2016 年 6 月 23 日
株式会社イクスピアリ

夏休みはびしょ濡れになって楽しもう！

「イクスピアリ・サマーフェスティバル」開催
7 月 21 日（木）～8 月 31 日（水）
東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」では、7 月 21 日から 8 月 31 日までの期
間、世界各国のダンスや料理、楽しいことにあふれたお祭り気分の夏休みイベント「イクスピアリ・
サマーフェスティバル」を開催します。
お祭り気分を盛り上げる目玉イベントとして、2F セレブレーション・プラザにて、大量の水しぶ
きが飛び出す仕掛けで、びしょ濡れ体験をお楽しみいただく「スプラッシュ・チャレンジ！」を初め
て開催します。
そして、ステージでは、イクスピアリ・パフォーマー「DANCE SQUARE」による「世界の祭」
をテーマにした華やかなショーをお届けします。ショーの途中で水しぶきが飛び出したり、霧状の水
をふりまくミストマンが登場するなど、お客さまもダンサーと一緒にびしょ濡れになって踊ってお楽
しみいただけます。また、フラや和太鼓など世界各国の民族舞踊や音楽を一堂に集めた「ワールド
フェスティバル・ステージ」では、本場ブラジルからサンバのチームを招き、本格的なショーをお楽
しみいただけます。そのほか、プロのアーティストによるスペシャルサマーライブや、チアダンスイ
ベントなど、さまざまなイベントが目白押しです。
（各プログラムの開催日は詳細をご覧ください）
さらに、参加型イベントとして、街内に設置された４つのスタンプを探し集めるとオリジナル
ステッカーがもらえる「サン！サン！スタンプラリー」を、期間を通して開催。また、毎年人気の風
鈴絵付け体験やキャンドル作り、初開催のジオラマ作りなど、夏休みの宿題や思い出作りにぴったり
のワークショップが多数開催されます。
街内のレストランでも、韓国の冷麺やメキシコのブリトーなど世界各国の味覚が楽しめる各店自慢
のメニューをご用意。大人の方には、7 月 19 日から 9 月 4 日まで、4F シェフス・ロウの開放的
な空間で、イクスピアリ内で醸造されたクラフトビール「ハーヴェスト・ムーン」などをご提供する
「イクスピアリ・クラフトビア・ガーデン」も夕涼みをしながらお楽しみいただけます。
大人も子どもも、誰と来ても「はしゃがずには、いられない」そんな夏休みイベント「イクスピア
リ・サマーフェスティバル」で、最高に楽しい夏の思い出を作ってみてはいかがですか。

スプラッシュ・チャレンジ

ワールドフェスティバル・ステージ

夏休みワークショップ

※写真はすべてイメージです

スプラッシュ・チャレンジ！
2F セレブレーション・プラザのステージ前に立ち、設置されたスプラッシュボタンを自分の好き
なタイミングで押すと、上から大量の水しぶきが飛び出します。びしょ濡れになった後は、フォト
ブースにてクールな姿を記念撮影してお楽しみください。晴れ渡る夏空の下、ご家族やお友達と一緒
に、びしょ濡れになって夏の思い出をつくりませんか。
開催日時：期間中の毎週月・火・木・金曜（一部除外日あり）12:00～17:00
場

所：2F セレブレーション・プラザ

参加方法：当日イクスピアリ内でご利用のレシートをご提示いただくと、グループで 2 回スプ
ラッシュボタンにチャレンジいただけます。
※お並びのお客さまが多数いる場合、時間内に受付を終了することがあります
※開催日は 7 月中旬以降、オフィシャルウェブサイトでお知らせいたします
※強風時や荒天時、渇水状況により内容の変更または中止となる場合があります

ステージイベント
場所：2F セレブレーション・プラザ
イベント名
イクスピアリ・パフォー
マーズ・ステージ
～スプラッシュ Ver.～

開催日時

概要

期間中の毎週水・日曜

「DANCE SQUARE」による「世界の祭」をテーマにした華
やかなダンスショーをお届けします。ショーに合わせて水し
ぶきが噴射されたり、ミストマンが現れるなどサプライズ演
出も。ダンサーと一緒にびしょ濡れになって楽しい振り付け
を踊ってお楽しみください。

