
報道関係各位                                               2017 年 10 月 12 日 

 

「渋谷の街」から発信する、大人向けハロウィンイベント 

ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＲＯＪＥＣＴ 2017 

10 月 28 日（土）「ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ」開催 
 

「ハロウィンフードグランプリ」のほか、渋谷最大級の「仮装コンテスト」を開催！ 

東急グループ選りすぐりの 25 店舗によるフォトジェニックなハロウィンフードの祭典！ 

特別ゲストとして、お笑いコンビ「和牛」さんが登場！ 

ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ 実行委員会 
東京急行電鉄株式会社 

 
ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ 実行委員会は、アサヒビール株式会社の特別協賛により、「ＳＨＩＢＵＹＡ オト

ナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＲＯＪＥＣＴ 2017」（以下、本プロジェクト）を 10 月 23 日（月）～10 月 31 日（火）に実施します。   
2013 年からスタートし、本年で 5 回目の実施となる本プロジェクトは、東急グループを中心とした渋谷の商業施設

を拠点に、ハロウィンに仲間と集まってお酒とともに楽しい時間を過ごす新しい提案をするものです。 
本プロジェクトのメインイベントとして、10 月 28 日（土）に「渋谷ヒカリエ」内ヒカリエホールにて、「ＳＨＩＢＵＹＡ オトナ

ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ」（以下、本イベント）を開催します。本イベントでは、東急グループ各施設の飲食テナントな
どから 25 店舗が出店し、ハロウィン No.1 フードを決める「ハロウィンフードグランプリ」と、渋谷最大級の「仮装コンテ
スト」を実施します。   

「ハロウィンフードグランプリ」は「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」選りすぐりの飲食テナントと、「東急ホテルズ」、「東急スト
ア」の合計 25 店舗がハロウィンフード・スイーツの販売を行い、来場者の投票により、グランプリを決定します。 

さらに、「仮装コンテスト」では、当日の予選大会を通過した 10 組による本大会（決勝）を開催し、賞金総額 60 万円
相当の豪華賞品を目指して、ステージ上でパフォーマンスを披露していただきます。また、特別ゲストとして、よしもと
でライブのチケットが一番早く売り切れる若手芸人と言われている、お笑い芸人の「和牛」さんを迎え、大会を盛り上
げていただきます。   

本プロジェクトの実施期間中は、「東急百貨店」、「渋谷ヒカリエ」、「セルリアンタワー東急ホテル」などの渋谷の東
急グループ各施設においても、飲食店でのスペシャルカクテルメニューの販売や、仮装グッズの無料貸し出し、各種
キャンペーンやイベントなどを行います。また、10 月27日（金）には、「セルリアンタワー東急ホテル」B2Fホワイエで、
「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｃｒｏｓｓｉｎｇ -オトナの仮面舞踏会-」と称し、ＤＪライブイベントを開催します。また、本イベントで
は、会場内に仮装のための専用更衣室を設置するなど、マナー啓蒙にも努めます。   

「ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＲＯＪＥＣＴ」ならびに「ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ」の詳細
は別紙のとおりです。 

          

 

 

 

  

「ハロウィンフードグランプリ」 

提供フードイメージ 

「ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ」   
特別ゲスト「和牛」さん 

Pâtisserie & Café DEL’IMNO 
「Mummy」 

 

 

魚力「サーモンと海老のハロウィンてまり寿司」 

su 



【別紙】 

 

＜ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＲＯＪＥＣＴとは？＞ 

“オトナ”を対象にした、渋谷エリアでさまざまなハロウィンイベントを提供するプロジェクトです。2013 年からスタート

し、今年で 5 回目の開催となります。東急グループを中心とした渋谷の商業施設を拠点に、楽しい時間をお酒とともに

過ごすという新しい提案を行い、渋谷の街の活性化を図ります。 

 

主催     ： ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ 実行委員会 

特別協賛  ： アサヒビール株式会社 

公式サイト ： http://otonahalloween.com 

実施・運営 ： 株式会社 東急エージェンシー 

 

