
  2018 年 3 月 1 日 

 

株式会社イクスピアリ 

              新しいわくわく、いっしょに。 

「イクスピアリ®・イースターエッグパーティー」開催 
2018年 3月 27日(火)～6月 6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、3 月 27 日から 6 月 6 日まで、

イースターをテーマにしたスペシャルイベント「イクスピアリ・イースターエッグパーティー」 

を開催します。 

 春の訪れや、新しいショップやレストランのオープンを祝い、カラフルなイースターエッグたちが

街のいたるところで、フォトジェニックなパーティーを繰り広げます。 

 イースターエッグパーティーの期間中、パーティーをイメージにした 4 ヶ所のフォトスポットが 

街内に登場します。 

 パーティーの象徴的なフォトスポットとして、巨大なイースターエッグが「オリーブと噴水の広場」

に出現します。イースターエッグの中に入ってわくわくするような写真を撮ってみませんか。街内に

はほかにもパーティーに入り込んだかのようなカラフルなフォトスポットを 3 ヶ所に設置します。 

各スポットは、お客さまをイースターパーティーの世界観に誘う絶好の撮影スポットとなります。 

4 ヶ所すべてのフォトスポットで撮影した写真を 1F インフォメーションで提示すると、素敵な 

オリジナルステッカーをプレゼントします。 

また対象期間中には、イクスピアリ内のショップやレストランをご利用いただいたレシートのご提

示でご参加いただける抽選会を実施します。イクスピアリ内レストランのパーティープランなどに 

も利用できる「ギフト券」や「イクスピアリお買い物券（有効期限付き）」などが当たります。 

ご参加いただいた方には、参加賞としてイクスピアリ内の対象店舗で割引や特典などのサービスが受

けられるウェルカムカードをプレゼント。 

2F セレブレーション・プラザでは、イースターエッグパーティーをテーマにしたダンスステージ

をお届けします。 

イースターシーズンならではのタマゴやウサギをモチーフにしたワークショップ(体験講座)を 

はじめ、ショップやレストランではイースターシーズン限定のグッズやメニューをご用意し、 

パーティーの楽しみ方をご提案します。 

この春は、「イクスピアリ・イースターエッグパーティー」開催中のイクスピアリでお買い物や

お食事を、ご家族やお友達と一緒に、お楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトスポット yapiさんプロデュース 

レインボーエッグキャンドル作り 



フォトスポット 

「オリーブと噴水の広場」には、象徴的なフォトスポットとして巨大なイースターエッグが 

出現。ご家族やお友達とご一緒にフォトジェニックなイースターエッグの中に入って、撮影をお楽

しみいただけます。周囲にはカラフルなイースターエッグが集合し、賑やかで楽しいパーティー気

分を味わうことができます。ほかにも街内 3 ヶ所に、パーティーをテーマにしたフォトスポットが

登場。各スポットでは、春の訪れを感じさせるポップでキュートな写真撮影ができ、お子さまから

大人までお楽しみいただけます。 

4 ヶ所すべてのフォトスポットで撮影した写真を 1F インフォメーションに提示すると、オリジ

ナルステッカーをプレゼントします。 

 

開催期間：3 月 27 日(火)～6 月 6 日(水) 

フォトスポット：1F オリーブと噴水の広場 

2F セレブレーション・プラザ(光の階段) 

2F B’ウェイ 

3F グレイシャス・スクエア 

引換場所：1F インフォメーション 

引換時間：11:00～21:00 

※ステッカーの枚数には限りがございます 

※「巨大なイースターエッグ」は、毎日 17：00 よりライトアップします 

 

抽選会 

  イクスピアリ内でご利用いただけるお買い物券やお友達とのパーティーなどにも利用できるイ

クスピアリ内レストランのギフト券など、素敵な賞品がその場で当たる抽選会を行います。 

対象期間中、イクスピアリ内でご利用のレシート 3,000 円（税込・合算可）毎に 1回、抽選にご

参加いただけます。参加賞としてウェルカムカードをプレゼントします。 

 

対象期間：3 月 27 日(火)～4 月 30 日(月・振休) 

抽選会実施日：4/7(土)、8(日)、14(土)、15(日)、21(土)、22(日)、28(土)、29(日)、30(月・振休)  

 抽選会実施時間：13:00～19:00 

抽選会実施場所：2F B’ウェイ 

参加賞：ウェルカムカード（対象店舗で割引や特典などのサービスが受けられます） 

 

※「東京ディズニーリゾート®・チケットセンター」、「日本通運 BAGGAGE SERVICE」、「手荷物一時預かりサー

ビス」、「ドコモショップ」の支払明細書、電子マネーのチャージや金券類のご購入レシートは対象外です 

※レシートは、複数キャンペーンに重複して使用することはできません。 

 

ワークショップ 

カラフルなエッグ型のキャンドル作りやイースターウサギのポンポンキーホルダー作りなど、

イースターシーズンならではの楽しいワークショップを開催します。 

ご家族やお友達とご一緒に、ワークショップの手作り作品でイースターパーティーをデコ

レーションして楽しみましょう。 

 

 

3F グレイシャス・スクエア 



『yapiさんプロデュース レインボーエッグキャンドル作り』 

 溶かしたカラーワックスを固めながらタマゴの上下を作り、アロマ 

 キャンドルにパーツを使ってデコレーション。 

開催日：3 月 27 日(火)～4 月 4 日(水) 