16:00～/19:00～
（一部除外日あり）
※7/21 は 11:00～実施
7/21(木)、期間中の毎週
土・日・祝日

Special Summer Live

ロックや JPOP など、さまざまなジャンルで活躍するプロ
アーティスト達が、「夏」をテーマに行う屋外ミニライブ。

16:00～/19:00～
（一部除外日あり）

JCDA Cheer Dance

8/6(土)、7(日)

Festival in IKSPIARI

10:30～16:00

映画『ゴーストバスター
ズ』公開イベント

8/12(金)
16:00～/18:00～

日本チアダンス協会（JCDA）主催の、約 140 チーム(約 1,900
人)が参加するチアダンスイベント。
8/19 より公開される｢ゴーストバスターズ｣をイメージした総
勢 100 名のダンサーによる特別パフォーマンス。お客さまを
巻き込みながら、びしょ濡れになってゴーストと戦います。
出演：TOKYO VISUAL ARTS DANCE DEPT.

8/15(月)、16(火)

ワールドフェスティバ

12:30～/15:00～

ル・ステージ

8/17(水)～19(金)

サンバやフラ、和太鼓など世界のエンターテイメントを一堂
に集めた夏らしいステージイベント。
※出演団体は 6/19(日)までオフィシャルウェブサイトにて募集中

12:30～/14:30～
※開催日時など詳細は 7 月中旬以降、オフィシャルウェブサイトでお知らせいたします

夏休みワークショップ
夏らしいマリンドーム作りやジオラマパーク作り、食品サンプル作り
など、夏休みの宿題や思い出作りにぴったりのお子さまから大人まで楽
しめるワークショップを数多くご用意します。
「スタジオ・イクスピアリ」
で発声練習や原稿作成をするアナウンス体験ワークショップや、昨夏
すぐに予約が埋まってしまうほど好評だったシネマイクスピアリの裏側
をのぞける「朝のシアターツアー」も、売店体験など新しい試みを加え
開催します。
※各講座の詳細は、添付の資料をご参照ください

江戸風鈴絵付け体験

サン！サン！スタンプラリー
館内にて配布するうちわ型のスタンプラリー台紙にある地図をたよりに、シ
ネマエリアに設置された４箇所のスタンプ台を探し、サマーフェスティバルを
テーマにしたかわいい絵柄のスタンプをすべて集めるとオリジナルステッカー
をプレゼントします。
開催日時：7 月 21 日(木)～8 月 31 日(水)
引換場所：1F インフォメーション（受付時間：11:00～21:00）
※ステッカーはなくなり次第終了

神出鬼没のミストマン！
気温の高い夏休み期間中、熱中症予防のため霧状の水をふりまく
「ミストマン」がイクスピアリの街に突然現れます。
いつどこに現れるかわからない「ミストマン」に会えたら、ぜひ
ひとときの涼をお楽しみください。
開催日：7 月 21 日(木)～8 月 31 日(水)
※雨天時など天候により中止となる場合があります

世界まるごと楽しむ！メニュー
イクスピアリ内レストランでは、
「イクスピアリ・サマーフェスティ
バル」に合わせ、この夏におすすめの世界のグルメをご提供します。
8 月 5 日に千葉初出店でオープンするメキシカンダイナー｢Guzman y
Gomez」をはじめ、台湾家庭小皿料理の｢青龍門｣や、イタリアンレス
トラン「Mare Cucina」など各店自慢のグルメでプチ世界旅行気分を味
わってみませんか。
Guzman y Gomez

イクスピアリ・クラフトビア・ガーデン
7 月 19 日から 9 月 4 日まで、イクスピアリで醸造しているクラフト
ビール「ハーヴェスト・ムーン」をはじめ国内有名ブランドのクラフ
トビールを楽しめる「イクスピアリ・クラフトビア・ガーデン」を開
催します。4F シェフス・ロウの開放的な空間で夕涼みしながらビール
とおつまみをご堪能ください。
日時：7 月 19 日(火)～9 月 4 日(日) 16:00～22:00(L.O.21:30)
場所：4F シェフス・ロウ
※雨天時など天候により中止の場合あり

※本リリースは、2016 年 6 月 17 日に配信したプレスリリースを基に、2016 年 6 月 23 日付で一部
修正を加えたものです
お問い合わせ先
イクスピアリ インフォメーション TEL：047-305-2525（受付時間：10:00～19:00）
オフィシャルウェブサイト：www.ikspiari.com
施設営業時間：10:00～23:00（店舗により異なる）