■メインイベント：ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ 

●概要 

 10 月 28 日（土）に「渋谷ヒカリエ」内ヒカリエホールで、「渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ」選りすぐりの飲食テナントと、

「東急ホテルズ」、「東急ストア」など 25 店舗が出店し、ハロウィンフードの No.1 を決める「ハロウィンフードグラ

ンプリ」や、渋谷最大級の「仮装コンテスト」を開催します。 

 

【実施日程】 10 月 28 日(土)  18:00～21:00 ※17:30 開場 

① 18:00～18:20 オープニング 

② 19:00～19:20 フード紹介ステージ 

③ 19:20～20:00 仮装コンテスト本大会 

④ 20:00～20:20 特別ゲスト「和牛」さんによるステージ 

⑤ 20:30～20:45 ハロウィンフードグランプリ結果発表・表彰式 

 

【実施場所】  渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール A 

 

【特別ゲスト】 お笑い芸人「和牛」さん ※ 

 

【参加費】 入場無料 （フード・ドリンクチケット 1,000 円／5 枚綴りを会場内で販売）※チケット 1 枚で 1 品を購入 

※満 20 歳以上の方のみご入場いただけます。  

※会場内に仮装専用更衣室を設置します。指定場所以外での着替え・メイクはご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「和牛」プロフィール 

よしもとクリエイティブ・ エージェンシー大阪本社所属の人気お笑い芸人。 

「ＡＢＣお笑い新人グランプリ」第 31 回(2010)新人賞、「Ｍ-1 グランプリ 2016」準優勝などを受賞。 

【水田信二(みずたしんじ)】（左） 

生年月日 ：1980 年 4 月 15 日 

趣味 ：料理/スポーツ/食べ歩き/家電製品 

特技 ：料理 

【川西賢志郎(かわにしけんしろう)】（右） 

生年月日 ：1984 年 1 月 29 日 

趣味 ：釣り/ラグビー 

 

http://otonahalloween.com/


 

●提供フードメニュー（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ネモ・ベーカリー 
「nemo bakery  

HALLOWEEN セット 

 
ピエール・エルメ・パリ 

「マフィン オ ポティロン」 

 
ピッコロ ジオ 

「ブラックカルツォーネ・ 
魚介のトマトソース&チーズ」 

 

 
フェーヴ 

「落花生×マロンカフェショコラ」 

 
ベリーデコ 

「Halloween（2pcs）BOX」 

 
マンゴーツリーキッチン 

「鶏のガパオ」 

 
浪花 古市庵 

「詰め合わせ こてまり」 

    
    LE CHOCOLAT DE H / Paul Bassett 

「ハロウィンミニバッグ」 

 
京橋千疋屋 

「かぼちゃのムース」 

 
Ｈ＆Ｆ ＢＥＬＸＨ 

「パンプキン豆乳ルイボス」 

 
フルッタフルッタ・アサイーカフェ 

「ハロウィンシェイク」 

 

 

MONARCH of LONDON 
「モンスターアイボール」 

rinato DAIKANYAMA 

「ハロウィン限定 
キャンディーブリトー」 

シャテーニュ・ド・リムヴェール 
「ハロウィンショコラマロンパイ」 

つけにく麹屋 

「ハロウィンチキンボール 
2 種盛り合わせ」 

 

 
NICE TO MEAT YOU.KODAMA 

「ミイラも踊る！ホットドッグ」 

 
BONNIE D’AVRIL 

「ハロウィンボックス」 

 
COPECO 

「ドライみかんチョコディップ」 

 
ドルチェフェリーチェ レガロ 

「ハロウィンキャンダックブーケ」 

T・HOT 

「ハロウィンバーガー 

～パンプキンスライダーバーガー～」 

RF1 

「かぼちゃとクリームチーズのキッシュ」 

魚力 

「サーモンと海老のハロウィンてまり寿司」 

Pâtisserie & Café DEL’IMNO 
「Mummy」 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■東急グループ各施設での連動イベント 
●Ｓｈｉｂｕｙａ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｃｒｏｓｓｉｎｇ -オトナの仮面舞踏会- 

