2022 年 10 月 4 日

10 月 30 日（日）
、3 年ぶりに横浜駅西口エリアで

「横浜西口ハロウィン 2022」を実開催
スタンプラリーやファミリー仮装ウオークでハロウィーンを盛り上げよう
一般社団法人横浜西口エリアマネジメント
（一社）横浜西口エリアマネジメント（所在地・横浜市西区、代表理事・森村 幹夫）では、2022 年 10 月 30 日（日）
に、横浜駅の西口周辺（横浜市西区南幸 以下、横浜駅西口エリア）の公共空間や商業施設を活用した「横浜西口ハロ
ウィン 2022」
（以下、同イベント）を開催します。
これは、横浜駅西口エリアの活性化を目的に、周辺の店舗と企業が一体で開催しているものです。2021 年は、コロ
ナ禍により特設サイトを開設し、オンラインで実施しました。7 回目となる今回は、感染防止対策を徹底した上で、お
子さまから大人まで楽しめるハロウィーンイベントを、横浜駅西口エリアで実施します。屋外で開催する同イベント
は、3 年ぶりとなります。
「サンバイザーでロリポップラリー」は、ラリー台帳にもなっているサンバイザーをかぶって、横浜駅西口周辺の
ラリーポイントで、シールとお菓子をもらいながら歩くウオークラリーです。サンバイザーをかぶった姿を「#横浜西
口ハロウィン」を付けて Instagram に投稿された方に、横浜駅西口エリアにあるお店のご招待券（5,000 円分）を抽選
でプレゼントします。また、大好評の「ハロウィンファミリー仮装ウォーク」も 3 年ぶりに復活。多くの人が行き交
う横浜駅西口エリアを親子で参加する仮装パレードでは、非日常の気分をお楽しみいただけます。その他、個性的な
デコレーションを施して楽しめる「ハロウィンのおうちバッグつくり」や、ハロウィーンに関する商品をそろえた「ハ
ロウィンマーケット」など、ハロウィーンの雰囲気を存分にお楽しみいただけるイベントを多数実施します。また、
横浜西口エリアマネジメントの Instagram では、5 つの商業施設（相鉄ジョイナス、横浜タカシマヤ、横浜モアーズ、
ニュウマン横浜、シァル横浜）のハロウィーンシーズンイチオシ商品をご紹介します。
横浜西口エリアマネジメントでは、今後もさまざまな取り組みを実施することで、横浜駅西口エリアの活性化や魅
力創出に寄与してまいります。
概要は、別紙のとおりです。

ハロウィンファミリー仮装ウォークの様子（イメージ）

（別

紙）

「横浜西口ハロウィン 2022」の概要
1. 日程
2022 年 10 月 30 日（日）
（雨天決行・荒天中止）
※開催の可否は、当日の朝 7 時に、横浜西口エリアマネジメントのウェブサイト、Instagram、facebook にてお
知らせします。
※新型コロナウイルス感染状況などにより、予告なく変更または中止する場合がございます。
2. 会場
・横浜駅西口商業施設（相鉄ジョイナス、横浜タカシマヤ、横浜モアーズ、ニュウマン横浜、シァル横浜）
・横浜駅西口エリアの公共空間（Niigo ひろば、横浜駅みなみ西口広場、横浜モアーズ・ニュウマン横浜間公道、
周辺路面店など）
3. 参加費
無料（飲食や物販などは、一部有料です）
4. 内容
■サンバイザーでロリポップラリー
ラリー台帳にもなっているサンバイザーをかぶって、横浜駅西口周辺の 10 カ所のラリーポイントを回り、シー
ルを集めながらお菓子を受け取ります。サンバイザーにシールを貼ると、ハロウィーンにまつわる絵が完成し
ます。サンバイザーをかぶった姿を「#横浜西口ハロウィン」を付け、Instagram に投稿いただいた方の中から
抽選で 5 人に横浜駅西口エリアにある店舗のご招待券（5,000 円分）をプレゼントします。
・ラリーポイント 相鉄ジョイナス 1F パパブブレ前入口前、横浜モアーズ・ニュウマン横浜間公道、横浜駅み
なみ西口広場、Niigo ひろば、ドン・キホーテ横浜西口店、ホテル ザ ノット ヨコハマ
他、計 10 カ所
・受

