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シタマチ .ハロウィン 2022

ウエノ×モノゴト

【主催】上野中央通り商店会／ジュエリータウンおかちまち
【協力】アメ横商店街連合会／湯島白梅商店会／上野中通商店街振興組合／御徒町駅南口商店会／上野二丁目仲町通り商店会
【協賛】松坂屋上野店／上野マルイ／アトレ上野／エキュート上野／PARCO_ya ／摩利支天 徳大寺／朝日信用金庫／上野観光連盟
【後援】台東区　【SPECIAL THANKS】日本たばこ産業株式会社
【お問い合わせ】台東区上野 2-1-3 88ビル 9F／ TEL.03-3833-0030

トリックオアトリート
10.29 [SAT]

ハロウィン仮装コンテスト
10.29 [SAT]

ハロウィンゴミ拾い
合言葉でお菓子をもらおう！ 自慢の仮装を見せつけよう！ 仮装して街をキレイにしよう！

10.29 [SAT]

弁天門ハロウィン屋台村
10.28 [FRI]→30 [SUN] 10.25 [TUE]→10.30 [SUN]

ハロウィンバザール
飲食ブースが立ち並ぶ屋台村！ ジャイアントパンダ来日50 周年記念 商店街でお得なお買い物！

10.1 [SAT]→10.31 [MON]

デジタルスタンプラリー
スマホで簡単！賞品ゲット！

10.1 [SAT]→10.31 [MON]

2022.10.1 [SAT]→10.31 [MON]

シタマチ . ハロウィン 2022

ウエノデ

ありがとう！ジャイアントパンダ



【日　時】

【参加費】  

10月29日（土）
（受付＆審査）12:00～15:00／上野動物園 弁天門前広場
（表彰式）17:00～18:00／おかちまちパンダ広場
※場所について詳しくは４ページの地図をご参照ください。
無料 ※「ウエノデ」のホームページからお申し込みください。

　右下のQRコードからもお申し込みいただけます。
※グループでのエントリーも可能です。
※着替え場所やクロークはございませんので、貴重品・手荷物などはくじで
　管理をお願いいたします。
※過度に肌を露出した仮装は禁止させていただきます。

上野中央通り商店会賞／ジュエリータウンおかちまち賞／アメ横商店街連合会賞
湯島白梅商店会賞／上野中通商店街振興組合賞／御徒町駅南口商店会賞
上野二丁目仲町通り商店会賞／上野観光連盟賞 など

ハロウィン仮装コンテスト

10.29 [SAT]

自慢の仮装を見せつけよう！ 雨天決行／荒天の場合は翌10月30日（日）に順延

【概　要】

【賞　品】

①受付時に審査員がその場で審査します。
②おかちまちパンダ広場のステージにて入賞者を発表します。
③入賞者には豪華賞品を進呈します。
３万円分の商品券＋副賞＋パンダのぬいぐるみなど

※事前のお申し込みは必要ありません。
　当日受付にお越しください。 参加賞もあるよ！

雨天決行／荒天の場合は翌10月30日（日）に順延【日　時】

【参加費】  

10月29日（土）
（受付）15:00～16:00／上野動物園 弁天門前広場
（実施）16:00～17:00／ゴミ拾いをしておかちまちパンダ広場に集合
※場所について詳しくは４ページの地図をご参照ください。
無料

ハロウィンゴミ拾い

10.29 [SAT]

仮装して街をキレイにしよう！

03

※写真は以前の様子です

飲食ブースが立ち並ぶ屋台村！

10.28 [FRI]→10.30 [SUN]

【日　時】

【場　所】
【内　容】    

10月25日（金）～30日（日）
11:00～21:00
上野動物園 弁天門前広場
不忍池のほとりにキッチカーや屋台テントがずらり！
特設ステージではさまざまなライブパフォーマンスも
行われます。

弁天門ハロウィン屋台村
雨天決行／荒天中止 ※雨天の場合は内容が変更になる場合がございます。

【日　時】
 
【場　所】 
【内　容】  

10月25日（火）～30日（日）
11:00～21:00
おかちまちパンダ広場
全国のパンダグッズが勢ぞろい。パンダの着ぐるみも登場！
美味しい食べ物と、楽しいステージを堪能しよう！