お酒を楽しみながら、豪華出演陣によるスペシャルライブイベントやステージをお楽しみいただけます。 

【実施日程】 10 月 27 日（金）21:30～24:00 ※21:00 受付開始 

【実施場所】 セルリアンタワー東急ホテル B2F ホワイエ ※受付 B1F 

【参加資格】 20 歳以上限定。仮面および黒色の何かを身に着けていること。 

【参加費】 6,000 円（チケット制・事前 WEB 販売）※1 ドリンク付き 

【参加申込】 http://eventregist.com/e/SCC2017  

【出演者】  ＜Live＞野宮真貴、元晴 ＜DJ＞沖野修也（KYOTO JAZZ MASSIVE）、田中知之（FPM） 

 

●10 月 27 日（金）～29 日（日）東急東横店でアサヒビール商品がもらえる！ 

東急東横店 B1F「フードショー」で販売しているお惣菜を含む 2,000 円以上のお買上げレシートを同店同階の「シブ

ヤＳＴＡＮＤ」にお持ち頂くと、先着 100 名さまに「アサヒスーパードライ ジャパンスペシャル」をプレゼントします。 

【実施日程】 10 月 27 日（金）～29 日（日） （各日、14:00～／16:00～／18:00～各先着 100 名さま） 

 また、「シブヤＳＴＡＮＤ」と隣接する「ハヤシフルーツ ジューススタンド」では、アサヒビールが販売するプレミアム

ウィスキー「ジャックダニエル」を使ったドリンクメニューを期間限定で販売します。 

 

●ＳＨＩＢＵＹＡ オトナＨＡＬＬＯＷＥＥＮ 期間限定ドリンクメニュー販売 

「東急東横店」、「渋谷ヒカリエ」の各飲食店でアサヒビールが販売するプレミアムウイスキー「ジャックダニエル」を

使ったハロウィンドリンクメニューの販売を期間限定で行います。さらに、一部の飲食店ではご来店いただいたお

客さまに無料で仮装グッズのレンタルも行います。 

【実施日程】 10 月 23 日（月）～31 日（火）   ※「東急東横店」、「渋谷ヒカリエ」の一部の飲食店での実施となります。 

【実施場所】 ・東急東横店：西館 9F「カワラ カフェ＆キッチン プラス」、「杏花」、「饂飩四国」、「銀座 立田野」 

・渋谷ヒカリエ：6F「うなぎ 徳」、「牛たん炭焼 利久」、「京洋食 あかつき」、「宮崎料理 万作」、 

「まぐろ問屋三浦三崎港 恵み」 

・渋谷ヒカリエ：7F「THE MEAT ＆ LABORATORY」、「ビストロ＆バー タコニョッキ」 

 

●ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ総計 500,000 ポイントが当たる！キャンペーンを実施 

東急ストア・プレッセ全店で、東急ポイントカード・東急カードを使用して対象商品(デリカコーナーのお惣菜商品と

アサヒビール商品それぞれ 1 点以上)を含む合計 1,000 円(税抜)以上を 1 回でお買上げいただき、キャンペーンペ

ージよりご応募いただくと抽選で 100 名さまにＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ5,000 ポイントが当たるキャンペーンを実施。 

【お買上げ有効期間】  10 月 2 日（月）～10 月 31 日（火） ※11 月 6 日（月）24:00 応募締切 

【キャンペーンＨＰ】 http://www.topcard.co.jp/otonahalloween/  

 

東急ホテルズ 

「ローストビーフのセーグルサンドハロウィン ver」 

東急ストア 

「かぼちゃソース仕立てのライスコロッケ」 

http://eventregist.com/e/SCC2017
http://www.topcard.co.jp/otonahalloween/


 

 

 



 


