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2015 年 9 月 
 
PRESS RELEASE 

カワサキ ハロウィン プロジェクト 
 

史上初！史上初！史上初！史上初！川崎駅前の片側全車線を規制してパレード実施！川崎駅前の片側全車線を規制してパレード実施！川崎駅前の片側全車線を規制してパレード実施！川崎駅前の片側全車線を規制してパレード実施！ 
全世界で話題の映画『スター・ウォーズ全世界で話題の映画『スター・ウォーズ全世界で話題の映画『スター・ウォーズ全世界で話題の映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のパレードも実現！フォースの覚醒』のパレードも実現！フォースの覚醒』のパレードも実現！フォースの覚醒』のパレードも実現！ 

西口西口西口西口側の側の側の側のラゾーナラゾーナラゾーナラゾーナ川崎プラザ川崎プラザ川崎プラザ川崎プラザ、ミューザ、ミューザ、ミューザ、ミューザ川崎川崎川崎川崎も主催に加わって、開催規模も史上最大に！も主催に加わって、開催規模も史上最大に！も主催に加わって、開催規模も史上最大に！も主催に加わって、開催規模も史上最大に！ 
 

ハイパー大仮装＆ミクスカルチャーレボリューション 

第19回「カワサキ ハロウィン2015」 
     

会場： ラ チッタデッラ他、川崎駅周辺一帯 

開催期間：10 月１日（木）～31 日（土）  

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周辺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 2015201520152015」」」」を 10 月１日（木）から 31 日（土）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 19 回目を迎え

ました。 

今年のメイン展開日は 10 月 24 日（土）、25 日（日）、31（土）の 3 日間。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」

は昨年とコースを大きく変更させて 25 日（日）に開催します。今年のコースは、2 年前とほぼ同様の、川崎駅東口

商業エリアをぐるりと周回するコースになりますが、2 年前は通りの片側 2 車線のみ使用していたのに対し、今年は

「新川通り」、「市役所通り」共に片側 3 車線全て規制された中でパレードが進行します。それによって、参加者と見

物客共々かつてないスケールのダイナミックなパレードを体験していただけます。 

そして今年の目玉は、12 月 18 日（金）公開の、全世界が注目する話題の映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』

パレードです。「ハロウィン・パレード」と連動して、思い思いの『スター・ウォーズ』のキャラクターに扮装した 100 名の参

加者たちが、駅前大通りを練り歩くパレードの開催が決定しております。（詳細は９月中旬頃公式サイトにて発表） 

 

その他、圧倒的な仮装レベルを競いあうコンテスト「ハロウィン・アワード」の今年のゲスト審査員はタレントのルー大

柴氏や映画コメンテイターLiLiCo 氏など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・「キッズ・「キッズ・「キッズ・

パレード」パレード」パレード」パレード」は参加人数を 1.5 倍に増やして、駅前の繁華街をコースに 10 月 24 日（土）に行われます。 

そして今年も最終日の、ハロウィン当日となる 31 日（土）には“仮装”をテーマにしたビッグ企画が登場！クラブチッ

タにて開催する「仮装クラブパーティ」や近隣のバー居酒屋を、仮装や光るモノを身に着けてハシゴをすると様々な特

典がもらえる「カワハロ・エレクトリック・ラリー」など、最後の最後まで、目が離せない展開が続きます。 

 

また、商店街を含む東口商業エリア一帯で毎年実施していたハロウィンに因んだキャンペーンは、今年は西口の

「ラゾーナ川崎プラザ」と「ミューザ川崎」も加わって、その規模が一気に拡大！いよいよ川崎駅周辺の街中が一体と

なった規模で「トリック・オア・トリート」や「仮装来場者特典」などのお得＆面白企画が実施されます 

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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DJ KOODJ KOODJ KOODJ KOO    RYUKYUDISKORYUKYUDISKORYUKYUDISKORYUKYUDISKO    DJ SODEYAMADJ SODEYAMADJ SODEYAMADJ SODEYAMA    TeddyLoidTeddyLoidTeddyLoidTeddyLoid    

DJ SODEYAMADJ SODEYAMADJ SODEYAMADJ SODEYAMA    

【MAIN EVENTS PICKUP】 

■今年のパレードコースは川崎駅前がスタート＆ゴールの東口一帯週回コースに！カワハロ史上はじめて、■今年のパレードコースは川崎駅前がスタート＆ゴールの東口一帯週回コースに！カワハロ史上はじめて、■今年のパレードコースは川崎駅前がスタート＆ゴールの東口一帯週回コースに！カワハロ史上はじめて、■今年のパレードコースは川崎駅前がスタート＆ゴールの東口一帯週回コースに！カワハロ史上はじめて、

駅前大通りの片側全車線を規制して広々とした空間をパレードします！駅前大通りの片側全車線を規制して広々とした空間をパレードします！駅前大通りの片側全車線を規制して広々とした空間をパレードします！駅前大通りの片側全車線を規制して広々とした空間をパレードします！    

