
日本最大級のハロウィンイベント!!
20周年を迎える今年は、さらに進化したスペシャルコンテンツが盛りだくさん!!

カワサキ ハロウィン 2016 開催内容決定!!

＜報道資料＞

2016年9月1日
カワサキ ハロウィン プロジェクト

株式会社 チッタ エンタテイメント

『カワサキ ハロウィン』は、1997年に川崎の街の魅⼒と活⼒を発信することを目的にスタートして以来、年々開催規模を拡⼤。
今や⽇本最⼤級のハロウィンイベントとして、多くの皆様に愛されるイベントに成⻑し、今年ついに20周年を迎えることとなりました。

今年の『カワサキ ハロウィン 2016』は、10月1⽇（⼟）〜31⽇（月）の1か月間、川崎駅周辺エリアにて開催いたします。
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コンテンツを展開することが決定しております。

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！

20周年を迎える『カワサキ ハロウィン 2016』 開催のポイント

＜開催テーマ ： 『進化するカワサキ 〜世界に誇る、これぞ“ニッポンのハロウィン”〜』 ＞

■世界が注目する日本⼈⼥性⼆⼈組ダンスユニットAyaBambi起用！

■「ハロウィン・パレード」の先導に『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』が登場！

■『Projection Mapping Live Show 〜ニッポンのハロウィン〜』 （Produced by Naked Inc.）

■HALLOWEEN映画祭 （サスペリア×ゴブリン／白石晃士監督厳選・カルトホラー特集）

■キッズ関連プログラム（キッズパレード ／ キッズパーク ／ キッズタウンツアー）

■社会課題にしっかり向き合う、カワサキ ハロウィン（ ⾞いすの⽅々への対応／ゴミ問題への対応）

『カワサキ ハロウィン』は、川崎の街の成⻑とともに規模を年々拡⼤し、⽇本最⼤級と呼ばれるほど⼤きなイベントに『変身』を遂げました。
さらに今後も様々な分野において⼤きな発展が期待される川崎の街とともに、未来に向かって進化を続けていきます。

ハロウィンを楽しむ⽇本の人たちに、世界に、20周年を迎えた今だからこそ、カワサキからメッセージを、⼒強く発信するハロウィン・イベントを目指します！

★進化① ＝ 日本全国、世界に発信したい、イベントビジュアル!!

★進化② ＝ 世界が注目する＜スター・ウォーズパレード＞、今年も参戦決定！

★進化③ ＝ 世界に発信したい、ハロウィン・エンターテイメント!!

★進化④ ＝ 世界のファン・マニアが注目する、一夜限りのプログラム!!

★進化⑤ ＝ 大⼈気キッズパレード以外にも、様々なコンテンツが充実!!

★進化⑥ ＝ 誰もが楽しめる、みんなのハロウィン・イベントに!!
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キービジュアルのモデルには、マドンナの2015年ワールドツアーの
バックダンサーを務めたほか、先⽇のリオオリンピック閉会式で
東京開催の紹介パートに登場し話題となった、今、世界が注目す
る⽇本人⼥性⼆人組ダンスユニットAyaBambiを起用します！

■キービジュアルには、世界が注目する日本⼈⼥性⼆⼈組ダンスユニットAyaBambi起用！

【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。

■「ハロウィン・パレード」の先導に『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』が登場！
『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SW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
パレードが展開します。

＜昨年のスターウォーズ展開の模様＞

©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

©Lucasfilm 2016／2016年12月16⽇（⾦）全国ロードショー



■20周年特別企画 『Projection Mapping Live Show 〜ニッポンのハロウィン〜』

■ファン必⾒！注目のコンテンツが満載のHALLOWEEN映画祭

■「ハロウィン・パレード」には、豪華アーティストが集結
毎年多彩なゲストDJを迎える「ハロウィン・パレード」。今年のゲストにはm-floの☆Taku Takahashiのほか、BLACK JAXXで
DJを担当するDJ DRAGON、エレクトロパーティ「fancyHIM」ではHOST/DJとして活躍中のDJ LEOCANDYCANEが決定。
さらに、キービジュアルに登場のAyaBambiがダンスパフォーマーとして、「ハロウィン・パレード」に登場します！

☆Taku Takahashi
（m-flo,block.fm）

DJ DRAGON DJ LEOCANDYCANE

20周年を記念した、今年限りのスペシャルコンテンツ。NAKED Inc.の村松亮太郎⽒を総合演出に迎え、ニッポンのハロウィンを
テーマに、プロジェクションマッピングとライブパフォーマンスを融合した、ハロウィン・エンターテイメント・ショーを開催！
10月30⽇（⽇）の20:00の回には、スペシャルゲストとしてAyaBambiが登場し、ダンスパフォーマンスを披露します！

【総合演出：村松亮太郎 プロフィール】
NAKED Inc.代表。クリエイター。TV／広告／MVなどジャンルを問わず
活動。⻑編映画4作品を劇場公開し、短編作品と合わせて、国際映画
祭で48ノミネート・受賞している。
主な作品に、東京駅の3Dプロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI
VISION』をはじめ、国内有数の⼤型プロジェクションマッピングプロジェクト
を手掛けている。さらに水族館等様々なコラボレーションした空間演出など
も多数手掛け、最近では、映像と展示を融合した新しい空間演出作品
『FLOWERS BY NAKED』を発表し、話題となった。

