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20周年を迎える⽇本最⼤級のハロウィンイベント!!

カワサキ ハロウィン 2016

スペシャル企画等、新規追加情報 続々決定!!
今年の『カワサキ ハロウィン 2016』は、いよいよ10月1日（土）から31日（月）までの1か月間、川崎駅周辺エリアにて開催し
ております。メインのイベント実施日程は、10月29日（土）、30日（日）、31（月）の3日間となっております。
今年は『進化するカワサキ 〜世界に誇る、ニッポンのハロウィン〜』をテーマとして掲げ、毎年⼤きな注目を集めるパレードなどの
各種恒例プログラムのほか、20周年を記念した様々なスペシャル企画を展開いたします。
目玉となるコンテンツが満載の『カワサキ ハロウィン 2016』に、どうぞご期待ください！

「ハロウィン・パレード」の先導には、2年連続で「スター・ウォーズ」とコラボレーション！
『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をテーマにした、スペシャルパレードを実施！
『スター・ウォーズ エピソード４／新たなる希望』へと続く、
“もうひとつ”の物語、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の
公開を記念し、今年も「スター・ウォーズ」パレードが参戦！
究極の兵器＜デス・スター＞建設中の帝国軍、その設計図を奪う
ための反乱軍の極秘チーム＜ローグ・ワン＞の挑戦を描く、本作の
世界観を基にした、スペシャルフロートと、約200人の「スター・
ウォーズ」の衣装に身を包んだ参加者が、街を練り歩きます！

昨年のスターウォーズ展開の模様

2016年12月16日（⾦）全国ロードショー

©2016 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

20周年スペシャル企画 ／ LA CITTADELLA × NAKED.Inc
『ニッポンのハロウィン』 〜Projection Mapping Live Show 〜
20周年を迎えるカワサキハロウィンに、古き良き日本の魅⼒を生かした『ニッポンのハロウィン』が誕生！
国内のトップクリエイターが集結し、2日間限定で、全く新しいハロウィンエンターテインメントショーを開催します！

制作陣には国内トップクリエイター・アーティストが集結！
これまでかつて⾒たことない、これぞ『ニッポンのハロウィン』を
国内、そして、世界へ、強く発信します！
総合演出：村松 亮太郎（NAKED Inc.）
クリエイティブカンパニーNAKED Inc.代表。⼤阪府堺市出身。
TV／広告／MV／空間演出などジャンルを問わず活動。
⻑編／短編作品と合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。
東京駅3Dプロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、
「東京国⽴博物館特別展「京都-洛中洛外図と障壁画の美」演出、
NHK⼤河ドラマ『軍師官兵衛』タイトルバック、
『新江ノ島水族館ナイトアクアリウム』など。
近年では、花の体感型イベント『FLOWERS BY NAKED』を開催し、
これまでのイベント通算動員数は130万人を超える。
2016年5月には、市川染五郎主演の歌舞伎ラスベガス公演 “Panasonic presents
Wonder KABUKISpectacle‘KABUKI LION’”の空間創造を手掛ける。
アーティスト本＆作品集「村松亮太郎のプロジェクションマッピング SCENES by NAKED」が
KADOKAWAより発売。2016年12月、表参道ヒルズにて「SWEETS by NAKED」開催決定。

衣装コラボレーション：⻫藤 上太郎
京都府出身。祖父に染⾊作家の故⻫藤才三郎、父に現代キモノ
作家・⻫藤三才を持ち、近代染⾊作家の礎を築いてきた家系に育つ。
27歳の最年少でキモノ作家としてデビュー以来、現代空間にマッチ
するファッションとしてのキモノを追求。
TVや雑誌などメディアにも頻繁に紹介され、
新進気鋭のキモノデザイナーとして活躍。
現在は「和を楽しむライフスタイル」を提唱し、
プロダクトやインテリアの制作まで多方面に才能を発揮している。