ありがとう！ジャイアントパンダ

10.25 [TUE]→10.30 [SUN]

ジャイアントパンダ来日50周年記念

【日　時】

【受　付】
【参加費】  

10月29日（土）
（受付）12:00～15:00／お菓子配布は17:00まで
上野動物園 弁天門前広場 ※場所について詳しくは４ページの地図をご参照ください。
無料

【人　数】1,000名（予定）

※「ウエノデ」のホームページからお申し込みください。
　右下のQRコードからもお申し込みいただけます。
※大人も子どもも参加者は1人ずつお申し込みが必要です。
※ただし小学生以下の子どもは保護者同伴が条件となります。
※付き添いだけの保護者は申込不要です。
　（保護者もトリックオアトリートに参加する場合は必要です）

【内　容】①受付で申込受付メールを見せよう！
②ビニールバッグとスタンプ台紙をもらって街へ繰り出そう！
③ピンク提灯かグリーン提灯が飾られているお店が対象店舗だよ！
④「トリックオアトリート！」と言うとお菓子やグッズがもらえるよ！
⑤お菓子をもらったらスタンプ台紙にスタンプをもらおう！

2014 年に非営利組織の食物アレルギー研究団体（FACET）によって設立された、アレ
ルギー持ちの子どもたちも「Trick or Treating」に参加して」ハロウィンを楽しめるよう
に配慮されたプロジェクト。軒先にある青緑のカボチャ（ジャックオランタン）の目印は、
アレルギーフリーのお菓子もしくはお菓子ではないちょっとした玩具などが用意されている
ということを示します。

TEAL PUMPKIN PROJECT（ティール・パンプキン・プロジェクト） お申し込みはこちら

※画像はイメージです

トリックオアトリート

10.29 [SAT]
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合言葉でお菓子をもらおう！ 雨天決行／荒天の場合は翌10月30日（日）に順延

2022

御徒町駅南口商店会
会長：梅澤 真光

アメ横ハロウィン実行委員会
実行委員長：山崎 好茂

ジュエリータウンおかちまち
会長：田中 勇

上野中央通り商店会
会長：桜井 正人

湯島白梅商店会
会長：中村 充

上野中通商店街振興組合
理事長：關 観哉

上野二丁目仲町通り商店会
会長：長岡 信裕 

シタマチ.ハロウィン！みんなのハロウィン！
上野・御徒町・湯島の街に、今年もハロウィンがやってくる！

ハロウィンバ
ザール

ハロウィン仮装コンテスト

弁天門ハロウィン屋台村デジタルスタ
ンプラリー

ハロウィンゴミ拾い

トリックオアトリート

上野・御徒町・湯島エリアで開催される「シタマチ. ハロウィン」。この２年は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や部
分的な開催など万全な状態での開催には至りませんでした。今年は感染対策をしっかりしたうえで、トリックオアトリートはもちろん、
ハロウィン仮装コンテストや弁天門ハロウィン屋台村も復活し、例年以上に盛りだくさんで楽しいハロウィンイベントを開催したいと
思っています。ぜひご家族やお友だちをお誘いうえ、遊びにいらしてください。上野のお化けたちと一緒にお待ちしております。
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アトレ上野

【2F】メルカリステーション

摩利支天 徳大寺

焼肉 上野太昌園 上野本店

伊勢音

本館 1階・案内所前湯島 丸赤

セレナ

趣味の着物 小池屋

江戸食文化 伊勢音17
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トリックオアトリート受付
上野動物園 弁天門前広場
●受付：12:00～15:00（お菓子配布は17:00まで）
※受付時に申込受付メールをご提示ください。

10/29
（土）

上野動物園
弁天門前広場

ハロウィン仮装コンテスト受付
上野動物園 弁天門前広場
●受付：12:00～15:00
※受付時に申込受付メールをご提示ください。

10/29
（土）

ハロウィンゴミ拾い受付
上野動物園 弁天門前広場
●受付：15:00～16:00
※事前のお申し込みは必要ありません。
　当日受付にお越しください。

10/29
（土）

【期　間】
【内　容】  

10月1日（土）～31日（月）
このフリーペーパーを次ページの参加店舗で提示すると
さまざまな特典が得られます！
※店舗によって特典を得られる条件が異なります。各店でご確認ください。

