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問い合わせ先　原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード事務局　TEL 03-3406-0988　http://omotesando.or.jp/halloween/

主催：商店街振興組合原宿表参道欅会　　協賛：キデイランド／エポック社／カバヤ食品／伊藤園／三立製菓／壮関
協力：渋谷区／渋谷区立神宮前小学校／green bird／アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン／日本ガーディアン・エンジェルス／アミーゴスカリエンテス／ユーロブラス／
　　　東京デザイン専門学校／隅田商事／表参道ヒルズ／東急不動産／ヨックモックホールディングス／コロンバン／愛媛県／高知県

2022

以上の内容で、今年も皆様に楽しんで頂けるよう実施いたします！！
参加にあたってはHPにて詳細の参加方法・注意事項をご確認頂き、ルールを守って参加頂きますようお願い申し上げます。

※開催内容は、当日変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

［会場］ 原宿・表参道周辺
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※雨天の場合、パレードは中止となります。中止の場合、
　当日9：00までに決定、HPにて発表します。

広告

原宿表参道で今
年も

ハロウィーンを

めいっぱい楽し
もう♪

10月上旬より原宿表参
道周辺の

協力店舗にて期間限
定の

特別メニュー・サービ
スを

提供いたします。詳し
くは中面へ

ハロウィーン

メニュー・サービス
カワイ表参道20

楽器販売
渋谷区神宮前 5-1 扶桑ビル

当店は国内最大数の展示スペースからお気に
入りのピアノを選定でき、また豊富な楽譜、コン
サートホールを備えたミュージックショップです。

表参道ヒルズ17

複合施設
渋谷区神宮前 4-12-10

世界中から最新のファッション・ライフスタイル
が集い、日本のファッション・文化の中心地と
して、最先端の情報発信をし続ける表参道の
街のランドマーク。

生活の木14

雑貨
渋谷区神宮前 6-3-8 Tree of life

生活の木は、ハーブ
のある暮らし「ハーバ
ルライフ」を提案し、
40年以上のハーブ・
アロマテラピーの専門
店です。世界32ヵ
国のパートナーファー
ムから厳選されたオー
ガニックハーブやエッ
センシャルオイル、スー
パーフードなどを販売
しています。全国約110店舗の直営店他、ハーブ
ガーデン、サロン、カルチャースクールなど、生活
の中にハーブを取り入れる提案を行っています。

カフェ  ル・ポミエ19

ケーキ／スイーツ
渋谷区神宮前 5-8-2

表参道の一角に構えるテラスつきオープンス
ペースなカフェ。新鮮な食材を使用したスムー
ジーやジュース、フランスチックなサンドイッチ
やショートプレートなどもご用意しております。
ルポミエ特製のフランス菓子でティータイムなど
で素敵な時間を過ごせること間違いなし！

穏田珈琲16

カフェ
渋谷区神宮前 4-13-2HAP表参道ビル

神宮前４丁目、表参道ヒルズの裏手に立地する
閑静なカフェです。広大なテラス席と美味しい
ホットサンド、こだわりのコーヒーで皆様をお待
ちしております。ギャラリーも併設しており、お
洒落な展示会も開催中です。

ISHIDA 表参道13

高級腕時計正規販売店
渋谷区神宮前 4-25-15 B1F

ISHIDA表参道は、神宮前交番の右にある地下
への階段を降りた先にある腕時計の正規専門
店です。都心にありながら広 と々したワンフロア
の店内では、定番モデルから希少品まで、幅広
く取り揃えています。

リンツ ショコラ 
ブティック&カフェ 
表参道 フラッグシップ

18

カフェ・チョコレートの販売
渋谷区神宮前 4-11-6

リンドールをはじめとする20種類以上のチョコ
レートの中からお好きな味を量り売りでお求めい
ただけます。チョコレート専門店ならではの味わ
いのショコラドリンクも人気。日本唯一のコンセプ
トストアで、表参道 フラッグシップ限定コンテンツ
もご用意しております。

キデイランド　
原宿店

15

雑貨・玩具・キャラクターグッズ専門店
渋谷区神宮前 6-1-9

原 宿 とい え ば、
「KIDDYLAND!」
といわれるくらい観
光名所としても有
名な超定番スポッ
ト！海外のお客様
も必ず立ち寄るキャ
ラクターショップで
す。大人気の「ち
いかわらんど」、「星
のカービィ  PUPUPU  MARKET」や「リラック
マストア」「すみっコぐらしショップ」「スヌーピー
タウンショップ」も！一日中楽しめる空間になっ
ていますので、ぜひ遊びに来てください！

