2017 年 5 月 31 日
株式会社イクスピアリ
はしゃがずには、いられない！

「イクスピアリ・スプラッシュタウン」開催
7 月 21 日(金)～8 月 31 日(木)
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 42
日間、楽しさはじける夏休みイベント「イクスピアリ・スプラッシュタウン」を開催します。
2F セレブレーション・プラザでは、晴れ渡る夏空の下、大量の水しぶきを浴びて楽しむイベント
「スプラッシュ・チャレンジ！」がパワーアップして今年も登場。ゲストの皆さまの運次第でスプラ
ッシュの水量が変わる演出が新たに追加され、ドキドキわくわく、刺激的なチャレンジに、はしゃが
ずにはいられません。
ステージでは、ゲストの皆さまにもご参加いただける“びしょ濡れタイム”で、ダンサーと一緒に
盛り上がるイベント「イクスピアリ・パフォーマーズ・ステージ」、プロアーティストによる「スペ
シャルサマーライブ」も開催します(各プログラムの開催日は詳細をご覧ください)。
さらに、街内 4 ヶ所のトレジャースポットに隠されたトレジャーワードをブラックライトで見つ
け出す「トレジャーハント」は、期間中、毎日お楽しみいただけます。そのほか、夏休みの宿題にぴ
ったりのワークショップも多数実施します。
涼しい街内のショップやレストランでは、この夏おすすめのグッズや、イクスピアリが応援する地
元浦安のサッカーチーム「ブリオベッカ浦安」の選手がおすすめするメニューも多数ご用意し、夏休
み気分を満喫していただけます。
7 月 18 日から 9 月 3 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」などをお楽しみいただける「イクスピアリ・クラフトビア・
ガーデン」がオープンしておりますので、はしゃいだ後に夕涼みをしながらゆったりとした時間をお
過ごしください。

イメージビジュアル

スプラッシュ・チャレンジ！

※画像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設置されたスプラッシュ・ルーレットを、キャスト
の合図とともに、ご自身で回していただきます。スプラッシュ・ルーレットには 1 から 4 の数字が
配置されており、止まった数字と同数のスプラッシュが発射されます。
回した本人でさえ、何本のスプラッシュが発射されるかわかりません。運を天にまかせ、スプラッ
シュ・ルーレットが止まるその瞬間まで、ドキドキわくわくしながらお待ちいただきます。その後、
間髪入れずに発射されるスプラッシュを浴びて、緊張感のあとに一気に駆け抜ける爽快感をお楽しみ
ください。スプラッシュを浴びる瞬間や、びしょ濡れになった姿を記念撮影していただくのもおすす
めです。
開 催 日：期間中の日・月・火・水・木・金曜日(一部除外日あり)
開催時間：12:00～17:00(日曜日は 16:00 まで)
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 1,000 円(税込・合算可)をご提示いただくと、グ
ループで 1 回ご参加いただけます。
※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
※イベント内容および開催時間は、悪天候や渇水状況、その他の都合により、予告なく変更または中止となる場合が
あります

昨年の様子

ステージイベント
2F セレブレーション・プラザのステージでは、さまざまなプログラムを開催します。スプラッ
シュを使用した演出も必見です。
プログラム名

開催日時

概要

JCDA Cheer Dance
Festival in IKSPIARI

8/5(土)、6(日)
10:30～16:00

日本チアダンス協会(JCDA)主催の、約 160
チーム(約 1,800 人)が参加するチアダンスイ
ベントです。

Special Summer Live
イクスピアリ・パフォーマ
ーズ・ステージ
～スプラッシュ ver.～

8/6(日)を除く
期間中の日曜日
18:00～
8/5(土)を除く
期間中の土曜日
12:00～/15:30～/19:00～
(一部除外日あり)