毎年⼤人気のHALLOWEEN映画祭。今年は、2つのスペシャルコンテンツをご用意します。1つはイタリアン・ホラーの⾦字塔『サ
スペリア』上映＆音楽担当のイタリアンロックバンド『ゴブリン』が映画に合わせて生演奏するスペシャル企画！もう1つは『ノロイ』や
『貞子vs伽椰子』などでお馴染みの⽩石晃士監督が厳選した、映画ファンに観て欲しいカルトホラー作品を特集上映します！

「サスペリア×ゴブリン」

©1976 SEDA SPETTACOLI S.P.A. DESIGN AND ARTWORK
©2004 CDE/VIDEA

GOBLIN『Susperia』

主催：クラブチッタ

「白石晃士監督厳選・カルトホラー特集」

『犬神の悪霊』 『貞子vs伽椰子』
＜上映作品（予定）＞

その他
『HOUSE ハウス』 など

【映画監督：⽩石晃士 プロフィール】

1973年福岡県出身。98年 『風は吹くだろう』が、
ぴあフィルムフェスティバル99で準ブランプリを受賞。
その後、『ほんとにあった！呪いのビデオ』（99〜）シリーズ
等を経て、04年に『呪霊 THE MOVIE ⿊呪霊』で劇場
監督デビュー。その後も『ノロイ』（05）『⼝裂け⼥』（07）
『グロテスク』（08）『オカルト』（09）など、主にホラー作品
を手がけ、『パラノーマル・アクティビティ』に通じるフェイク・ホラー
の第一人者として評価を受ける。
舞台挨拶をすれば多くのファンが集まるほど国内外に多くの
ファンを持つ、次世代を担う今注目のジャンルの監督。

※上記主要プログラムのほか、今年も様々なイベントプログラムを展開してまいります！

※上記画像は制作段階のイメージです。



■年々盛り上がりを⾒せているキッズ関連プログラム

■社会課題にしっかり対応するカワサキハロウィン

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 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／スカイマーク株式会社／セレサ川崎農業協同組合／東京ガス株式会社／ハイネケン・キリン株式会社／富士通株式会社
Ben&Jerry’s／株式会社マタハリー／メルシャン株式会社／横浜銀⾏／株式会社よみうりランド（50音順／8月末現在）

協⼒ アディダスフットサルパーク川崎／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／スカイパックツアーズ株式会社／
タイムズ24株式会社／株式会社⽇本エレクトライク／⽇本トイザらス株式会社／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／リコージャパン株式会社（50音順／8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）
TEL：044-233-1934 ／ Mail： ando@citta-ent.co.jp kawabe@citta-ent.co.jp

毎年、圧倒的な人気を集めている「キッズ・パレード」をはじめ、『カワハロ』には、キッズ、ファミリーが楽しめるコンテンツが満載です。
今年はさらに新プログラム「キッズ・タウン・ツアー」を開催します！

キッズ・パレード

※昨年のキッズパレードの様子

キッズ・パーク

参加者
1,500⼈

（昨年実績）

※昨年のキッズパークの様子

Supported by

キッズに⼤人気のキャラクター
が、今年もカワハロに⼤集合!

キッズ・タウン・ツアー NEW

20周年特別企画として、キッズプログラムを新設！
ハロウィンの街、川崎駅の東⻄を、
キッズが架け橋となるスペシャルプログラム！

参加施設：

※その他商業施設連動企画として、お菓子がもらえる「トリック・オア・トリート」、「カワハロ スタンプラリー」も実施します！

イベント概要：
ラゾーナ川崎プラザをスタートして、
様々なタウンポイントを経由して
ラ チッタデッラ内のゴールを目指します。
タウンポイントには、キッズが楽しめる
様々なイベントが盛りだくさん。

ハロウィンの街、カワサキを、
キッズやファミリーに楽しんでいただく
回遊型のイベントです。 ※イメージ

カワサキ ハロウィンは、社会課題にも積極的に取り組み、誰もが楽しめる、みんなのハロウィン・イベントを実現していきます！

参加者
1,000⼈

（予定）

毎年キッズ、ファミリーに
⼤人気のパレードです！

「ハロウィン・パレード」「キッズ・パレード」における
⾞いすの⽅々への対応をスタートします！

これまでパレード運営においては、参加者の皆様の安全を第一に考え、
⾞いすをはじめ、障がいをお持ちの方々の参加をご遠慮頂いておりましたが、
今年から体制を強化し、⾞いすの方々への参加対応をスタートいたします。
今後は、様々な障がいをお持ちの方々も安心して気軽に楽しめる、
ハロウィン・イベントの実現に向けて取り組みを進めてまいります。

カワハロは、これまでも、これからも、
クリーンなハロウィン・イベントを目指します！

●「ハロウィン・パレード」「キッズ・パレード」での清掃活動実施（10/29・30）

●⼤型商業施設10店舗連動による『街のお掃除イベント」開催（10/31）

街をキレイにする活動を展開している
NPO法人グリーンバードの協⼒のもと、
駅周辺の清掃活動を積極的に展開。
カワサキ ハロウィンはこれからも、
クリーンに楽しめるイベント実施に努めます。

＜主な清掃活動予定＞
※協⼒：近畿⽇本ツーリスト