CA4LA 表参道店12

帽子専門店
渋谷区神宮前 4-26-18 原宿ピアザビル 1F/2F

帽子専門店の
完成形であり、
CA4LAの 新
しい旗艦店、
『C A 4 L A表
参道』。歴史
ある図書館、
博物館のよう
な重厚でヒストリカルなイメージをコンセプトに、そ
の歴史的な建造物を改装したホテルのようなトラ
ディショナルかつ斬新な内装は圧巻です。2階に
はアトリエ専属デザイナーが常駐し、フルオーダー
からセミオーダー、修理からご相談まで、帽子に
まつわるあらゆる事に対応させていただきます。

11：00〜16：30

お菓子ラリー
原宿表参道周辺
協力店舗

11：00〜16：30

ハロウィーンブース
ピアザビルB1F

 アッセンブリーホール

11：00〜16：30

ハロウィーン抽選会まちかど庭園（ラルフローレン前）特設テント

まちかど庭園（ラルフローレン前）特設テント

10/1からパレード当日までの期間中に
ガイドブック 1 ～ 20の協力店舗で

1,000円（税込）以上のお買い物やお食事をした
レシートで抽選会に参加出来ます！

景品には、お菓子やおもちゃ、周辺の店舗を回って
お菓子が貰えるトリックオアトリートに参加出来る
“お菓子ラリーMAP”も用意しています。
※規定数に達した場合、終了となりますのでご了承ください。
※抽選会でのお菓子ラリーMAP配布は、パレードに参加し
ないお子様に限ります。

※1000円（税込）以上のレシート1枚で１回、お一人様最
大3回まで参加が可能です。

ハロウィーン抽選会 11：00〜16：30

原宿表参道周辺協力店舗

お菓子ラリーMAPを持って
原宿表参道周辺の協力店舗を回り、
“トリック オア トリート”の合言葉で

お菓子をゲット！！

【参加方法】パレード参加の方は、当日受付でお菓
子ラリーMAPをもらえます。パレード参加証を
お持ちでない方は、抽選会でお菓子ラリーMAP
を当てたら参加できます。

お菓子ラリー 11：00〜16：30

ピアザビルB1F アッセンブリーホール

シルバニアくじ（有料）に参加できる
シルバニアブースや、お子様に

楽しんでいただける出展ブースが登場予定！！

ハロウィーンブース 11：00〜16：30

10／30

当日参加
OK！

※開催内容は、当日変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
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ウィズ原宿

キュープラザ原宿

スパイラル

ハロウィーン限定の
かわいくてちょっぴり怖い？！

季節の素材を使った限定メニューを
お楽しみください！

ハロウィーン限定の特別な
サービスをしてくれるお店も

あるので要チェック！

青山ビューティ学院高等部

表参道・新潟館ネスパス

WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） ヨックモック 青山本店

観音山フルーツパーラー 表参道

京橋千疋屋 表参道原宿店
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カフェ／レストラン 渋谷区神宮前 1-11-11 グリーンファンタジアビル１F 菓子販売／飲食（カフェ・レストラン） 港区南青山 5-3-3

フルーツパーラー 渋谷区神宮前 6-28-6　キュープラザ原宿 3F

アンテナショップ 渋谷区神宮前 4-11-7

複合施設 渋谷区神宮前１-14-30

専門学校 渋谷区神宮前 1-11-11グリーンファンタジア 5F 

東急プラザ
表参道原宿

11

複合施設
渋谷区神宮前 4-30-3

アパレルや雑貨だけでなくライフスタイルまでを
含めた旬の“ファッション”をお客様ひとりひとり
に楽しんでいただける「ファッションテーマパー
ク」を目指します。

HARNEY&SONS 
OMOTESANDO

8

食品・食料品・カフェ
渋谷区神宮前 4-2-14 表参道杉山ビル 1階

ＮＹグローバル旗艦店に並ぶ豊富な品揃え、気
軽なテイクアウトティーサービス、そしてゆっくり
くつろげる2階のティーサロン…。HARNEY & 
SONS OMOTESANDOにてお楽しみください。

ブルーのタイルが目印のヨックモッ
ク青山本店。ここでしか味わえない
メニューやお菓子など、四季折々の
美しさを楽しめる空間で、くつろぎ
のひとときをお過ごしいただけます。

一つ一つの出会いを通して、
こだわりの農家さんから直送
のフルーツを使った甘さ控え
めのパフェをご提供します。
季節の最高のフルーツをお
楽しみ下さい。

旬の果物を盛り合わせた
パフェやワッフル、フレッ
シュジュースのほか、フ
ルーツサンドなどお食事
もお楽しみいただけます。 
「果物の千疋屋」ならで
はのテイクアウト用ケー
キ、ご贈答品もご用意し
ております。

青山ビューティ学院高等
部は、高校生から美のプ
ロを目指す専門の高校で
す。将来は、美容師・
ネイリスト・メイクアップ
アーティスト・エステティ
シャンなど、美容業界で
活躍する高い技術と知識
を兼ね備えたプロフェッ
ショナルを目指します。

