2013 年 11 月 6 日
株式会社イクスピアリ

今年も大晦日は深夜まで営業！

イクスピアリの年末年始イベント
2013 年 12 月 31 日（火）～ 2014 年 1 月 13 日（月・祝）
東京ディズニーリゾート内の複合型商業施設「イクスピアリ」では、2013 年 12 月 31 日から
2014 年 1 月 13 日までの 14 日間、
年末年始を楽しく過ごせるさまざまなイベントを開催します。
12 月 31 日午前 10 時から、70 店舗以上が参加する冬のセール「イクスピアリ・ザ・セール」
がスタートします。この日の先着 1,000 名様に限り、
「豪華賞品とお買い物券 5,000 円分のセット」
や「お買い物券 5,500 円分」などが当たるハズレなしのお得な福引き「大みそか！ラッキー1000」
を参加費 5,000 円で開催します。
年明けの近づく 23 時 15 分からは「カウントダウンライブ 2014」が始まります。今年はクラ
ブジャズシーンにおいて話題のユニット「Tres-men（トレメン）」をはじめ、ボーカリストや
ダンサーなど総勢 25 名以上が集結し、音楽とダンスで新しい年の幕開けを盛大にお祝いします。
そして、年がかわった元日午前 0 時からは、毎年好評の「舞浜新春福袋」を販売します。80 店
舗以上が選りすぐりの商品をお得な福袋で提供します。
新年 1 月 1 日から 1 月 13 日まで「イクスピアリ・ニューイヤー・セレブレーション」と題し、
獅子舞や和楽器合奏ライブ、書き初めパフォーマンスなど、年の初めを祝うさまざまなイベント
を日替わりで開催するほか、新年の抱負や願いなどを書いて街内の「絵馬掛け」に飾っていただ
けるオリジナル絵馬の配布（1 月 7 日まで）も行います。
また、街内のショップやレストランでは、干支モチーフのグッズやお年賀ギフト好適品、年越
しそばやお雑煮など、この時期ならではのグッズやメニューをご用意します。
年末年始は、ご家族やお友達と一緒に、イクスピアリでお楽しみください。

「カウントダウンライブ 2014」

「舞浜新春福袋」

ージ

「和楽器合奏ライブ」

※本リリースの写真はすべてイメージです

「イクスピアリ・ザ・セール」
2013 年 12 月 31 日（火）～2014 年 1 月 13 日（月・祝）
12 月 31 日午前 10 時より始まる冬のセール「イクスピアリ・ザ・セール」では、70 店舗以上
が参加し、最大 70％OFF などお得な商品をご用意します。
セールの始まりとあわせて、先着 1,000 名様限りのハズレなし福引き「大みそか！ラッキー
1000」を開催します。参加費 5,000 円で「豪華賞品とイクスピアリお買い物券 5,000 円分のセッ
ト」や「イクスピアリお買い物券 5,500 円分」などが当たります。
※セールの割引率は店舗により異なります
※「大みそか！ラッキー1000」はお一人様一回のみご参加いただけます。小学生以下のお子さまの参加には保
護者の同伴が必要です
※「イクスピアリお買い物券」とは、イクスピアリ・バウチャー（有効期限付きお買い物券）のことです

「カウントダウンライブ 2014」
2013 年 12 月 31 日（火）23:15 ～ 24:15
場所：2F セレブレーション・プラザ
今年のカウントダウンライブは、出演アーティストに、クラブジャズシーンにおいて話題のユ
ニット「Tres-men（トレメン）」を招き、ゲストボーカルやゲストダンサーを交え、一夜限りの
スペシャルユニットでお送りします。総勢 25 名以上による、迫力ある音楽とダンスで、新しい
年の幕開けを大いに盛り上げます。
※悪天候時など、内容の一部変更、または中止となる場合がございます

「Tres-men」

ゲストボーカル（上段左から）

「浦風親方 a.k.a DJ 敷島」
「有坂美香」
「Saigenji」
ゲストダンサー（下段左から）

「STAX GROOVE」「Broken Sport」

「舞浜新春福袋」
2014 年 1 月 1 日（水・祝）
元日午前 0 時、新年を迎えると同時に売り出すことで毎年

午前 0：00～

大人気の「舞浜新春福袋」
。80 店舗以上が参加し、選りすぐり
の商品を福袋に詰めて提供します。年に一度のこのチャンス
をぜひお見逃しなく。
なお、イクスピアリのショップは一部店舗を除き、午前
3 時まで営業し、年明けの高揚感の中でお買い物をお楽しみい
ただけます。
※一部店舗では、福袋の販売期間が異なります。また、福袋はなくなり次第販売終了となります
※一部店舗では、福袋をお買い求めいただく際に整理券が必要となります

願いをかけよう！「舞浜絵馬飾り」
2014 年 1 月 1 日（水・祝）～1 月 7 日（火）
展示場所：2F トレイダーズ・パッセージほか
元日午前 10 時より、ショップやレストランをご利用の
な がたさ れん