ハロウィンバザール
商店街でお得なお買い物！

10.1 [SAT]→10.31 [MON]

●時間 12:00 ～ 17:00　●鐘つきはおひとり様１回までとさせていただきます
※感染症予防対策のため、マスク着用・手指消毒のご協力をお願いいたします

摩利支天 徳大寺「ハロウィンの鐘」10/29
（土） 街の中央に位置する創建４００年の寺院、開運勝利の守護神「摩利支天（まりし

てん）」を祀る徳大寺では、１０/29（土）開催のトリックオアトリート参加者限定に
て「ハロウィンの鐘」をつくことが出来ます。JR 御徒町駅を目前に、真横を走る
山手線や京浜東北線の電車と同じ高さでの鐘つき体験を、シタマチ . ハロウィンの
記念にお楽しみください。

QRポスターは左ページ地図上の
左のマークが目印！

【賞品】

【期　間】
【参加費】
【方　法】

【賞　品】    

10月1日（土）～31日（月）
無料
①まずはスマホのアプリ「furari」をダウンロードしよう！
②アプリを起動して「公開中」のタブより参加したいラリーを選択！
③「参加する」ボタンをクリック！
④「スタンプカード」に表示が切り替わり、参加設定完了！
⑤スタンプカードに表示されているチェックポイントへ行って
　スタンプを集めよう！（QRポスターを探そう）
チェックポイントのスタンプ１つ獲得でシタマチ.ハロウィン
オリジナル壁紙がもらえる！さらにすべてのスタンプを集めると
抽選で「３万円相当の賞品」がもらえる！（全部で８賞）

デジタルスタンプラリー
スマホで簡単！賞品ゲット！

10.1 [SAT]→10.31 [MON]

1 アトレ上野 アトレ上野館内のショップで「チケ得」と同様のサービスをプレゼント ※詳細は上野アトレホームページまたは館内にある「チケ得」のパンフレットをご確認ください。

2
3
4
5

GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENER 京成上野駅構内店 お買い上げ金額から10％OFF ※一部対象外の商品がございます。

6

ジュエリーツツミ 店内一部商品 20％OFF ※他の割引・クーポンとの併用はできません。

7

あんみつ みはし １グループ全員に白玉２粒トッピング ※店内ご利用のお客様のみとなります。

8

趣味の呉服 上野 小池屋 お会計より10％OFF／先着10 名様に粗品プレゼント

上野 亀井堂 お会計より10％OFF ※他の優待との併用はできません。

Hatoya お会計より10％OFF ※2,000 円（税込）以上の商品にご利用いただけます。

上野マルイ

【7F】リラリラ プレミアム ご新規様限定！ペアでご来店 60 分以上のコースが 20％OFF／お試し 45 分コースが 4,980 円

タイピング１時間無料体験

買取金額総額 3,000 円以上の場合、買取価格プラス 500 円 ※貴金属・商品券・金券は除く ※その他のクーポン・キャンペーンとの併用はできません。

鑑定を受けたお客様にパワーストーン（または粗品）プレゼント

ご旅行のお申し込み、またはギフト券のご購入のお客様へ温泉の素をプレゼント

スーモカウンターにて直接ご予約いただいた方限定で、スーモグッズのノベルティをプレゼント

税込 500 円以上お買い上げで、Night B Gel（ボディ用美容液）お試しパックをプレゼント（先着 50 名様）

ウォッシャブルブラックフォーマルまたはカラーフォーマルお買い上げのお客様にアクロンをプレゼント（先着10 名様）

エースコンタクトを初めてご利用の方限定！使い捨てコンタクトレンズ全品が店頭価格より20％OFF

肌カウンセリングを受けられたお客様に、お肌に合ったスキンケアサンプルをプレゼント

期間中、ご来店でお菓子プレゼント（先着100 名様）

プラチナ・金・シルバーの下取り30％アップ＆ジュエリーリフォーム10％OFF

メッセージチョコプレート無料提供

大人気！カフェモカパンダ・ハロウィン ver. 販売中（HOT／ ICE）520 円

10月限定クレープご購入のお客様限定、豆乳生地への変更が無料

全商品 30 円 OFF

ジュエリータウンおかちまち
9 dlogs（ドロッグス） 期間中、5,000 円（税込）お買い上げで20％OFF

10 セレナ お会計より10％OFF

11 ダイドウ商事 税込 5,000 円以上ご購入の方、先着 20 名様に「天然石ブレスレッド」をプレゼント ※土日および 10/17（月）・10/18（火）・10/26（水）・10/27（木）は休みになります。