資料
ワ

ク

ワークショップ

夏休みワークショップ「IKSPIARI Waku-Workshop」
【シネマイクスピアリ 朝のシアターツアー】
朝の映画館に潜入し、裏側をのぞける特別ワークショップを小学生以上を対象に
開催します。普段入ることのできない売店や映写室をご案内いたします。
日時：8/4(木)、11(木・祝)、18(木)、25(木) 8:20～10:00
場所：2F 「シネマイクスピアリ」
参加費：大人 2,200 円／小中学生 1,400 円 (2D 映画鑑賞券、3D メガネ、ポップコーン
ソルト S サイズ、オリジナルクリアファイル付き)
定員：各回 16 名 ※7/1(金)10:00～電話にて予約受付(047-305-2575)

【スタジオ・イクスピアリ・アナウンス体験ワークショップ】
子どもたちの夏の思い出を「声日記」として残し、お持ち帰りいただけます。本物
のラジオブースで発声練習や収録をする貴重な機会をぜひお見逃しなく。
日時：8/14(日)、21(日) 11:30～/13:30～/15:30～
場所：2F 「スタジオ・イクスピアリ」
定員：各回 10 名 ※当日イクスピアリでお買上げのレシート 2,000 円(税込・合算可)
毎に 1 名様ご参加可能
対象：3 歳～小学生以下のお子さま
初開催
土がなくても育つ「エアプランツ」と恐竜や動物などのフィギュアを組み合わせてジオ
ラマパークを作ってみませんか。出来上がった作品は大事に育てると花を咲かせること
ができます。
日時：①7/15(金)～31(日) ②8/17(水)～31(水)
11:00～18:15
場所：①2F トレイダーズ･パッセージ ②2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,300 円～

【エアプランツでジオラマパークを作ろう！】

【江戸風鈴絵付け体験】
江戸時代から伝わる製法で作り続けられる｢江戸風鈴｣の内側から、絵具と筆を使っ
て好きな絵や柄を描く、夏ならではの体験講座です。
日時：8/11(木・祝)～8/17(水) 11:00～/12:00～/13:30～/14:30～/15:30～/16:30～
場所：2F トレイダーズ・パッセージ
参加費：1,600 円
定員：各回 18 名 ※当日 10:00～参加整理券を配布
初開催
【楽しく作ろう！マリンドーム】
【かわいいスイーツデコ雑貨作り】
イルカや熱帯魚など 200 種類以上あ
女の子に大人気のスイーツデコ
るパーツから好きなものを選んで、
ワークショップ。かわいいパーツ
自分だけの世界を手のひらサイズで
を選んで、ハンドミラーや小物入
表現。オリジナルマリンドームが作
れをかわいくデコレーションし
れます。
ます。
日時：8/1(月)～10(水)、22(月)～31(水)
場所：2F トレイダーズ・パッセージ
参加費：1,620 円～

11:00～18:00

日時：8/5(金)～7(日) 11:00～17:00
場所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,500 円～

【食品サンプル作り】
【キャンドルを作ろう！】
本物と見間違えるほどそっくりな
キャンドルアーティスト yapi さ
ミニパフェの食品サンプルを自分で
んに教わり、文字や数字、花や動
作ることができます。夏休みの自由
物など色鮮やかなパーツを自由
研究にもおすすめです。
に組み合わせて本格的なインテ
リアキャンドルが作れます。
日時：8/18(木)～21(日) 11:00～/12:00～/14:00～/
15:00～/16:00～
場所：2F トレイダーズ・パッセージ
参加費：2,160 円
定員：各回 10 名 ※当日 10:00～参加整理券を配布

日時：7/19(火)～8/4(木) 11:00～19:00
場所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,350 円～

このほか、
「チャイハネ」の「グニュグニュくんを作ろう！」や「レインフォレスト カフェ」の「わく
わくジャングル探検ツアー」など、ショップやレストランでも数多くワークショップを開催します。
※価格表記はすべて税込です ※開催日時、場所、費用は、講座により異なります。詳しくは 7 月中旬以降、イクスピ
アリ・オフィシャルウェブサイト(www.ikspiari.com)にてご確認ください

