
Dress up in costume for 
the Halloween night parade in Kabuki-cho.

Halloween Night in KABUKICHO Special

歌舞伎町を練り歩く仮想パレードから
始まるハロウィンナイト

日本でも有数の人気を誇るゴシック系「Tokyo Dark CASTLE」。イベント前には、歌舞伎町を仮装し練り歩く
「ゴシック・ハロウィン・パレード」が開催予定。誰でも参加無料のパレードで、仮装して歌舞伎町を歩いてみよう。

[Tokyo Dark Castle vol.10] is one of popular events of Gothic style music and fashion.And there will be 
a parade “Gothic Halloween Parade” before the event starts in KABUKICHO.It’s free to join the parade. 
Let’s join the parade with many dressed up friends! 

A gothic style event [Tokyo Dark Castle 

vol.10] is very popular these days in 

Japan. There are many fans for the event. 

This event has a concept of “Celebrate 

Ha l l oween  th rough  the  year” and 

fascinates from their high fashion ability 

(Gothic, Cyber, Punk, Fetish and more 

styles). You will have a great time from 

out of ordinary by seeing many different 

performances (legendary band ”AUTO-

MOD”, and gothic fashion show, fetish 

magic, pole dancing etc.). And you will be 

able to join the “Gothic Halloween Parade” 

for free. So why don’t you try to parade 

with Gothic monsters? It will be a great 

experience of your trip.

日本のトップ・ゴシック・イベント
として有名なイベントが「東京

ダークキャッスル」。『一年中ハロウィ
ン』をキーワードに開催され、ゴシック
系、サイバーやパンク、フェティッシュ
など様々な要素が散りばめられた高い
ファッション性も魅力。オーガナイザー
のGenetがボーカルを担当する伝説のバ
ンド「AUTO‐MOD」のライブを始め、

ゴシック・ファッションショーやフェテッ
シュ・マジックショー、ポールダンスな
ど盛りだくさんの内容で、一味違うハロ
ウィン・イベントが楽しめる。また、イベ
ントの前には、フルメイクしたスタイル
の仲間と共に歌舞伎町を練り歩く「ナイ
ト・ハロウィン・パレード」を予定してい
る。参加は無料なので、ちょっとした記
念も兼ねてパレードに参加してみてはい
かがだろう。

Tokyo Dark CASTLE vol.110
-Gothic Halloween Parade-

14 15

The famous gothic style event [Tokyo Dark Castle vol.10] 

has a special dress code. If you dress up in extreme 

costume, your entrance fee will be ¥500 off. So dress up in 

full costume, and be one of ghosts!

¥500 off from admission fee if you dressed up in extreme costume.

過激な仮装ならば入場料が
500円OFFになる！

「Tokyo Dark CASTLE vol.10」イベントには特別なドレスコードがある。ハロウィンの仮装が、過
激でスゴいと評価されれば、入場料がその場で500円OFFに。ぜひともフルメイクで出かけたい。

TOKYO DARK CASTLE vol.110
 –Gothic Halloween- 

新宿5-17-13 オリエンタルウェーブ8・9F
8,9F oriental wave 5-17-13 Shinjuku

tel.050-7300-4502

2016.10.1Date
22:00-Parade

24:00-Live

per person : 3,500 yenEntrance Fee
500 yenOFFSpecial dress code 

本格的なハロウィン・メイクを施した参加者と、友達
になれるかも。

You will be able to make some friends decorated 
special make up for Halloween.

イベントのオーガナイザー、Genet率いる「AUTO-
MOD」のライブパフォーマンスも。

The vocalist “Genet “(who is the organizer of this 
event) will act with his band ”AUTO-MOD”.

夜の歌舞伎町を練り歩くパレード。いつもと違う雰囲気の
歌舞伎町が味わえる。

“Gothic Halloween Parade” makes you to feel the joy. 
You can feel different than usual. 

(in extreme good costume)

(christon café)

(free event @Cine-city plaza in KABUKICHO)
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