
******************************************************* 

ハイパー大仮装＆ミクスカルチャーレボリューション 

Kawasaki Halloween2014 

～国内最大級のハロウィンイベント～ 

******************************************************* 

 

 川崎市では、1997年より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、川崎駅

東口一帯にて、ハロウィンイベントを開催しています。今や日本最大級のハロウィンイベントと

して、全国的に認知されるばかりか海外からも注目されるようになりました。 

 

１ 日時 平成 26 年 10 月 18 日（土）から 10 月 31 日（金） 

※各イベントにより開催時間は異なります。 

 

２ 会場 川崎駅東口一帯  

（メイン会場：LA CITTADELLA 神奈川県川崎市川崎区小川町 4-1） 

 

３ 主なイベントプログラム 

 ●ハロウィン メインパレード  

 

約 2,500人が参加する国内最大級の仮装パレードで、大音

量のクラブサウンドに合わせ、スタートから一直線にゴール

の川崎駅前に向けて車道上を進行します。このパレードの参

加者は北海道から九州まで全国から集まり、仮装のクオリテ

ィは非常に高いので必見です。 

 

日 時 10月 26日（日）14：30～15：45 

スタート 川崎富士見公園付近 

ゴール  川崎駅前  

 

 

  

 

 

 

 

●ハロウィン アワード   

ハイレベルな仮装が次々と登場する仮装コンテストの表彰式。大賞の「ベストパンプキン

賞」受賞者にはペアでイタリア旅行＋賞金をプレゼント。また「エコ賞」、「ファミリー賞」

「グループ賞」など豪華賞品盛りだくさん！ 

日 時 10月 26日（日）16：00～17：00 

場 所 Arena CITTA’ （フットサルコート） 



●ハロウィン キッズ・パレード 

   小学生以下のお子様たちによる可愛らしい仮装パレード。 

 

日時 10月 25日（土）13：00～14：00/15：00～16：00 

スタート・ゴール ラ チッタデッラ（屋外広場） 

パレードコース  チネチッタ通り⇔銀柳街⇔銀座街 

 

 

 

 

 

 

●ハロウィン バー・ホッピング 

  今年のカワサキハロウィンは期間を延長して、10 月 31 日にも新企画“バー・ホッピング（は

しご酒）”を開催。当日、協力店のバーや居酒屋に仮装していくとお店独自の特典を受けられ、

さらに 3 軒回るとオリジナルＴシャツプレゼントや CLUB CITTA’で開催される「ファイナ

ルパーティー」への入場が無料になる特典が受けられます。 

日 時 10 月 31 日（金）夜 

場 所 川崎駅東口周辺一帯 

 

４ 主催 カワサキ ハロウィン プロジェクト委員会 

 

５ お問い合わせ 

カワサキ ハロウィン プロジェクト事務局 

株式会社 チッタ エンタテイメント 内 

TEL: 044-233-1934   FAX: 044-222-8004 

E-mail: tsuchiya@citta-ent.co.jp 

HP: 

日本語版  http://lacittadella.co.jp/halloween 

英語版   http://lacittadella.co.jp/halloween_english/#stacktitle1 



******************************************************* 

Kawasaki Halloween 2014 

~ The Most Grand Halloween Event in Japan!! ~ 

******************************************************* 

 

Since 1997, Kawasaki has been hosting a Halloween event around the east exit of Kawasaki 

Station, with an aim to transmit Kawasaki’s charm and energy to the rest of Japan. It is currently 

the largest Halloween event in the country. Not only is it recognized across Japan, but the event 

has also gathered attention from overseas.  

 

1 Date and Time: October 18
th
 (SAT) ~ October 31

st
 (FRI), 2014 

 **Hours will vary depending on each event. 

 

2 Venue: Around the East Exit of Kawasaki Station 

(Main Venue: LA CITTADELLA; 4-1 Ogawa-cho, Kawasaki Ward, Kawasaki City,  

Kanagawa Prefecture)  

 

3 Program of Main Events 

 Halloween Main Parade  

 

This is the most grand costume parade in Japan, gathering 

approximately 2 500 participants. Accompanied by full blast 

club music, participants will proceed through the roadway 

from the start line towards the goal line in front of Kawasaki 

Station. Participants gather from all across Japan, spanning 

from Hokkaido to Kyushu, and the quality of costumes are 

stellar. This is definitely an event not to be missed! 

 

 

Date and Time: Sunday, October 26
th
 2:30 pm ~ 3:45 pm 

Start: Around Kawasaki Fujimi Park  

Goal: In front of Kawasaki Station  

   

   

  

 

 

 

 

 

 



 Halloween Awards  

An award ceremony for a costume contest where high-level costumes will make an 

appearance one after another. The Best Pumpkin Award Grand Prize winners will get trip to 

Italy for two and a monetary prize. There are also many prizes including the Eco Award, the 

Family Award, and the Group Award.  

 

Date and Time: Sunday, October 26
th
, 4:00pm ~ 5:00pm 

Venue: Arena CITTA’ (Futsal Court) 

 

 Halloween Kids Parade  

   An adorable costume parade for pre-elementary school children.  

Date and Time: Saturday, October 25
th
, 1:00pm ~ 2:00pm/ 

3:00pm ~ 4:00 pm 

Start and Goal: LA CITTADELLA (Outdoor Forum)  

Parade Route: CINECITTA’ Road ⇔Ginryu Street⇔Ginza 

Street 

     

 

 

 

 Halloween Pub Crawl 

This year’s Kawasaki Halloween event period has been extended, and on October 31
st
, a new 

Pub Crawl event will be held. On this day, if you go to cooperating bars and/or izakayas in 

costume, you will enjoy special privileges. Additionally, if you make your way to three 

bars/izakayas, you may receive an original T-shirt or gain free admission to the Finale Party 

held in CLUB CITTA'. 

 

Date and Time: The evening of Saturday, October 31
st
 (FRI) 

Location: Around the East Exit of Kawasaki Station  

 

4 Host: Kawasaki Halloween Project Executive Committee 

 

5  Contact: 

Kawasaki Halloween Project Executive Office 

CITTA’ Entertainment Co.  

TEL: 044-233-1934   FAX: 044-222-8004 

E-mail: tsuchiya@citta-ent.co.jp  

Website: Japanese Version http://lacittadella.co.jp/halloween/ 

English Version http://lacittadella.co.jp/halloween_english/#stacktitle1 

mailto:tsuchiya@citta-ent.co.jp