音楽制作：上田 剛士（AA＝）
世界に名を轟かせたモンスターバンド “THE MAD CAPSULE MARKETS”の司令塔、上⽥剛⼠のソロプロジェクト。
常に進化したサウンドで独自の音を作り続けるイノベーター。 2008年に“AA=”を始動。
アーティスト名はジョージ・オーウェルの⼩説「動物農場」に登場する⾔葉“All Animals Are Equal”に由来。
映画「ヘルタースケルター」エンディングテーマ、2015年度モード学園TVCMに楽曲を提供。
そして、BABYMETAL、BiSなど他アーティストの楽曲制作やプロデュース、アレンジ、椎名林檎を始めとする様々なアーティストのリミックスワークから
映画やゲーム、CM音楽制作までその活動は多岐にわたる。2016年5月18日には、シーンに衝撃を与えたコラボレーション楽曲3作を収録した
AA=通算5作目となるアルバム「#5」をリリース。
さらに今年、12月に新たなライブイベント「AA= VERSUS LIVE 〜X-FADER #1 to #2〜」を開催することを発表。12月11日（日）に⼤
阪・OSAKA BIG CAT、12月18日(日)に東京・SHIBUYA TSUTAYA O-EASTで⾏われる。
オフィシャルサイト http://www.aaequal.com/

スペシャルダンスパフォーマンスに、AyaBambi出演決定！（10/30（⽇）20:00〜）
20周年のカワサキハロウィンのキービジュアルを務め、10月30日のメインパレードに登場する、
今、世界が注目する日本人⼥性⼆人組ダンスユニットAyaBambiが、
⼀夜限り、⼀回限りのスペシャルパフォーマンスを披露します！
【AyaBambi プロフィール】
Aya Sato + Bambi Satoによるダンスユニット。 振付はAya Satoが担当。
オリジナルのAya Styleと呼ばれるジャンルで、シャープな動きとシンメトリックな構成が特徴。
その高いダンススキルとエッジーなルックスからなる独特の世界観で国内外のダンスシーンはもとより、
アート、音楽、ファッションシーンからも注目を浴びており、椎名林檎（NHK紅⽩歌合戦、ツアー｢林檎博'14｣）や
マドンナ（Brit Awards 2015）との共演もダンサーとしてだけでなく、振付も担当し話題を呼んだ。
CMや広告、ファッション誌のモデルとしても、彼⼥達のセンスを総合的に活かせる媒体には出演している。
＜実施概要＞
■会
場 ：
■⽇
時 ：
■主
催 ：
■企画制作 ：
■機材協⼒ ：
■衣装協⼒ ：
■制作協⼒ :

ラ チッタデッラ 中央噴水広場周辺
10/29（土）、30（⽇） 19：00／20：00／21：00 ※雨天開催・荒天中止
株式会社 チッタ エンタテイメント
growB Emotions Inc. / NAKED Inc.
パナソニック株式会社 ／ キヤノン株式会社 ／ キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社三才 ／ 株式会社和心 ／ 株式会社Ayuchi
学校法人 専門学校 東京ビジュアルアーツ

10月31⽇（月）、カワサキの街がゾンビに支配される!?
ZOMBIE PARADICE（ゾンビ・パラダイス）開催決定！
週末、首都圏各所のハロウィンパーティーに、ゾンビ仮装、ゾンビメイクに身を包んだ者たちが、ハロウィンの街、カワサキに集結！
様々なゾンビ企画で楽しめる、カワサキハロウィン2016を締めくくるプログラムです！

ZOMBIE STREET＠チネチッタ通り
様々なゾンビコンテンツが、チネチッタ通りのブースに⼤集結します！

ZOMBIE MOVIE BATTLE＠中央噴水広場
日米のおもしろゾンビ映画のバトル上映を実施します！
●上映作品（予定） 『ショーン・オブ・ザ・デッド』 × 『東京ゾンビ』
●⼊場無料

ELECTRIC ZOMBIE RALLY
ゾンビなどの仮装、または光るもの（LEDアクセサリーなど）を
身に着けてバーや居酒屋に⼊店すると、お得な特典が得られる！
3店ハシゴで海外旅⾏ペア等の豪華賞品が抽選で当たります！

ZOMBIE PARTY
ホラーマニアは絶対⾒逃せない！
横溝正史原作から最新のゾンビ作品まで。
古今東⻄のホラー映画の名作、傑作、話題作のサントラから
選曲したテーマソングや挿⼊歌、恐怖を煽るBGMなど、
4時間ぶっ通しでお届けするホラー・サントラ・DJパーティ！
●時
●会
●出

間：18:30〜22:30（予定）
場：クラブチッタ
演：DJ：DJ HACK／DJ マンイーター a.k.a とみさわ昭仁
いぬ／ロボ石丸／スピードタモリ／KAITA／じゃみら＆ケムール人ユウ／店主
VJ：VJ Routes

