金賞金 10101010 万円万円万円万円    

その他、その他、その他、その他、10101010 月月月月 31313131 日（金）公開映画「ドラキュラ日（金）公開映画「ドラキュラ日（金）公開映画「ドラキュラ日（金）公開映画「ドラキュラ ZEROZEROZEROZERO」をテーマにドラキュラ仮装者から選ぶ「ドラキュラ」をテーマにドラキュラ仮装者から選ぶ「ドラキュラ」をテーマにドラキュラ仮装者から選ぶ「ドラキュラ」をテーマにドラキュラ仮装者から選ぶ「ドラキュラ ZEROZEROZEROZERO

賞」や、賞」や、賞」や、賞」や、特殊メイクアップ＆造形特殊メイクアップ＆造形特殊メイクアップ＆造形特殊メイクアップ＆造形部門賞、グループ賞、ファミリー賞、エコ賞、キャラクター賞など、豪華賞品部門賞、グループ賞、ファミリー賞、エコ賞、キャラクター賞など、豪華賞品部門賞、グループ賞、ファミリー賞、エコ賞、キャラクター賞など、豪華賞品部門賞、グループ賞、ファミリー賞、エコ賞、キャラクター賞など、豪華賞品

盛りだくさん！盛りだくさん！盛りだくさん！盛りだくさん！    

            

    

 

 

 

   DAISHI DANCEDAISHI DANCEDAISHI DANCEDAISHI DANCE    

MaMaMaMarc Pantherrc Pantherrc Pantherrc Panther    DJ SWINGDJ SWINGDJ SWINGDJ SWING    DJ SHINTARODJ SHINTARODJ SHINTARODJ SHINTARO    
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■パレード後の超ハイテンションクラブパーティ！■パレード後の超ハイテンションクラブパーティ！■パレード後の超ハイテンションクラブパーティ！■パレード後の超ハイテンションクラブパーティ！    

「ダンシング・パンプキン「ダンシング・パンプキン「ダンシング・パンプキン「ダンシング・パンプキン」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 26 日(日) 17：00～22：00 

会場会場会場会場：：：：クラブチッタ 

料金料金料金料金：：：：前売り ￥1,000、当日￥1,500、仮装者当日￥1,000 ※ハロウィンパレード参加者は無料！！ 

DJsDJsDJsDJs：：：：DAISHI DANCE/ Marc Panther/ DJ SWING/ DJ SHINTARO 

        チケットぴあチケットぴあチケットぴあチケットぴあ////ローソンチケットローソンチケットローソンチケットローソンチケット////イープラスイープラスイープラスイープラス////チネチッタグッズ売り場にて販売予定チネチッタグッズ売り場にて販売予定チネチッタグッズ売り場にて販売予定チネチッタグッズ売り場にて販売予定    ((((※詳細は※詳細は※詳細は※詳細は WEBWEBWEBWEB サイトにてサイトにてサイトにてサイトにて))))    

    

■ちびっこ達の仮装も年々レベルが急上昇！親子そろっての仮装パレード！ちびっこ達の仮装も年々レベルが急上昇！親子そろっての仮装パレード！ちびっこ達の仮装も年々レベルが急上昇！親子そろっての仮装パレード！ちびっこ達の仮装も年々レベルが急上昇！親子そろっての仮装パレード！ 

 「キッズ・パレード「キッズ・パレード「キッズ・パレード「キッズ・パレード」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 25 日(土) 一回目：13：00～14：00 二回目：15：00～16：00 

スタート＆ゴールスタート＆ゴールスタート＆ゴールスタート＆ゴール：：：：    ラ チッタデッラ  

（チネチッタ通り→銀柳街→銀座街→銀柳街→チネチッタ通り） 

参加条件：参加条件：参加条件：参加条件：小学生未満の仮装した子供と仮装した保護者 

参加参加参加参加定員定員定員定員：：：：1 回 500人（保護者含む）×2 回実施   

料金：料金：料金：料金：    無料 定員に達し次第受付終了 （※WEB より事前申し込み制）    

その他、「かわさき チッタ ファミリー・コンサート vol.6」、「キッズ・トケイ ハロウィン」、 

「ハロウィン体験コーナー」などファミリーで楽しめるイベントも盛りだくさん！！    

 