湯島白梅商店会
12 Florist KODAKA 税込 3,000 円以上お買い上げのお客様に、ミニ観葉植物 or 多肉サボテンのいずれかをプレゼント（先着 50 名様）

13 つる瀬 ふ焼１枚プレゼント

14 POLA エステサロン 湯島駅前店 トライアルエステ時に、オリジナルエステオプション「爽快ドライヘッドケア」と季節のオススメ詰め合わせをプレゼント

アメ横商店街
15 横濱 帽子屋 お会計より10％OFF

16 Gifts station お会計より10％OFF

17 江戸食文化 伊勢音 ハロウィン1,000 円バザール（天然日高昆布藁縄縛り、無農薬欠け葉椎茸、だし専科、有機栽培カテキン茶）

18 ドン・キホーテ御徒町店 税込 1,000 円以上ご購入の方、先着100 名様に「粗品」をプレゼント

ハロウィンバザール参加店舗一覧／このフリーペーパーをご持参の方限定で特典が得られます

※内容は変更になる場合がございます。

※内容は変更になる場合がございます。

上野中央通り商店会

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

【7F】パソコン市民講座

【7F】エコリング

【3F】開運館 E&E

【3F】JTB

【3F】スーモカウンター

【3F】ワコール

【3F】カラーフォーマル・ブラックフォーマル

【2F】エースコンタクト

【1F】ファンケル

【1F】ルシェラ

【1F】ブルーム

【1F】ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

【1F】ヤナカコーヒー

【1F】ナチュラルクレープ

【B1F】サーティーワンアイスクリーム

上野 亀井堂

Hatoya

ジュエリーツツミ
あんみつ みはし

Florist KODAKA

（2F）

つる瀬

POLAエステサロン湯島駅前店

GIFT KEISEI JAPANESE SOUVENER
京成上野駅構内店

横濱 帽子屋

Gifts station

ドン・キホーテ御徒町店

dlogs（ドロッグス）

ダイドウ商事

セレナ

04 05

上野中央通り商店会賞
「米沢牛すき焼きセット（３万円相当）」

ジュエリータウンおかちまち賞
「天然石スリーストーンペンダント（３万円相当）」

湯島白梅商店会賞
「湯島丸赤干物詰め合わせ（３万円相当）」

アメ横商店街賞
「３万円商品券」

上野中通商店街振興組合賞賞
「本山カバン店　ポーターバックパック（３万円相当）」

御徒町駅南口商店会賞
「３万円分商品券」

上野二丁目仲町通り商店会賞
「３万円分商品券」
朝日信用金庫賞

「３万円分商品券」

（2F）

上野
マルイ

おかちまちパンダ広場：ハロウィン仮装コンテスト表彰式会場／ハロウィンゴミ拾いゴール10/29
（土）

おかちまちパンダ広場：ありがとう！ジャイアントパンダ10/25
（火）

10/30
（日）

おかちまち
パンダ広場
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ト
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ー
ト

ダイヤモンドアベニュー

ひすいアベニュー

●時間：11:00～21:00
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シタマチ.ハロウィンオリジナル！

NEW MONSTER
お化けキャラクター図鑑

シタマチ.パンダに楽しい仲間。それは上野の森に潜むお化けたち。彼らは年に一
度、シタマチ.パンダからの招待状を持ってハロウィンの日に街にやってきます。昨
年登場した8体のお化けたちに今年３体が新たに加わりました。全部で11体になっ
たお化けキャラクターをどうぞよろしくお願いします。