カワサキハロウィン ゾンビ関連企画の御紹介
ハロウィン ゾンビ飯
ここまでやるか？！な恐怖のゾンビ飯！
ラ チッタデッラのハロウィンで美味しい恐怖を味わおう！
●期
間：10/29（土）〜31（月）
●参加店舗：ラ チッタデッラ内 6店舗
※なくなり次第、終了

映画『アイアムアヒーロー』
Powered by
ARフォトスポット
映画『アイアムアヒーロー』のDVD＆Blu-ray発売を記念し
カワサキハロウィンとコラボレーション！
謎の感染によって人々が変貌を遂げた、⼤量の生命体
『ZQN（ゾキュン）』が、写真を撮影するあなたを襲う!?
●期
間：10/14（⾦）〜31（月）
●場
所：ラ チッタデッラ ビバーチェ棟⼊口
※撮影には、専用アプリのダウンロードが必要となります。

映画『アイアムアヒーロー』
DVD＆Blu-ray
11.2 ON SALE
©2016 映画「アイアムアヒーロー」製作委員会 ／ ©2009 花沢健吾／⼩学館

※上記画像はイメージです。

主催 カワサキ ハロウィン プロジェクト
川崎銀柳街商業協同組合／川崎銀座商業協同組合／川崎駅前⼤通商業協同組合／川崎駅前仲⾒世通商店街振興組合／たちばな通商店街振興組合
川崎砂子会協同組合／川崎平和通商店街振興組合／パレール商店会／川崎市東⽥商店街商業協同組合／川崎名画通り商店会／⼩川町商映会
チネチッタ通り商店街振興組合／フェスティバルな川崎実⾏委員会／いいじゃん川崎実⾏委員会／川崎⼩川町町内会
アトレ川崎／ウィング川崎／川崎アゼリア／川崎モアーズ／川崎ルフロン／DICE／丸井川崎店／ミューザ川崎／ラゾーナ川崎プラザ／ラ チッタデッラ／川崎市
後援 川崎商工会議所／⼀般社団法人川崎市商店街連合会／川崎駅広域商店街連合会／川崎市中央観光協会／かわさきTMO／神奈川県中⼩
企業企業団体中央会／神奈川県商店街振興組合連合会／公益社団法人商連かながわ／「音楽のまち・かわさき」推進協議会
協賛 味の素株式会社 川崎事業所／株式会社ipoca／株式会社イマムラ／WILLER TRAVEL株式会社／SMBCコンシューマーファイナンス株式会社／NEC
ON THE MARKS KAWASAKI／春日井製菓株式会社／神奈川県川崎競馬組合／かわさきジャズ2016／川崎信用⾦庫／川崎鶴⾒臨港バス株式会社
キユーピー株式会社／近畿日本ツーリスト株式会社／クリニカ／株式会社資生堂／スカイパックツアーズ株式会社／スカイマーク株式会社
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ／セレサ川崎農業協同組合／東京ガス株式会社／東芝未来科学館／ハイネケン・キリン株式会社／株式会社バンダイ
富⼠通株式会社／Ben&Jerry’s／BELLE MAMMA／株式会社マタハリー／メルシャン株式会社／ユースキン製薬株式会社／横浜銀⾏／株式会社よみうりランド
（50音順／9月末現在）

協⼒ アディダスフットサルパーク川崎／株式会社Ayuchi／川崎市交通局／川崎フロンターレ／川崎読売会／キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キリンビールマーケティング株式会社／NPO法人グリーンバード／株式会社ぐるなび／コカ・コーライーストジャパン株式会社／株式会社三才／千株式会社
タイムズ24株式会社／学校法人 専門学校 東京ビジュアルアーツ／株式会社日本エレクトライク／日本トイザらス株式会社／日本マクドナルド株式会社
パナソニック株式会社／Pioneer DJ株式会社／NPO法人ピープルデザイン研究所／株式会社富⼠通マーケティング／FRESH! by AbemaTV／株式会社ライトボーイ
三井住友銀⾏／株式会社ヨドバシカメラ／リコージャパン株式会社／株式会社和心（50音順／9月末現在）
企画制作 株式会社 チッタ エンタテイメント

■イベントに関するお問合せ＝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）
TEL：044-233-1934（平日：10:00〜18:30）／WEB：http://lacittadella.co.jp/halloween/
■報道・取材お問い合わせ＝㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部 担当：安藤（あんどう）・ 川辺（かわべ）・土岐（どき）
TEL：044-233-1934 ／ Mail： ando@citta-ent.co.jp kawabe@citta-ent.co.jp