付

横浜モアーズ・ニュウマン横浜間公道

・開催時間

11 時～17 時（最終受付 16 時）

・参加人数

先着 500 人（当日受け付け。定員になり次第終了）

※雨天決行
■ハロウィンファミリー仮装ウォーク
思い思いに仮装をして、多くの人が行き交う横浜駅西口エリアを親子で楽しくパレード。非日常の気分をお楽
しみいただけます。参加のお子さまには、ゴール地点でお菓子をプレゼントします。
参加方法は、10 月 4 日（火）から専用の申し込みサイト（URL：https://ynh2022-fw.peatix.com/）で先着順
に申し込みを受け付け。
・受付、スタート 横浜モアーズ 1F 正面入口
・開催時間

①11 時 30 分～12 時（受付時間 11 時 15 分～11 時 30 分）
②13 時 30 分～14 時（受付時間 13 時 15 分～13 時 30 分）
③15 時～15 時 30 分（受付時間 14 時 45 分～15 時 00 分）

・参加人数

各回先着 50 人（大人含む）
、計 150 人（事前申し込み制）

ハロウィンファミリー
仮装ウォーク申し込みサイト

※雨天決行
■ハロウィンのおうちバッグつくり
「おうち」の形をした箱とふたの部分に、カラフルなデザインペーパーを貼って、
個性的にデコレーション。布ベルトを通すとミニバッグとしてお使いいただけま
す。世界に一つだけのオリジナルバッグにお菓子をたくさん詰め込もう！
・会

場

幸川橋

・開催時間

11 時～17 時

・参加人数

先着 100 人（当日受け付け）

※雨天時はムービル 1F で実施

ハロウィンのおうちバッグ
（イメージ）

■ハロウィンマーケット
公共空間を活用し、デザイナーや作家によるアート作品も含め、ハロウィーンに関連
したクオリティの高い作品を販売する雑貨店などが出店。
・出店場所

横浜駅みなみ西口広場

・開催時間

11 時～20 時

・出 店 数

10 店舗程度（予定）

・出店内容

アクセサリーや雑貨など、ハロウィーンに関連した商品を展開。 ハロウィンマーケットの様子
（イメージ）

※雨天決行
■イートテラス

ランチタイムなどにゆっくりとくつろげる「イートテラス」を設置します。
・設置場所

Niigo ひろば

・実施時間

11 時～17 時

※雨天時は中止
イートテラス（イメージ）

■ハロウィンフェア

横浜西口エリアマネジメント公式 Instagram では、相鉄ジョイナス、横浜タカシマヤ、横浜モアーズ、ニュウマ
ン横浜、シァル横浜の 5 つの商業施設および横浜駅西口周辺の店舗から、かぼちゃを使ったメニューや、ハロウ
ィーン気分を盛り上げる雑貨など、おすすめ商品を紹介。いずれも各店で購入が可能な商品です。
・実施期間

10 月 7 日（金）～10 月 31 日（月）

※横浜西口エリアマネジメント公式 Instagram
https://www.instagram.com/yokohama_west/
※各イベントの詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
・横浜西口エリアマネジメント 公式ウェブサイト内（横浜西口ハロウィン 2022）
https://www.yokohamanishiguchi.or.jp/
※「横浜西口ハロウィン 2022」のページは、10 月 4 日（火）から閲覧できる予定です。
・Future Pub'lic ヨコハマニシグチ（横浜西口エリアマネジメント 公式フェイスブック）
https://www.facebook.com/FPyokohamanishiguchi/
5．その他
・同イベントによる、駐車場の割引サービスはありません。
・イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやポスターなどに使用させていただく場合がござい
ます。ご参加いただいた方には、その旨をご了解いただいているものとします。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日は「ご自宅での検温で、37.5 度以上の発熱のない方」
「アルコー
ル消毒をした方」のご参加とさせていただきます。
・イベント時はご参加の皆さま、スタッフに対して、マスクの着用の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、アル
コール消毒液の用意等、十分な新型コロナウイルスの感染対策を行った上で実施します。なお、新型コロナウイ
ルスの感染状況により、本イベントを延期・中止とさせていただく場合があります。
6. 主催
一般社団法人横浜西口エリアマネジメント
㈱相鉄ビルマネジメント／㈱髙島屋／㈱横浜岡田屋／㈱横浜ステーシヨンビル／㈱ルミネ／横浜西口商和会商店
街／西口幸栄商店会／横浜駅西口五番街商店会協同組合／パルナード管理協議会／㈱ミツウロコ／イオンモール
㈱／相鉄ホテル㈱／㈱相鉄アーバンクリエイツ
7. 後援
エキサイトよこはまエリアマネジメント協議会
8．特別協賛
相鉄ジョイナス／横浜タカシマヤ／横浜モアーズ

