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報道関係者各位 

福岡地所株式会社 
 

キャナルシティ博多・木の葉モール橋本・リバーウォーク北九州 ハロウィンイベント 

ハロウィン仮装パレード＆コンテストを 3 施設で開催 
グループホテルでもハロウィンパーティ開催 

 

福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区 代表取締役 榎本一郎）が運営する商業施設「キャナルシテ

ィ博多」と「木の葉モール橋本」、「リバーウォーク北九州」は、10月にハロウィンイベントを開催いたし

ます。 

 

 
 
 

①博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト参加者500名募集 

10/25 キャナルシティ博多 
 
「博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト」は、ユニークな仮装行列で 

博多の街を盛り上げるイベントとして、2006年にスタートしました。 

今年で９回目を迎え、2014年までの8回で参加者は累計約4,100名に 

のぼります。 

ご家族連れやお友達同士など幅広い世代の方々が、魔女やかぼちゃ 

の定番モチーフに加え、その年人気の映画やアニメ、お笑い芸人など 

バラエティ溢れる仮装スタイルで「博多リバレインモール」を出発し、 

「博多川端商店街」を通って、「キャナルシティ博多」までの約800ｍ 

のコースをパレードいたします。 
 
 ＜日 時＞ 10月25日(日)14:00～17:00 ※少雨決行  
 
 ＜募 集 人 数＞ 500名 要事前応募、定員に達次第受付終了 
 
 ＜募 集 期 間＞ 9月18日(金)～10月16日(金) 
 
 ＜応 募 方 法＞ キャナルシティ博多ウェブサイト（http://www.canalcity.co.jp）にてメールにて 

  受付を開始いたします。 
 
 ＜賞 品＞ ・グランプリ／ 賞金15万円 

  ・準グランプリ／賞金10万円 

  ・オーディエンス賞／賞金5万円 

  ・キャナルシティ博多賞／ 

  キャナルシティ博多お買物券 

  ５万円分 

  その他にも多数の賞品を予定して 

  おります。 
 
 ＜主 催＞ キャナルシティ博多 

  博多リバレインモール 

  博多まちづくり推進協議会 
 
 ＜協 力＞ 博多川端商店街 ※写真は昨年のもの 
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博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト 2015 スケジュール 
時 間 内 容 場  所 

11:30 受付開始 博多リバレインモール1F フェスタスクエア 

（正面エントランス前） 

14:00 パレードスタート 

 

博多リバレインモール～ 

博多川端商店街～ 

パレード参加者は、商店街の５箇所のポイントで“trick or treat” 

と声をかければお菓子がもらえます！ 

キャナルシティ博多 

14:30 パレードゴール キャナルシティ博多 B1F スターコート 

（ノースビル B1F レストランゾーン近くの噴水広場） 

16:00 仮装コンテスト審査発表 

表彰式 

キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
リバレインモールを出発 ~ 博多川端商店街「trick or treat！」 ~ キャナルシティ博多で表彰式 

※昨年グランプリ受賞者   

 

②葉っぴーハロウィンパレードに小学生以下のお子様300名募集 

10/25 木の葉モール橋本 
 
木の葉モール橋本では、お子様300名参加によるかわいらしいハロウィンパレードを開催いたします。 

パレードルートは、木の葉モール橋本の施設の外周で、魔女の帽子やマント、カボチャをモチーフとし

た小物等のお貸し出しも行いますので、気軽に参加することができます。 

今年は、近隣幼稚園児や高校吹奏楽部にもイベントにご参加いただき、地域のみなさまとハロウィンを

盛り上げてまいります。 

 

●葉っぴーハロウィンパレード 
 
 ＜日 時＞ 10月25日(日)13:30～パレード開始(予定) ※小雨決行 荒天中止 
 
 ＜募 集 人 数＞ 小学生以下のお子様300名 当日先着にて受付(定員に達し次第受付終了) 

  城南高校吹奏楽部の生徒さんがマーチングでパレードを先導し、 

  当日募集のお子様300名＋近隣幼稚園児（予定）が参加します。 
 
 ＜参 加 方 法＞ 当日11時より受付開始 

  ※衣装等のお貸し出しも行いますが、オリジナルの衣装・仮装の持ち込みも歓迎いたします。 
 
 ＜会 場＞ 受付／木の葉モール橋本ガーデンコート1F 

  パレード／ガーデンコート1F より出発 木の葉モール橋本館内と周辺 
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●ハロウィンコンサート 
 