方に、浦安市出身の書道家 永田紗戀さんの書がデザインさ
れたオリジナル絵馬を 1 会計につき 1 枚差し上げます。
街内に設置された「絵馬掛け」に新年の抱負や願い事な
どを書いて飾っていただけます。
※各店舗での絵馬の配布は、なくなり次第終了いたします
※飾っていただいた絵馬は後日、浦安市内にある豊受神社に
ご奉納いたします

「永田紗戀」

「絵馬掛け」
イメージ

「イクスピアリ・ニューイヤー・セレブレーション」

2014 年 1 月 1 日（水・祝）～13 日（月・祝）
場所：2F セレブレーション・プラザほか
期間中、新しい年をにぎやかにお祝いする、さまざまなステージイベントを日替わりで開催し
ます。
日程

イベント

1/1（水・祝） 招福！獅子舞

出演者・出演団体

内容

華乃家

海外でも活躍する浪花のちんどん屋「華乃家」に
よる玉すだれ、無病息災と幸福を祈願した獅子舞
をお楽しみいただけます。
1/2（木）
和楽器合奏ライブ
荒井美帆、荒井靖水、 琴や尺八、琵琶などが美しく雅な音色を奏でる、
川村葵山
お正月にぴったりの和楽器合奏ライブです。
1/3（金）
花咲く書道パフォー
永田紗戀
「花咲く書道」と呼ばれる作風の浦安市出身の書
マンス
道家 永田紗戀さんがステージ上で新春にふさわ
しい大きな作品を書き上げる書き初めイベント。
当日は書道のワークショップも開催します。
1/5（日）
ミュージック＆ダンス・ 舞空間ばく DANCE
江戸川区葛西のダンススタジオの皆さんに出演い
フェスティバル・プログ STUDIO
ただき、日頃の練習の成果を披露していただきま
ラム
す。
1/10（金）
「110 番の日」おまわり 千葉県警音楽隊
「110 番の日」にちなんで千葉県警音楽隊による
さんコンサート
コンサートを行います。
また、小さなお子さまを対象にパトカー・白バイ
と一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。
1/11（土）
ミュージック＆ダンス・ 浦安市立舞浜小学校
地元の「浦安市立舞浜小学校吹奏楽部」の皆さん
フェスティバル・プログ 吹奏楽部
に出演いただき、日頃の練習の成果を披露してい
ラム
ただきます。
1/12（日）
8utterfly スペシャル
8utterfly（バタフライ） 女性を中心に支持を集めている R&B シンガー
ライブ
「8utterfly」を招いて、スペシャルライブを行いま
す。
Happy Dixie Six
1/13（月・祝） Happy Dixie Six
街のミュージシャンとしておなじみの外山喜雄・
ミニコンサート
恵子夫妻を中心とした Happy Dixie Six によるデキ
シーランド・ジャズをお楽しみいただけます。
※開催時間・場所などの詳細は、決まり次第オフィシャルウェブサイトでお知らせします

「招福！獅子舞」

「花咲く書道パフォーマンス」

「Happy Dixie Six ミニコンサート」

干支グッズ、年越し＆お正月メニュー
街のショップでは、馬のガラス細工など干支にちなんだグッズやお年賀ギフトの好適品を販売
します。また、レストランやカフェでは、年越しそばやお雑煮など年末年始ならではのメニュー
をご用意いたします。
なお、一部の飲食店舗は、1 月 1 日の早朝 6 時から営業を始め、カウントダウンイベントや初
詣を楽しまれたお客さまを、あたたかいメニューでお迎えします。

2F Glass Land
「干支シリーズ 神馬」

1F 浅草 梅園
「お雑煮セット」

3F 麿坐
「京の生麩入りお雑煮とおせち風弁当」

≪イクスピアリ 年末年始の営業時間等についてのお知らせ≫
◆12 月 31 日の各店舗の営業時間は、一部店舗を除き下記の通りです
ショップ…10：00～27：00（翌午前 3 時）
レストラン&カフェ…11：00～25：00（翌午前 1 時）
シネマイクスピアリ…通常のレイトショー後に「大晦日ナイトショー」を実施
（上映作品など詳細は、決まり次第オフィシャルウェブサイトでお知らせします）
◆イクスピアリの街は店舗の営業時間に関わらず 12 月 31 日 10：00 から 1 月 1 日 23：00 まで、
街内の通行、施設利用が可能です
◆屋外駐車場の最初の 1 時間駐車料金無料サービスは、12 月 31 日は適応外となります
◆イクスピアリカードによる駐車料金サービスは、12 月 31 日および 1 月 1 日は適応外となります
◆12 月 31 日および 1 月 1 日は「We Love Rainy Days」は実施いたしません

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：10：00～20：00）