9．協賛
㈱伊藤園／SMBC 日興証券㈱／㈱大林組／㈱オカムラ／鹿島建設㈱／㈱加藤組鉄工所／川本工業㈱／キリンビール
㈱／コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱／サッポロビール㈱／東急建設㈱／㈱日建設計／㈱松田平田設計／㈱三
井住友銀行／三井住友信託銀行㈱／㈱横浜銀行
10．協力

相鉄ジョイナス／横浜タカシマヤ／横浜モアーズ／ニュウマン横浜／シァル横浜
11．お問い合わせ
横浜西口ハロウィン 2022 事務局
045-451-0863（平日 10 時～17 時）
【横浜駅東口でもハロウィーンイベント開催！】
「YOKOHAMA East Happy Halloween2022 モバイル de スタンプラリー」
1．日程
2022 年 10 月 22 日（土）～10 月 30 日（日）
2．会場
・ルミネ横浜、そごう横浜店、スカイビル、マルイシティ横浜、横浜ベイクウォーター、日産、横浜ポルタ（7 施
設）
・景品交換所：新都市プラザ ※景品交換所は、10 月 30 日（日）の 1 日限定です。
3．参加費
無料
4．内容
横浜駅東口 7 施設に設置されたスタンプ取得ポイントで、スマートフォンから QR コードを読み取っていただくと
スタンプが取得できます。スタンプを 5 個以上集めて景品引換所でご提示いただいた方には、お菓子ボックスを
プレゼントします。また、横浜駅東口賞として、各施設の商品券やグッズの入ったボックスもご用意しておりま
す。
※お菓子ボックスは 800 個限定、なくなり次第終了とさせていただきます。
※イベントの詳細については、横浜駅東口振興協議会公式ウェブサイト（https://www.yokohama-east.net/）を
ご確認ください。
5．主催
横浜駅東口振興協議会

【参考】
(一社)横浜西口エリアマネジメント
2014 年 6 月に誕生した横浜西口元気プロジェクト実行委員会に代わり、横浜駅西
口エリアの次世代のまちづくりを目的に、2017 年 4 月 3 日に設立。地権者・商業
者・就業者・来街者・居住者といったさまざまな関係者が協働してイベントやワー
クショップなどの企画運営、横浜駅西口エリアの情報発信やプロモーション、防犯
や環境美化などに取り組んでいます。
ウェブサイト

https://www.yokohamanishiguchi.or.jp/

フェイスブック

https://www.facebook.com/FPyokohamanishiguchi

インスタグラム

https://www.instagram.com/yokohama_west/

ウェブサイト

フェイスブック

インスタグラム

【地域活性化サポーター募集】
(一社)横浜西口エリアマネジメントでは、一緒に横浜西口の未来を創り育てていく地域活性化サポーターを募集
しています。まちでのイベント運営サポートや、まちの情報発信、まちの人々との交流など、横浜西口のさまざま
な取り組みに積極的に関わることができます。
ご興味がある方は、横浜西口エリアマネジメントウェブサイトからお問い合わせください。
【まちづくり拠点 「FUTURE PUB’LIC ヨコハマニシグチ」】
横浜西口の未来を考え、実験していく新たな拠点「FUTURE PUB’LIC ヨコハマニシグチ」を 2017 年 6 月 1 日に
オープンしました。横浜西口をもっと面白い街にしていくために、さまざまな人々が出会い交流しながら、街の未
来を一緒に創り育てていく開かれた場です。お気軽にお立ち寄りください。
〈アクセス〉
横浜駅みなみ西口より徒歩 3 分
〒220-0005 横浜市西区南幸 2-1-22
相鉄ムービル ANNEX 1 階
〈お問い合わせ〉
TEL：045-326-3034 定休日：日曜日、月曜日、火曜日
※コロナ禍の状況やイベントなどで変更することがあります。
詳細はフェイスブックでご確認ください。