ジャンルを超えて、たくさんのプロアーティ
ストたちが出演します。
“スプラッシュ”をテーマにイクスピアリ・
パフォーマーズ 3 団体がお届けするダンス
ステージショー。突如発射されるスプラッシ
ュ演出やびしょ濡れタイムで盛り上げます。

※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
※イベント内容および開催時間は、悪天候やその他の都合により、予告なく変更または中止となる場合があります
※画像はすべてイメージです

トレジャーハント
台紙に書かれた地図をたよりに、街内 4 ヶ所のトレジャースポ
ットを探し歩きます。各スポットに設置されたブラックライトを
使って「トレジャーワード」をタルの中から見つけだし、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：7 月 21 日(金)～8 月 31 日(木)
引換場所：1F インフォメーション(11:00～21:00)
トレジャーハント

※ステッカーはなくなり次第終了

夏休みワークショップ
普段は入ることのできない本物のラジオブースで、アナウンス
体験ができる「スタジオ・イクスピアリ・アナウンス体験」をは
じめ、江戸時代から伝わる製法で本格的に作られた風鈴に絵付け
を行う「江戸風鈴絵付け体験教室」や、昨年も大好評の「エアプ
ランツを使って“ジオラマパーク”を作ろう！」。さらに、初心
者の方でも簡単に作ることができる「キラキラブレスレット作
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

江戸風鈴絵付け体験

プを数多くご用意。お子さまから大人までお楽しみいただけます。
※各講座の詳細は、添付の資料をご参照ください

神出鬼没のミストマン！
昨年に引き続き、今年も気温の高い夏休み期間中は、イクスピ
アリの街に突然ミストを振りまく「ミストマン」が現れます。
いつどこに現れるかわからない「ミストマン」に出会えたら、
ぜひ、ひとときの涼をお楽しみください。
開 催 日：7 月 21 日(金)～8 月 31 日(木)
※イベント内容は、悪天候や渇水状況、その他の都合により、予告なく変更
または中止となる場合があります

ミストマン

夏のおすすめグッズ＆メニュー
涼しい街内のショップでは、定番の夏アイテムからスポーティーなアス
レジャーファッションまで、行楽シーズンにぴったりのおすすめグッズが
勢揃い。
また、レストランでは、イクスピアリが応援している地元浦安のサッカ
ーチーム「ブリオベッカ浦安」の選手がおすすめするメニューをはじめ、
4F ロティズ・ハウスでは、舞浜の地ビール「ハーヴェスト・ムーン」と
「ブリオベッカ浦安」がコラボした限定ラベルビールの 2017 年バージョ
ンも販売します。
ハーヴェスト・ムーン ピルスナー
ブリオベッカ浦安限定ラベル

※画像はすべてイメージです

イクスピアリ・クラフトビア・ガーデン
オープンエアの開放的な空間でクラフトビールが楽しめる
ビアガーデンを開催いたします。
開 催 日：2017 年 7 月 18 日(火)～9 月 3 日(日)
開催時間：16:00～23:00(L.O.22:00)
場

所：4F シェフス・ロウ

座 席 数：約 182 席

昨年の様子

お問い合わせ
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)
イクスピアリ・オフィシャルウェブサイト http://www.ikspiari.com/

※画像はすべてイメージです

夏休みワークショップ「Waku-Workshop」

資料

【スタジオ・イクスピアリ・アナウンス体験】
普段は入ることのできない本物のラジオブースで、ラジオ DJ やラジオゲストになり
きって夏休みの思い出をお話ししませんか。
日 時：8/6(日)、13(日) 11:30～13:00 / 14:00～15:30 / 16:00～17:30
場 所：2F スタジオ・イクスピアリ
参加条件：当日イクスピアリ内でご利用のレシート 2,000 円以上(税込・合算可)
定 員：各回 10 名 (小学生未満は保護者の同伴が必要です)
対象年齢満 5 歳以上
※各回 30 分前から終了 30 分前まで常時受付