食を中心に、観光、Ｕ・Iターン情報
など新潟の旬を発信！米や酒などの
特産品を販売する物販店舗のほか、
新潟グルメが楽しめるレストランや立
ち飲みスペースを備えた新潟県のア
ンテナショップです。

原宿・表参道へと
続く玄関口に位置
し、『未来を紡ぐ
“たまり場”』をコ
ンセプトとした商
業・住居の複合
施設です。地下
1階から地上3階
には、「ユニクロ原
宿店」「IKEA原宿」
「資 生 堂ビュー
ティ・スクエア」など、常にファッションや
ライフスタイルのトレンドを発信し続ける店
舗をラインナップ。また、3階にはイベント
ホール「WITH HARAJUKU HALL」とシェ
アスペース「LIFORK原宿」があります。

ラフォーレ原宿10

アパレル /雑貨 /スイーツ
渋谷区神宮前 1-11-6

原宿エリア約40ショップで「シナモロール」を
テーマとしたコラボアイテム・フードを期間限
定販売。街に隠れたシナモンを見つけるスタン
プラリーも開催。

NIKE 原宿9

スポーツ用品
渋谷区神宮前 1-13-12ワイ・エム・スクウェア表参道

豊富なラインナップとサービスで、ライフスタイル
を充実させるものが見つかる空間。ナイキのイ
ノベーションを体感しに、是非店舗にお越しく
ださい。

まるで宝石箱のようなぶどうパフェ。和歌
山県産の新鮮な葡萄をふんだんに使用し
た当店のぶどうパフェは、まさに秋の醍醐
味です。時期によりぶどうの品種が変わ
りますので、都度スタッフが紹介します。

Happy Halloween！マロンやぶどう、かぼちゃに
お芋。秋の恵みが続 と々やってきました。優しい味わいのマロンケーキや、み
ずみずしいぶどうのグラスデザートにワクワク心が躍ります。心地よい秋のテラ
スとやわらかな日差しの中、大切な人と楽しいティータイムをお過ごしください。

ブルー・ブリック・ティーセット
～ハロウィンパーティー～

¥3,740
【提供期間】 9/1～10/31

実りの秋のフルーツを散りばめくちどけのよい
かぼちゃティラミスをパフェに仕立てました

【提供期間】 10/1～10/31

ハロウィンならではの美容メニュー（ヘアセッ
ト・メイク・特殊メイク・ボディペイント・ネイ
ル）を提供する、青山ビューティ高等部の専門
高校に通う生徒たちによる、美容サービスです。 
肌に優しい化粧品を使用しながら、ハロウィン
ならではの、変身が出来るサロン内容です。フォ
トブースでハロウィンの雰囲気満点の写真撮
影サービスも提供します。

ハロウィンヘアメイク
＆フォトブース

無料

【提供期間】 10/30のみ

限定サービス

新潟の柿の種と南蛮海老を使用
し、ピリ辛の自家製ラー油が食欲を
そそります。館内地下1階「お食
事処食楽園」での提供となります。

限定メニュー

お子さまたちが楽しめる縁日
や、共用部にテーブルやイ
スを設置し、あらゆる方がお
寛ぎいただける“たまり場”ス
ペースをご用意します。ぜ
ひお立ち寄りください。

WITH HARAJUKU 
HALLOWEEN 

WEEKEND
無料

【提供期間】
10/29、30

限定サービス

限定メニュー

かぼちゃのかぼちゃの
ティラミス　ティラミス　

ハロウィンパフェハロウィンパフェ
¥2,420¥2,420

新潟県産豚のラー油そば新潟県産豚のラー油そば
¥¥1,320

Napule 南青山本店6
カフェ／レストラン 港区南青山 5丁目 6-24

東京・南青山で20年以上
愛され続ける、平日でも2時
間待ちの行列ができる人気
店。新鮮な食材と技法にこだ
わり抜き、20種類以上のナポ
リピッツァや本格的な南イタリ
ア料理を提供しています。

秋の味覚代表かぼちゃを使用した期間
限定リゾットです。そのほかにも、日替わ
りでかぼちゃを使用したメニューが登場
します。お楽しみに！

かぼちゃのリゾット  ¥¥2,200

【提供期間】 10/22~10/31予定

限定メニュー

限定メニュー

1 ～ 20 の協力店舗でお買い物するとハロウィーン抽選会に参加できます！

ぶどうパフェぶどうパフェ
¥2,980
【提供期間】

ぶどうの季節のみ

限定メニュー

【提供期間】 10月末まで販売予定

ご不明点は事務局までお問い合わせください。原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード事務局／ TEL03-3406-0988
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