「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 25 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コース ※約 1.5Km  

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：：：：DJ KOO/ RYUKYUDISKO/ DJ SODEYAMA/TeddyLoid 

        ※※※※9/19/19/19/1 よりよりよりより事前事前事前事前申込スタート申込スタート申込スタート申込スタート    

★★★★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 達が達が達が達が集結！！集結！！集結！！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 25 日(日) 16：00～17：00 

会場会場会場会場：：：：川崎ルフロン 1F シンデレラステップス前   

審査員：審査員：審査員：審査員：ルー大柴、LiLiCo(映画コメンテーター)、 

坂口佳穂（ビーチバレー選手）、江川悦子（特殊メイクアップアーティスト）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    

NEWNEWNEWNEW 今年からパレードに参加し今年からパレードに参加し今年からパレードに参加し今年からパレードに参加していなくても、仮装コンテストのていなくても、仮装コンテストのていなくても、仮装コンテストのていなくても、仮装コンテストのエントリーエントリーエントリーエントリーがががが可能になりました！可能になりました！可能になりました！可能になりました！    

    小学生未満小学生未満小学生未満小学生未満のお子様やまた重装備のアイディア仮装など、大募集中です！のお子様やまた重装備のアイディア仮装など、大募集中です！のお子様やまた重装備のアイディア仮装など、大募集中です！のお子様やまた重装備のアイディア仮装など、大募集中です！    

 

   

 

『スター・ウォーズ『スター・ウォーズ『スター・ウォーズ『スター・ウォーズ    / / / / フォースの覚醒』フォースの覚醒』フォースの覚醒』フォースの覚醒』12121212 月月月月 18181818 日日日日（金）公開記念特別企画（金）公開記念特別企画（金）公開記念特別企画（金）公開記念特別企画    『スター・ウォーズ』の仮装で集まれ！『スター・ウォーズ』の仮装で集まれ！『スター・ウォーズ』の仮装で集まれ！『スター・ウォーズ』の仮装で集まれ！    

『スター・ウォーズ』パレード開催『スター・ウォーズ』パレード開催『スター・ウォーズ』パレード開催『スター・ウォーズ』パレード開催！！！！    

    

日時日時日時日時:10 月 25 日（日） 14：30～15：00 頃 コースコースコースコース:川崎市役所前～JR 川崎駅前（「ハロウィン・パレード」の約半分のコース） 

参加条件参加条件参加条件参加条件『スター・ウォーズ』のキャラクターの仮装をしている事 ※その他の条件は「ハロウィン・パレード」と同じ 

参加定員参加定員参加定員参加定員:100 名（優れた『スター・ウォーズ』仮装者には、ハロウィン・アワードにて「スター・ウォーズ賞」授与の予定も！） 

※『スター・ウォーズ』パレード詳細は 9 月中旬頃に公式サイトで発表いたします。 
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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 25 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：：：：    DJ KOO/ RYUKYUDISKO/ DJ SODEYAMA/TeddyLoid 

        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))))    

    

■ゴールの「キッズ・ハロウィン・パーク」に向けて大行進！親子そろって仮装パレード。ゴールの「キッズ・ハロウィン・パーク」に向けて大行進！親子そろって仮装パレード。ゴールの「キッズ・ハロウィン・パーク」に向けて大行進！親子そろって仮装パレード。ゴールの「キッズ・ハロウィン・パーク」に向けて大行進！親子そろって仮装パレード。    

 「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 24 日(土) 1 回目：12:00～  2 回目：13：30～ 3 回目：15：00～ 

コースコースコースコース：：：：銀座街スタート⇒銀柳街⇒ラ チッタデッラ「キッズ・ハロウィン・パーク」ゴール 

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）×3 回実施   

料金：料金：料金：料金：    無料 定員に達し次第受付終了  

※※※※募集定員に達し、受付終了となりました。募集定員に達し、受付終了となりました。募集定員に達し、受付終了となりました。募集定員に達し、受付終了となりました。    

パレードに参加できなくても、仮装をして遊びにきてね！！ 

NEWNEWNEWNEW「キッズ・ハロウィン・パーク」Presents  

「チッタ こそあどファミリーライブ vol.7」、 

「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！恒例のホラー恒例のホラー恒例のホラー恒例のホラー(!?)(!?)(!?)(!?)映画祭映画祭映画祭映画祭 

 「「「「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 

    「世界のホラー・ショートフィルム傑作選「世界のホラー・ショートフィルム傑作選「世界のホラー・ショートフィルム傑作選「世界のホラー・ショートフィルム傑作選」」」」    

米国アカデミー賞公認、日本発・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ ア

ジア」に、世界 100以上の国と地域から集まる作品の中から、厳選したホラー6 作品を上映！！ 

日程：日程：日程：日程：10 月 24 日（土） 19:00 START 21:00 CLOSE（予定）    

料金料金料金料金：：：：前売り￥1,300、当日￥1,800 

協力協力協力協力： 

 