初開催！【まるでステンドグラス！グラスアートフォトフレーム作り】
グラスアートでオリジナルフォトフレームをつくります。好きな色を選んで組み合わ
せ、個性あふれる仕上がりは夏休みの宿題にもおすすめです。
日 時：7/23(日)～27(木) 11:00～18:00
場 所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：2,000 円(現金のみ)
定 員：各日 35 名 (小学生未満は保護者の同伴が必要です)

初開催！【スウィーツデコのトロピカルライト作り】
樹脂粘土を土台に貼り付けて、ライト部分を作ったら、お好きなパーツを選んで、透明ク
リームでデコレーション。ライト色は青・緑・赤に変化します。
日 時：8/9(水)～12(土) 11:00～18:00
場 所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：2,000 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

初開催！【ボックス缶で宝箱を作ろう！】
夏の思い出の宝物やアクセサリーなどを入れるのにぴったりな、オリジナル宝箱を作りま
せんか。缶に、数字や文字、キラキラシールなどを貼った後は、アンティークな塗装をし
て完成です。
日 時：8/13(日)～16(水) 10:00～16:00
場 所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,500 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

初開催！【夏の思い出を飾ろう！フォトフレームデコ】
夏らしい色のペーパーや、かわいいパーツ、本物の貝殻やヒトデをデコレーションして、
夏休みの写真を飾る自立式フォトフレームを作りませんか。
パーツを貼るだけで簡単に作成でき、お子さまにも手軽にお楽しみいただけます。
日 時：8/19(土)～21(月) 10:00～18:00
場 所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,500 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

初開催！【キラキラブレスレット作り】
キラキラしたテープとハワイをイメージしたチャームを使って、ハワイアンリボンレイの
技法で初心者の方でも簡単に夏らしいブレスレットをお作りいただけます。
日 時：8/26(土)、27(日) 11:00～17:00
場 所：2F セレブレーション・プラザ前
参加費：1,200 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

※画像はすべてイメージです

【楽しく作ろう♪マリンドーム】
毎年大人気！マリンドーム作り。200 種類以上あるパーツは幻想的な世界観を演出する海
の生物たちも多くご用意。自分だけの世界を、手のひらサイズで演出できます。夏休みの
宿題工作にマリンドームを作ってみませんか。
日 時：7/21(金)～8/7(月) 11:00~18:00
場 所：2F トレイダーズ・パッセージ
参加費：2,160 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

【Yapi さんプロデュース！キャンドル作り】
色鮮やかなキャンドルを組み合わせて作る、キャンドルアーティスト Yapi さんによるキ
ャンドル教室。特殊な仕上げ加工で、どなたでも本格的なインテリアキャンドルが作れま
す。新パーツもたくさん登場します！夏の思い出や自由研究にいかがですか。
日 時：7/28(金)～8/6(日) 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～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

【江戸風鈴絵付け体験教室】
江戸時代から伝わる製法で作り続けられる｢江戸風鈴｣に、絵具と筆を使って好きな絵や柄
を描き、世界に一つだけの風鈴を作る夏ならではの体験講座です。
日 時：8/8(火)～17(木) 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(現金のみ)
定 員：各回 18 名(小学生未満は保護者の同伴が必要です)
※当日 10:00～各回の参加整理券を配布

【エアプランツを使って“ジオラマパーク”を作ろう！】
鮮やかなジオラマパーク作りは、簡単な作業でお子さまから大人までお楽しみいただけま
す。土の要らない植物「エアプランツ」と恐竜や動物のフィギュアであなただけの世界を
形にしませんか。
日 時：8/18(金)～31(木) 11:00～18:15(最終受付 18:00)
場 所：2F トレイダーズ･パッセージ
参加費：1,300 円～(現金のみ)
定 員：なし(小学生未満は保護者の同伴が必要です)

このほか、
「カリス成城」の「ひんやりジェル作り」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、参加費は、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

※画像はすべてイメージです