 ＜日 時＞ 10月25日(日)15:30～(予定) 
 
 ＜観 覧 方 法＞ 観覧無料 
 
 ＜会 場＞ 木の葉モール橋本ガーデンコート1F 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③こくらハロウィン2015ハロウィンパレード＆仮装コンテスト表彰式 

10/18 リバーウォーク北九州 
 

今年で3度目を迎える「こくらハロウィン」の表彰式をリバーウォーク北九州で行います。 

思い思いのハロウィン仮装に身を包んだ、幅広い世代の参加者が小倉の街に集結し、小倉駅 COLET・I‘m

前広場～魚町銀天街～井筒屋クロスロード～リバーウォーク北九州をパレードいたします。 
 
 ＜日 時＞ 10月18日(日) 

  審査13:00～15:15 パレード15:30～16:30 表彰式16:30～17:15 

  ※雨天時は変更する可能性があります。 
 
 ＜募 集 人 数＞ 800名 要事前応募、定員に達次第受付終了 
 
 ＜参 加 方 法＞ 公式サイトより受付中 http://www.kokurahalloween.jp/ 
 
 ＜賞 金＞ 優勝賞金10万円 
  
 ＜会 場＞ 審査／JR 小倉駅前 JAM 広場  

  パレード／小倉駅 COLET・I’m 前広場～魚町銀天街～井筒屋クロスロード～ 

  リバーウォーク北九州 

  表彰式／リバーウォーク北九州 
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４.福岡地所グループのホテルでもハロウィンパーティを開催 
 

●グランドハロウィンナイト2015／グランド ハイアット 福岡 
 
キャナルシティ博多内のホテル「グランド ハイアット 福岡」では、1F のレストラン、バー、ティーラ 

ウンジを会場にハロウィンパーティを開催。 

当日は、手作りのおばけかぼちゃをはじめ、ハロウィンのデコレーションでお客さまをお迎えいたします。 

また、宿泊券やディナー券等がもらえる仮装コンテストも実施いたします。 
 
 ＜日 時＞ 10月25日(日)17:30～20:00（17:15「アロマーズ」前にて受付開始） 
 
 ＜料 金＞ 前売 大人6,000円、6～12歳3,000円 

  当日 大人7,000円、6～12歳3,500円 

  ※料金は、料理、シャンパン（1杯）、フリードリンク、サービス料、税金を含む。 

  ※前売券は、ホテル内「アロマーズ」「ラ テラス」「マティーニ―ズ」の３店で販売。 

  ※当日は受付が混み合いますので、前売券のご購入をおすすめいたします。 
 
 ＜定 員＞ 150名 ※要予約 
 
 ＜ドレスコード＞ ハロウィンの仮装（お洋服はもちろん、小物でも OK）   
 
 ＜会 場＞ 1F レストラン「アロマーズ」、バー「マティーニーズ」、ティーラウンジ「ラ テラス」 
 
 ＜お問い合わせ＞ レストラン予約 TEL：092-282-2803（9:00～18:00） 

 

●ハロウィンパーティ／ハイアット リージェンシー 福岡 
 
博多駅東のホテル「ハイアット リージェンシー 福岡」では、1F のバーを会場に、カジュアルで賑やか 

なハロウィンパーティを開催いたします。 

季節の食材を使用したブッフェスタイルのお料理に、ハロウィンをイメージしたオリジナルカクテルやワ 

イン、ソフトドリンクが飲み放題。ハロウィン仮装でのご参加も大歓迎です。 
 
 ＜日 時＞ 10月31日(土)19:00～21:00（18:30受付開始） 
 
 ＜料 金＞ 4,000円 

  ※料金は、洋食ブッフェ（着席）、フリードリンク、サービス料、税金を含む。 
 
 ＜定 員＞ 50名 ※要予約 
 
 ＜会 場＞ ハイアット リージェンシー 福岡1F バー＆ラウンジ「ロトンダ」 
 
 ＜お問い合わせ＞ レストラン予約 TEL：092-412-1249（9:00～20:00） 

 

 


