
昨年2,300人が熱狂した｢nicoe HALLOWEEN FES.~魔界の宴~｣ は 10/26(土) 開催

<報道用資料> 2019年9月9日(月)

有限会社春華堂 (本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：山崎貴裕) は、お菓子の新しい文化とスタイルを

発信する、浜北スイーツ・コミュニティー「nicoe(ニコエ)」において、2019年9月28日(土)～10月31日(木)

までの期間、「おかしなnicoeハロウィンフェスティバル2019」を開催いたします。

＜コンセプト＞
nicoeハロウィンのコンセプトは、「日本一安全で、子ども

から大人まで世代を問わず楽しめるハロウィン」。
子どもから大人まで楽しめるスイーツコミュニティnicoeらし
い体験型のイベントとフォトジェニックなスイーツでパワー
アップしたハロウィンイベントを開催します。

おかしな nicoe ハロウィンフェスティバル 2019 コンセプト＆新体験＆フォトジェニック

＜魔法のアプリチケットでnicoeハロウィンを楽しもう＞
期間中nicoeで1,000円以上お買い上げいただくと「魔法の

アプリチケット」をプレゼント。使用方法は選べる2つ。nicoe、
春華堂直営店（うなぎパイファクトリーを除く）にて300円チ
ケットとして、または、nicoeのフェイスペイントへの参加券
としてご利用いただけます。
アプリチケットをゲットしてnicoeハロウィンを楽しもう。

今年もあのイベントを開催決定！！浜松のハロウィンといえば・・・

｢おかしなnicoeハロウィンフェスティバル2019｣
2019年9月28日(土)～10月31日(木)

おかしな nicoe ハロウィンフェスティバル 2019 開催概要

【開催概要】

【開催内容】

2019年9月28日(土)～10月31日(木) 9:30 ～ 21:30

< ９/21(土) 開始>

< 9 /28(土) 開始>

<10/26(土) 開催> ｢nicoe HALLOWEEN FES. 2019 ~魔界の宴~ 」

THE  COURTYARD KITCHEN ハロウィンディナー

魔界のスイーツラボで開発された魔界のスイーツ登場！

nicoe Halloween トリックオアトリート

nicoe Halloween フェイスペイント

夜のお菓子工場に魔女が現る!？ カカオラボ ナイトツアー

①フェイスペイントへの参加 ②期間中nicoeで使用できる300円の金券

【開催概要】

【対象・使用可能店舗】

nicoe（春華堂、五穀屋、PAFES、THE COURTYARD KITCHEN）
春華堂直営店（本店、佐藤店、POP UP STORE KANDA、佐鳴湖パークタウン店）

nicoe Halloween キャンペーン

ハロウィンフェスティバル期間中、nicoeにて1,000円以上(税込)お買い上げの方に、
｢魔法のアプリチケット｣をプレゼント！「魔法のアプリチケット」の使い方は以下のとおり。

※金土日は～22:00
※店舗やイベントにより異なります

※アプリチケットをご利用には春華堂公式アプリが必要です。

アプリのダウンロード https://www.shunkado.co.jp/app/

https://www.shunkado.co.jp/app/


子どもから大人まで2,300人が熱狂した“魔界の宴”今年も開催！

毎年パワーアップする一夜限りのHALLOWEEN FES.「魔界の宴」。昨年は、小さいなお子さんから
大人まで2,300人以上が、とっておきの仮装で参加し、スペシャルDJがプレイする音楽に乗って盛大に
盛り上りました。そんな一夜限りのハロウィンフェスが今年も開催決定！スペシャルDJとし今年も
DJ KAROI や、DJ DEEKAがフェスを盛り上げます。さらに、今年は日本だけえでなく世界で活躍する
DJ 田中知之（FPM）も登場！スペシャルDJが子どもから大人まで誰もが楽しめる音楽をプレイ！昨年よ
りさらに盛り上がること間違いなし！

日時： 2019年10月26日(土)