網目の中に三つ目を持つ下谷生まれのお化け。
普段は焼肉屋で働いていて、ちょうどいいタイ
ミングで網を変えてくれる。耳元で「ユッケ
食べる？」とささやいてくる。

ひつじあいすのクラフトビールとラムチョップを
森のお化けたちに届けるのがお仕事。ラム
チョップの骨で作ったホウキに乗って空を飛
ぶ。相棒はミニひつじのマトンくん。

不忍池生まれのドクロのお化け。左目のダイヤ
が特徴。宝飾品を身につけてジュエリータウ
ンを散策するのが趣味。夜道を歩いている女
性に「ダイヤは欲しいかい？」と聞いてくる。
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東北出身でお酒が大好き。居酒屋
では座敷にしか座らず、店主に「奥
空いてる？」と聞くのが口癖。い
つも一升瓶を抱えて酔っ払ってい
る。

頭髪には無数の伊豆榮のうなぎが
生えていて、見たものを石に変え
る力を持つ。しかし「めんどくさい」
と言っていつも居眠りしているた
め、その力を見た者はいない。

上野の傘のシェアリングサービス「ア
イカサ」をかぶり、一つ目と一本足
で飛び跳ねる。自らも地球に優しい
素材で作られているため、環境問題
には博識でウンチクがうるさい。

目・鼻がないのっぺらぼうの顔を持ち、
音楽を聞くと首がなが～く伸びてしま
い、陽気に踊りだす。口癖は「シェケ
ナパンダベイビー！」いつもハトヤで個
性的なファッションをコーディネート。

阪神タイガースファンでコテコテの
関西弁を話す。虎柄のマントを羽
織っている。長いこと人間の血を
吸ってないのでトマトジュースで代
用している。

外国生まれで複数言語を話す。何
事もプラン通りに進める生真面目
で几帳面な性格。でも甘い物には
目がなく、みはしのあんみつが大
好物という可愛らしい一面も。

東京下町出身の生粋の江戸っ子。
人情深く、世話好きなため、みん
なから「おかみさん」と呼ばれて
いる。満月を見るとなぜかパンダ
に変身する。

全体が汚れた包帯で包まれた不気
味な姿をしている。本人だけは「ダ
メージ包帯がおしゃれ」と思ってい
る。いつも鏡を見て包帯の隙間から
覗く目元を気にしているナルシスト。

8月19日（金）ウエノデ.ビアフェスタ会場にて、上野観光連盟アンバサダーである「小山玲奈」「二
宮芽生」「葦原海」「にゃるまー。」４名の就任式が執り行われました。上野中央通り商店会のお店「趣
味の呉服 上野 小池屋」で調製してもらったお揃いの浴衣を着て登壇した４名は、上野観光連盟の長
岡 信裕理事長から委嘱状を受け取りました。彼女たちはTwitter や Instagramなどで「シタマチ.
ハロウィン」をおおいに盛り上げてくれます。どうぞよろしくお願いします。

上野観光連盟アンバサダー就任式が執り行われました

皆様の電力会社をご変更いただくことで生まれた収益の一部を
商店会のイベント費用などに活用させていただきます。
ぜひ、ご協力をお願いいたします。

電力会社を変えて「シタマチ. ハロウィン」を応援しよう！

「シタマチ .eマチ電気」へのお申し込みはこちら▶

「シタマチ.eマチ」のSNSで街の情報をチェックしよう！

YouTubeにて配信中！ ★YouTubeで「シタマチハロウィン」と検索！
ハロウィンムービー

シタマチ.パンダの楽しい世界を見てみよう！
舞台はパンダの住人が暮らす架空の上野の街。お母さんに頼まれ
て上野の森に住むお化けたちに一生懸命にハロウィンの招待状を
書いているシタマチ . パンダくん。「どうしてお化けたちはハロウィ
ンの日に街にやってくるの？」。そんな疑問をお母さんに投げかけ
ると・・・心温まるパンダの世界のハートフルストーリーをぜひ！

魔女のラムちゃんアミ目小僧 ダイヤドクロ伯爵

ダイヤは欲しいかい？

一般社団法人 上野観光連盟

Ueno パンダファミリー50th

全32種類

スタンプ発売！