 

 

ゲスト：キッズ・パレードにゲスト：キッズ・パレードにゲスト：キッズ・パレードにゲスト：キッズ・パレードに    

大角ゆきちゃんも登場！大角ゆきちゃんも登場！大角ゆきちゃんも登場！大角ゆきちゃんも登場！    
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「「「「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～    

「カワハロ」をきっかけに病み付きになる人続出！ 

「カワハロ」第一回から皆勤賞で開催の超人気企画。 

未体験のあなた、今年こそ勇気を出して！ 

日程：日程：日程：日程：10 月 25 日（日） 18：30 START 21：00 END （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：配給 RESPECT(レスペ)  

    

 

NEWNEWNEWNEW 企画企画企画企画    今年も今年も今年も今年もハロウィン当日のハロウィン当日のハロウィン当日のハロウィン当日の 10101010 月月月月 31313131 日（土）に、日（土）に、日（土）に、日（土）に、街全体でハロウィン企画を実施します！街全体でハロウィン企画を実施します！街全体でハロウィン企画を実施します！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！！    

■■■■ハロウィン当日ハロウィン当日ハロウィン当日ハロウィン当日 31313131 日（土）は仮装、もしくは光り物を身につけてハロウィンタウンのバー＆居酒屋を飲み歩こ日（土）は仮装、もしくは光り物を身につけてハロウィンタウンのバー＆居酒屋を飲み歩こ日（土）は仮装、もしくは光り物を身につけてハロウィンタウンのバー＆居酒屋を飲み歩こ日（土）は仮装、もしくは光り物を身につけてハロウィンタウンのバー＆居酒屋を飲み歩こ

う！う！う！う！3333 店ハシゴで豪華賞品店ハシゴで豪華賞品店ハシゴで豪華賞品店ハシゴで豪華賞品 GET!GET!GET!GET!最後はクラブチッタで大パーティー！最後はクラブチッタで大パーティー！最後はクラブチッタで大パーティー！最後はクラブチッタで大パーティー！ 

 「「「「カワハロ・エレクトリックラリーカワハロ・エレクトリックラリーカワハロ・エレクトリックラリーカワハロ・エレクトリックラリー」＆「」＆「」＆「」＆「ファイナルパーティーファイナルパーティーファイナルパーティーファイナルパーティー」」」」    

日程：日程：日程：日程：10 月 31 日(土) 夕方～23：00 

RALLYRALLYRALLYRALLY：：：：ＪＲ川崎駅周辺一帯 バー＆居酒屋    

パーティーパーティーパーティーパーティー会場会場会場会場：：：：クラブチッタ  

参加資格参加資格参加資格参加資格：：：：仮装 or 光り物着用 

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】 2015 年 10 月 1 日(木)～31 日(土)  

（※メインイベント展開：10 月 24 日（土）～25 日（日）、31 日（土）） 

【会   場】 ラ チッタデッラ 他、JR 川崎駅前商業エリア全体 

【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 

 

    

■■■■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            開催期間開催期間開催期間開催期間：：：：    10/10/10/10/1111（木）～（木）～（木）～（木）～31313131 日（土日（土日（土日（土））））        

（※一部キャンペーンは、（※一部キャンペーンは、（※一部キャンペーンは、（※一部キャンペーンは、10/2410/2410/2410/24（土）（土）（土）（土）・・・・    25252525（日）（日）（日）（日）・・・・    31313131（土）（土）（土）（土）に開催に開催に開催に開催））））    

    

コイケヤコイケヤコイケヤコイケヤ    カワハロカワハロカワハロカワハロ    スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー presented by             

9 つの商業施設を回って抽選で豪華賞品を当てよう！ 

    

激辛激辛激辛激辛料理料理料理料理フェアフェアフェアフェア    supported by                                             

‘ハロウィン’には激辛料理を！魔除け効果がある唐辛子を使った激辛料理フェア。 

    

メタモルフォーゼメタモルフォーゼメタモルフォーゼメタモルフォーゼ                                ‘変身’を意味するメタモルフォーゼ。勇気を出して違う自分に変身しよう！ 

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様に限り、お店で「トリック・オア・トリート！」と言うと 

お菓子をプレゼント ※数などは参加店舗により異なる。 

仮装者仮装者仮装者仮装者来場来場来場来場特典特典特典特典          仮装で来場した方に、参加店舗にて割引等の特典あり。 

京急京急京急京急特別特別特別特別連動企画連動企画連動企画連動企画                            京急川崎駅改札内にあるスタンプを押して、カワハロオリジナルグッズをもらおう！ 

    

    

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.jp/hhttp://lacittadella.co.jp/hhttp://lacittadella.co.jp/hhttp://lacittadella.co.jp/halloweenalloweenalloweenalloween//// 

    
＜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) 

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（※安藤不在の場合は土岐（ドキ）まで） 

TEL：044-233-1934 
ando@citta-ent.co.jp 
doki@citta-ent.co.jp 

 


