平成 30 年 10 月 16 日
市 長 記 者 会 見 資 料

日本最大級のハロウィンイベント「カワサキ ハロウィン ２０１８」開催
〜おかげさまで 22 回目！〜
初挑戦！新川通りの全６車線を完全ジャックしたダイナミックな ハロウィン・パレード や

カワハロ史上最多の 2,500 人が審査の対象になることができる

ハロウィン・アワード など

挑戦し続ける「カワハロ」をお楽しみください！

川崎駅周辺の商店街・商業施設・川崎市などがタッグを組んだ「カワサキ ハロウィン プロジェクト」
は、今年も日本最大級のハロウィンイベント「カワサキ ハロウィン」を開催し、

ハロウィンのまち

として全国に川崎の魅力を発信いたします。
1997 年(平成 9 年)に開催してから 22 回目となる今年は、メインのイベントである「ハロウィン・
パレード」において、新川通りの全６車線を完全ジャックした、カワハロ史上最大！ダイナミックなパ
レードに初挑戦し、観覧スペースも両サイドに設置します。また、パレード参加者全 2,500 人が審査
の対象になることができる ハロウィン・アワード も開催します。今年も「カワサキ ハロウィン 2018」
に御期待ください。

10 月 27 日(土)
10 月 28 日(日)
１

主なイベント

キッズ・パレード
ハロウィン・パレード、ハロウィン・アワード

※少雨決行・荒天中止

※イベントによっては事前申し込みが必要ですので、詳細はホームページを確認ください。

(１)

ハロウィン・パレード
2,500 人が参加する日本最大級の仮装パレードです。
【日時】10 月 28 日(日) 14:30〜15:45
【コース】小川町線（京急高架下通り） 市役所通り
平和通り 新川通り

(２)

ハロウィン・アワード（仮装コンテスト）
ハロウィン・パレード参加者がアプリから登録すると審査
の対象となるカワハロ史上最多の仮装コンテストです。
【日時】10 月 28 日(日)

(３)

キッズ・パレード
1,500 人の小学生未満のお子様と保護者が仮装して
商店街内をパレードします。
【日時】10 月 27 日(土)12:00／13:30／15:00(全 3 回)
【コース】銀座街

→ 銀柳街 → チネチッタ通り

※写真は 2016 年・2017 年の様子
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２
(１)

川崎の魅力を発信する取組
インバウンドへの取組
JR 川崎駅を中心に、市内を代表する観光スポット、大型商業施設、宿泊施設などが連携して、
インバウンド向けの様々なサービスを展開します。
・総合インフォメーションの拡充
今年は、チネチッタ通りに加えて川崎市役所第三庁舎など、案内ブースを５ヵ所に増やし、
英語・中国語・韓国語で対応いたします。
・川崎観光スタンプラリー

10 月 8 日（月・祝）〜31 日（水）

川崎の誇るユニークでフォトジェニックな観光資源を巡るスタンプラリーを実施します。
（公式アプリをダウンロードして参加）
参加施設：川崎大師、川崎マリエン、ウエアハウス川崎店、東海道かわさき宿交流館、若宮八幡宮、
市民ミュージアム、日本民家園、岡本太郎美術館、かわさき宙と緑の科学館
賞品交換：10 月 26 日（金）〜31 日（水）11:00〜20：00 ラ チッタデッラ ビバーチェ棟 2 階

・74 言語対応の音声翻訳機をレンタル

10 月 1 日（月）〜31 日（水）
（外国人限定サービス）

9 月に発売された 74 言語対応の音声翻訳機を、川崎駅周辺の宿泊施設や観光案内所等の 11
施設で格安にて貸出します。
（返却は郵送）
貸出場所： JR 川崎駅「かわさき きたテラス」
、生田緑地東口ビジターセンターほか宿泊施設 9 ヵ所
貸出料金：1 日 300 円（通常：1 日 900 円）

・川崎駅周辺 7 大型商業施設で各種インバウンド向けサービス実施（外国人限定サービス）
公式アプリまたは公式 HP の指定ページか、公式パンフ「観光客のための川崎ガイド決定版！」
を提示することで、各種インバウンドサービスを受けることができます。
対象施設：アトレ川崎、ウイング川崎、川崎ルフロン、川崎モアーズ、川崎 DICE、ラ チッタデッラ、
ラゾーナ川崎

・その他インバウンド向け特別企画も実施（外国人限定サービス）
「ハロウィン・パレード」特別観覧席提供、日本古来の伝統芸「狂言」観賞、自分で着られ
る着物体験等を実施（有料、事前予約制）
(２)

川崎駅周辺のお得キャンペーン「カワハロ・フェア」
「カワサキ ハロウィン 2018」エリア内の商店街や商業施設にて
「カワハロ・フェア」が行われます。
【対象キャンペーン】
・カワハロスタンプラリー

10 月 1 日(月)〜31 日(水)

『川崎ブレイブサンダース』コラボ企画
川崎駅周辺の商業施設を巡り、豪華賞品が当たる抽選会に参加で
きます。
・『ハロウィン・フェア』10 月 1 日(月)〜31 日(水)
期間限定のスペシャルメニューやサービスを提供します。
・『Trick or Treat』10 月 27 日(土)・28 日(日)
合言葉『トリック･オア･トリート』を言ってお菓子をゲット！
※キャンペーンの内容及び条件等の詳細は、ホームページや カワサキ ハロウ
ィン公式アプリ を御覧ください。
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(３)

ダイバーシティへの取組
・車いす利用者のパレード参加
すべての人たちが暮らしやすい、バリアのない社会環境づくりを
進める「かわさきパラムーブメント」の考え方を「カワサキハロウィ
ン」に取り入れ、車いす利用者がパレードに参加します。
ウ

ィ

ル

コ

ギ

ー

今回は、新たにかわさき基準（KIS）認証福祉製品（WHILL・COGY）
の車いすを利用してのパレード参加も予定しています。

COGY

WHILL

・ピープルデザイン川崎就労体験プロジェクト
本市と包括協定を締結しているＮＰＯ法人ピープルデザイン研究所の協力により、昨年度に引
き続き、企業への一般就労を目指している市内就労支援施設の利用者が就労体験として、カワハ
ロのサポートを行います。
３
(１)

その他
ハロウィン装飾バス（市バス）の運行と展示
市内の子供たちと交通局が装飾した、ハロウィン装飾バスを 10 月 17 日(水)〜31 日(水)に通
常路線で運行するほか、27 日(土)12 時〜16 時、28 日(日)13 時〜16 時に川崎駅東口 11 番
バス乗り場で展示を行います。

(２)

インスタ映え！

BIG かぼちゃゲートバルーン

の設置

巨大なかぼちゃのバルーンを川崎市役所第３庁舎玄関に設置。
「ハロウィンのまち・かわさき」は、まち全体がハロウィン一色に
染まります。
【期間】10 月 15 日(月)〜10 月 31 日(水)
【場所】市役所第３庁舎玄関前
(３)

10 月 28 日(日)の川崎駅周辺道路の車両規制について(お知らせ)
「ハロウィン・パレード」進行のため、下図の区間において車両規制を行います。交通渋滞の
発生が予測されるため、ドライバーの皆様には、迂回をお願いします。
【日時】10 月 28 日(日)13 時 30 分〜16 時 00 分頃
【規制場所】 ・新川通り：全面通行禁止
・市役所通り：片側車線の対面通行
・小川町線（京急高架下通り）：ルフロン側一方通行レーンのみ通行禁止

〈お問合せ先〉
■川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

勝盛

電話 044(200)2353
■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 プロモーション本部内〕
電話 044(233)1934
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