会場： nicoeガーデン特設会場

チケット： 前売り券 1,800円（税込）
当日券 2,200円（税込）

※チケットにはフード・ドリンクに使用できる900円分チケットが付きます。

お得な前売り券は、2019年9月5日（木）より
春華堂直営店、nicoe各店にて販売中

魔界の宴の詳細や当日のタイムテーブルは、nicoe Webページにて発表

【DJ 田中知之（FPM）】【DJ KAORI】 【DJ DEKKA】

「魔界の宴」を盛り上げるスペシャルDJ

仮装コンテスト開催！コスプレサミット日本代表がみんなの仮装を審査

nicoe HALLOWEEN FES. 「魔界の宴」概要

【仮装コンテスト】
毎年恒例の仮装コンテストを今年も開催！

特設ステージの上を自慢の仮装でランウェイし
よう！今年はなんと世界コスプレサミット
2019日本代表のリゥリゥさんとるびぃさんが
みなさんの仮装を審査いたします。受賞者には
素敵なプレゼントも！とっびきりの仮装で参加
しよう！

10/26(土)
限定

【前売り券】



特別実験！何ができるかお楽しみ

夜のお菓子工場を探検!？魔女と一緒に作るチョコスイーツ

知っているようで知らないチョコレートの作られ方。カ
カオ豆からチョコレートになるまでの行程を一貫して行
う『Bean to Bar』の体験を随時開催しております。
詳しくはWebにて公開中
(www.nicoe.jp/guide/cacaolab/)

＜夜のお菓子工場に魔女が現る！？
カカオラボ どっきりナイトツアー＞

カカオラボが魔女に乗っ取られた!？魔女にばれないよう仮
装して、夜のお菓子工場に潜入。探検しながらカカオラボ
を目指そう！普段体験できない液体窒素を使った特別実験
や、まんまるなバームクーヘンをチョコでデコレーション
した「魔法ねこ マジョマール」も作れるドキドキわくわ
くな特別コースです。

＜概要＞
【時間】18:30~20:00           【対象】小学生 【料金】1人2,650円（税込） 【定員】16名
【開催日】9/21（土）・22（日）・28（土）・10/5（土）・12日（土）・13（日）・19（土）・

11/２(土）
【予約】nicoe Web(https://www.nicoe.jp/guide/cacaolab/) または、

お電話［053-586-4567］（nicoe代表）

デコレーションで世界に一つの
「魔法ねこマジョマール」作ろう！

トリックオアトリート！子どもたちはnicoeへ仮装して集合！9/28(土)
スタート

9/28(土)より、トリックオアトリートを開催！家族、友人、みんなで仮装をしてnicoeを訪れよう。
仮装をして、nicoe館内にいる目印のついたハロウィンキャストに｢トリックオアトリート！｣と言うと、

ハロウィン特別スイーツをプレゼント！ (平日 先着100名様、土日祝日 先着200名様 中学生以下対象)

【実施日時】9/28（土）~10/31（木）

ハロウィンを満喫しよう！「nicoe Halloween フェイスペイント」

毎週土日にはフェイスペイントブースを開設。
魔法のアプリチケットでご参加いただけます。

【実施日時】9/28(土)・29(日)・ 10/5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・14(月)・
19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・31（木）

【開催時間】①11:00～12:00 ②13:00～14:00 ④15:00～16:00

9/28(土)
スタート

Image photo

9/21(土)
スタート

http://www.nicoe.jp/guide/cacaolab/
https://www.nicoe.jp/guide/cacaolab/


新たに開発された魔界のスイーツも！9/28（土)
スタート

魔界のラボで作られた新作魔界のスイーツが登場。nicoe限定の、ハロウィンニコエロールは見た
もインパクト抜群！思わずたくさん並べたくなるカラフルなエクレアなどその他にも昨年人気のス
イーツが勢揃い、魔界のスイーツを食べてハロウィン気分を満喫しよう。

【春華堂】

【五穀屋】

ハロウィン紫いもプリン
330円(税別)

ぶらさがりこうもり
五穀屋お菓子詰合せ

2,000円(税別)

THE COURTYARD KITHEN ディナー限定ハロウィンスイーツブッフェ9/28(土)
スタート

新鮮な地場野菜やできたてのピッツァやパスタなど、
本格的なイタリアンを楽しめる「THE COURTYARD 
KITCHEN」では、6月よりディナーがリニューアル。
好評のスイーツブッフェが期間限定でハロウィン仕様
のスイーツに。仮装してハロウィンスイーツをお腹
いっぱいまで食べちゃおう！