■マニアも納得！マニアも納得！マニアも納得！マニアも納得！恒例のホラー映画祭恒例のホラー映画祭恒例のホラー映画祭恒例のホラー映画祭 

 「「「「HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN 映画祭」映画祭」映画祭」映画祭」        

会場：会場：会場：会場：チネチッタ 

PPPPart.1art.1art.1art.1    「ドラキュラ「ドラキュラ「ドラキュラ「ドラキュラ ZEROZEROZEROZERO」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 24 日（金） 18：30 開場 19：00 開演    

料金料金料金料金：：：：招待制 ※詳細は WEB ページにて  

※要ラ チッタデッラ メルマガ 「CITTA’ ONLINE」登録 

協力：東宝東和株式会社 

PPPPart.2art.2art.2art.2「高橋ヨシキプロデュース「高橋ヨシキプロデュース「高橋ヨシキプロデュース「高橋ヨシキプロデュース    映画館がお化け屋敷に！」映画館がお化け屋敷に！」映画館がお化け屋敷に！」映画館がお化け屋敷に！」    

日程：日程：日程：日程：10 月 25 日（土） 3 本立てオールナイト企画 

料金：料金：料金：料金：前売り \1,500 当日\1,800 ※上映作品は近日中に発表！ 

PPPPart.art.art.art.3333「「「「ロッキー・ホラー・ショーロッキー・ホラー・ショーロッキー・ホラー・ショーロッキー・ホラー・ショー」」」」    ～パフォーマンス思いっきりやりたい放題バージョン～～パフォーマンス思いっきりやりたい放題バージョン～～パフォーマンス思いっきりやりたい放題バージョン～～パフォーマンス思いっきりやりたい放題バージョン～    

日程：日程：日程：日程：10 月 26 日（日） 17：30 開場 18：00 開演 （20：15 終了予定） 

料金：料金：料金：料金：当日のみ \1,000 （仮装者\500） 協力：協力：協力：協力：株式会社レスペ 
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NEWNEWNEWNEW 企画企画企画企画    今年はハロウィン当日の今年はハロウィン当日の今年はハロウィン当日の今年はハロウィン当日の 10101010 月月月月 31313131 日（金）にも街全体でハロウィン企画を実施します！日（金）にも街全体でハロウィン企画を実施します！日（金）にも街全体でハロウィン企画を実施します！日（金）にも街全体でハロウィン企画を実施します！    

31313131 日も仮装をして川崎に集合！！日も仮装をして川崎に集合！！日も仮装をして川崎に集合！！日も仮装をして川崎に集合！！    

■カワハロの大トリを飾る、仮装大パーティ！！■カワハロの大トリを飾る、仮装大パーティ！！■カワハロの大トリを飾る、仮装大パーティ！！■カワハロの大トリを飾る、仮装大パーティ！！ 

 「「「「カワハロ・ファイナルパーティカワハロ・ファイナルパーティカワハロ・ファイナルパーティカワハロ・ファイナルパーティ」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 31 日(金) 18：00～23：00（予定） 

会場会場会場会場：：：：    クラブチッタ  

料金、その他詳細は近日中発表！    

 

■ハロウィンタウンを仮装してはしご酒■ハロウィンタウンを仮装してはしご酒■ハロウィンタウンを仮装してはしご酒■ハロウィンタウンを仮装してはしご酒     

 「カワハロ・バーホッピング「カワハロ・バーホッピング「カワハロ・バーホッピング「カワハロ・バーホッピング」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 31 日(金) 夜 

会場会場会場会場：：：：    JR 川崎駅東口周辺一帯 

川崎駅東口一帯の様々なバーや居酒屋が参加して、仮装の皆さんにスペシャルなサービスをプレゼント！ 

料金、その他詳細は近日中発表！    

 

    

その他、おもしろ、微妙、奇妙、きてれつ企画満載！！その他、おもしろ、微妙、奇妙、きてれつ企画満載！！その他、おもしろ、微妙、奇妙、きてれつ企画満載！！その他、おもしろ、微妙、奇妙、きてれつ企画満載！！    
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≪開催概要≫≪開催概要≫≪開催概要≫≪開催概要≫    

【開催日程】 2014 年 10 月 18 日(土)～31 日(金) （※メインイベント展開：10 月 24 日（金）～26 日（日）） 

【会   場】 LA CITTADELLA 他、JR 川崎駅前東口商業エリア全体 

【企画内容】 ①仮装パレード ②仮装コンテスト ③映画祭 ④クラブパーティ ⑤各種体験コーナー ⑥

スタンプラリー ⑦各種販促展開 ⑧グルメフェア ⑨新規企画など 

【主  催】  カワサキ ハロウィン プロジェクト 

 