【実施日時】 9月28日（土）～10月31日（木）
※10月26日（土）魔界の宴当日は「魔界の晩餐会」開催予定

【価格】
〈大人〉
メインプレート＋サイドディッシュ（ブッフェ）＋フリードリンク＋ハロウィンスイーツ（ブッフェ）
2,100円～ ※選ぶメインプレートによって価格が異なります。

〈お子様〉サイドディッシュ（ブッフェ）＋フリードリンク＋ハロウィンスイーツ（ブッフェ）
小学生 1,000円／園児（4歳～6歳※）500円／3歳以下無料

【魔界の晩餐会】
nicoe HALLOWEEN FES. 「魔界の宴」の入場券付きブッフェディナー
価格 大人 4,178円／小学生 2,550円／園児 1,780円／３歳以下無料
入場券にはフード・ドリンクに使用できる900円分チケットは付きません。

※一部変更の場合もございます。

くりりんかぼちゃのJACK Pie
（ジャックパイ）

600円(税別)

10/20
～31

五季 魔女りんご
926円(税別)

ハロウィンニコエロール
~パンプキン＆ブラックココアの宴~

3,500円(税別)

エクレアモンスターズ
キューカンバー伯爵/フランボワーズ夫人

各350円(税別)

※価格は税抜き表記 ※10月より消費税率10％ ※ランチは通常営業

10/5
～31



■ 名称とロゴデザインの由来

にこにこ（笑顔）の「nico」と縁（えん）の「e」をつなげて「nicoe」

ロゴデザインは、２つのサークルを重ねた独特の建築デザインをモチーフに

作成しました。2個の円がつながることで曲線のなかに独立した空間の

果てしない連続性（永遠）を感じ、春華堂が大切にしている人とのつながり

やご縁（えにし）、巡りあう歓びを想起させるものです。

■ 施設概要

施設名称 nicoe（ニコエ）

所在地 静岡県浜松市浜北区染地台6丁目7-11

営業時間 9:30～21:30 店舗により異なる 金・土は22：00まで

電話番号 053-586-4567（電話受付9:00～17:00）

建築概要 鉄骨造 平屋建て 耐震構造

延べ床面積 1,573.70㎡

店舗業種 第一期開業2014年夏

菓子専門店、レストラン事業

事業主 有限会社 春華堂

事業投資 31億円

●「nicoe」オフィシャルWebサイト
https://www.nicoe.jp

●「nicoe」facebook
https://www.facebook.com/pages/nicoe

●「nicoe」Instagram
https://www.instagram.com/nicoe_hamakita/

春華堂が長年培ってきた職人技や手づくりの伝統を生かしながら、

お菓子の新しい文化とスタイルを日本中に発信していく。

nicoeが目指すのは、そんな提案型のスイーツ・コミュニティです。

浜北の新名所として、子どもから大人まで、訪れるすべてのお客様の心を満たし、

お菓子のある心豊かな暮らしと浜松のさらなる発展に貢献していきます。

「お菓子の新しい文化とスタイルを発信する、浜北スイーツ・コミュニティ」

■ 施設コンセプト

そこは、子どもたちが夢みる場所。笑顔がはじけ、夢中になれる瞬間がある。

そこは、大人たちがときめく場所。日常から解き放たれ、心奪われる瞬間がある。

nicoeが目指したのは、そんな驚きと感動を育むスイーツ・コミュニティ。

お菓子の新しい文化とスタイルを発信しながら、

訪れるすべての人に、心に残る特別な瞬間をおとどけします。

子どもの夢と、大人の恋に。

浜北スイーツ・コミュニティ「nicoe」

■ スローガンコピー

＜有限会社春華堂 広報担当＞

有限会社春華堂 経営管理室 （月～金 9:00～17:00）
【担当】渥美・手嶋 【電話】053-586-6767 【FAX】053-585-7789

【e-mail】press@shunkado.co.jp

http://www.nicoe.jp/
https://www.facebook.com/pages/nicoe
https://www.instagram.com/nicoe_hamakita/