≪今年の≪今年の≪今年の≪今年のラインナップラインナップラインナップラインナップ≫≫≫≫    

10 月 18 日（土） スタンプラリースタート（抽選日は 10/24～26）、ハロウィンフェア など 

10 月 24 日（金） スタンプラリー抽選会（10/24～26 川崎ルフロン１Ｆ特設会場）  

ハロウィン映画祭 Part1「ドラキュラ ZERO」（チネチッタ） 

10 月 25 日（土） キッズ・パレード（チネチッタ通り⇔銀柳街⇔銀座街） 

かわさき チッタ ファミリー・コンサート vol.6 （クラブチッタ）、 

キッズ・トケイ ハロウィン（中央噴水広場）、 

ハロウィン・体験コーナー（チネチッタ通り特設ブース）、モンスターズ・フェスティバル（クラブチッタ） 

ハロウィン映画祭 Part2「高橋ヨシキプロデュース 映画館がお化け屋敷に！」（チネチッタ） 

10 月 26 日（日） ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン・・・・パレードパレードパレードパレード            14:14:14:14:33330000～～～～    川崎競輪場→国道川崎競輪場→国道川崎競輪場→国道川崎競輪場→国道 15151515 号線→号線→号線→号線→JRJRJRJR 川崎駅前川崎駅前川崎駅前川崎駅前    約約約約 1.5km1.5km1.5km1.5km    

               カワサキ ハロウィンのメインイベント！約 2,500 人が参加する国内最大級の仮装パレードを 

今年はコース拡大で行います！！ 

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン    アワードアワードアワードアワード((((仮装コンテスト表彰式仮装コンテスト表彰式仮装コンテスト表彰式仮装コンテスト表彰式    アレーナチッタアレーナチッタアレーナチッタアレーナチッタ    （（（（フットサルコートフットサルコートフットサルコートフットサルコート））））））））    

優勝者にはイタリア旅行＆賞金 10 万円プレゼント!! 

ハロウィン体験コーナー （チネチッタ通り上空ブリッジ） 

ダンシング・パンプキン（アレーナチッタ (フットサルコート)） 

ハロウィン映画祭 Part3「ロッキー・ホラー・ショー」（チネチッタ） 

10 月 31 日（金） カワハロ・ファイナルパーティ（クラブチッタ）、カワハロ・バーホッピング（JR 川崎駅東口周辺一帯） 

    

■■■■その他その他その他その他川崎駅前商業施設川崎駅前商業施設川崎駅前商業施設川崎駅前商業施設＆商店街＆商店街＆商店街＆商店街    連動企画連動企画連動企画連動企画            メイン展開日：メイン展開日：メイン展開日：メイン展開日：    10/10/10/10/25252525（土）・（土）・（土）・（土）・26262626（日）・（日）・（日）・（日）・31313131 日（金日（金日（金日（金））））                                                                                                                                                                        

トリックトリックトリックトリック・・・・オアオアオアオア・・・・トリートトリートトリートトリート        仮装している小さなお子さんに限り、お店で「トリックオアトリート！」と合言葉を 

言うとお菓子をプレゼント ※日時・数などは各店により異なる 

仮装者特典仮装者特典仮装者特典仮装者特典        仮装で来場した方に、川崎東口各参加店舗にて割引等の特典 

ハロウィンフェアハロウィンフェアハロウィンフェアハロウィンフェア      仮装商品などのハロウィングッズの販売、ハロウィンに因んだグルメなど 

     

イベントの詳細はカワハロオフィシャルイベントの詳細はカワハロオフィシャルイベントの詳細はカワハロオフィシャルイベントの詳細はカワハロオフィシャル HPHPHPHP にてにてにてにて    http://lacittadella.co.jhttp://lacittadella.co.jhttp://lacittadella.co.jhttp://lacittadella.co.jp/p/p/p/hhhhalloweenalloweenalloweenalloween////            

    
＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞＜一般のお問合せ先＞    

カワサキ ハロウィン プロジェクト 
[㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内] 
TelTelTelTel：：：：044-233-1934(月～金：10:00～18:30) 
TelTelTelTel：：：：044-223-2333(土日祝：9:30～22:00) 
http://lacittadella.co.jp/halloween/ 

    
＜報道関係お問合せ先＞＜報道関係お問合せ先＞＜報道関係お問合せ先＞＜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： 安藤・若井 
TEL：044-233-1934 
ando@citta-ent.co.jp 