場 所：2F セレブレーション･プラザ前 

費 用：税込 1,650 円～ 

 

『イースターのふわふわカップケーキバッグチャーム作り』 

 本物そっくりなふわふわカップケーキにホイップをしぼって、 

 パーツとカラースプレーでデコレーションするバッグチャーム作り。 

開催日：4 月 5 日(木)～9 日(月) 、17 日(火)～20 日(金) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

費 用：税込 2,000 円～ 

 

 

『イースターウサギのポンポンキーホルダー作り』 

  お好きな素材を選んでデコレーションしてオリジナルのポンポン 

  ウサギキーホルダーを作ります。 

開催日：4 月 14 日(土)～4 月 16 日(月)   

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

費 用：税込 1,000 円～ 

 

 ※そのほかのワークショップの詳細は、オフィシャルウェブサイトにてお知らせいたします 

 

イクスピアリ・パフォーマーズ・ステージ ～イースターVer.～ 

 3 組のイクスピアリ・パフォーマーズが、イースターエッグパーティーをテーマにした楽しいダン

スステージをお届けします。“レッツ・パーティー・タイム”でパフォーマーと一緒に盛り上がり 

ましょう。 

 

開 催 日： 4 月 7 日(土)、14 日(土)、21 日(土)、 

5 月 12 日(土)、19 日(土)、26 日(土) 

  開催時間： 14:30～／16:30～／19:00～ (各回約 30 分) 

 開催場所： 2F セレブレーション・プラザ 

  出 演 者： 4/7(土)、 5/12(土)   「how to fly MAGIC!!!」 

        4/14(土)、5/19(土)   「DANCE SQUARE」 

        4/21(土)、5/26(土)   「Crescendoll」 

 

 

 

 

 

 

yapiさんプロデュース 
レインボーエッグキャンドル作り 

イースターウサギの 
ポンポンキーホルダー作り 

イクスピアリ・パフォーマーズ・ステージ 

イースターのふわふわカップケーキ
バッグチャーム作り 



イースター グッズ＆メニュー 

街内のショップやレストランでは、イースターシーズンにちなんで、グッズやスペシャルメ

ニューをご用意します。自然派化粧品の「LUSH」では、お風呂の中でかき回すと泡が素敵なイー

スターの世界へ導いてくれるトロピカルな入浴料「バンチ オブ キャロット」、タマゴサンドとスー

プの専門店「サンド de スープ」では、パン・オブ・ザ・イヤー2017 サンドイッチ部門で金賞を

受賞した「TAMACO タマゴサンド」を販売いたします。 

  また、へぎ蕎麦をはじめ季節感あふれる和食を提供する「凛や」では、フワフワの月見とろろに 

 菜の花、アスパラガスを添えたこの季節限定の「春野菜の月見とろろそば」を提供するなど、ほか

にもさまざまなグッズ＆メニューでイースターを盛り上げます。 

 

◆期間：3 月 27 日(火)～4 月 27 日(金) 

 ※商品の販売時期は各店舗によって異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトジェニックパーティー グッズ＆メニュー 

 イースターエッグパーティーの後半期間には、パーティーで盛り上がる、フォトジェニックなアイ

テムやメニューが登場します。 

 インナーウェアの「une nana cool」 では、肌ざわりの良い綿混スムース素材を使用したパジャマ

「カロリン・ロバートコラボパジャマ」をご用意。みんなでワイワイ、おしゃべりに夢中になるパジャ

マパーティーをするにはぴったりなアイテムです。そのほか、ご家族やお友達のパーティーに欠かせ

ないアイテムやメニュープランが揃います。 

 

◆期間：4 月 28 日(土)～5 月 28 日(月) 

 ※商品の販売時期は各店舗によって異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凛や 

「春野菜の月見とろろそば」 

税込 1,080円  

LUSH 

「バンチ オブ キャロット」 

税込 1,070円 

※掲載の写真はすべてイメージです 

une nana cool 

「カロリン・ロバートコラボパジャマ」 

税込 5,724円 

サンド de スープ 

「TAMACOタマゴサンド」 

税込 310円 



 

 

 

  バレーパーキング サービス内容変更のお知らせ 

   皆さまにご利用いただいておりますバレーパーキングのサービス内容を、4月 1日から 

   以下の通り一部変更させていただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  ◆基本料金：500円(従来)から 1,000円(新規)に改定 

        ※イクスピアリカードのご提示で、平日は、500円割引 

  ◆営業時間：9:45～23:00 (従来)から、9:45～21:30 (新規)に変更 

  ◆追加サービス内容 

   ・お車のお預かり時間に窓をお拭きするサービス 

   ・2F インフォメーションにてお預かりした手荷物をお車 

までお届けするサービス 

   ・ご利用のお客さまに、待合室でドリンクを無料提供するサービス 

   ・バレーパーキング車両引き換え券を 2F インフォメーションに 

    ご提示いただくと、対象店舗でサービスが受けられる「チケットでお得なサービス」 

    ウェルカムカードをプレゼントします 

  

 ※バレーパーキングサービスとは、お客さまのお車をお預かりして駐車を代行するサービスで、 

      お帰りの際は車寄せまでお車をご用意いたします。ご利用には駐車料金の他にバレーサービス料金 

      が必要です。 

 

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：www.ikspiari.com  

 

http://www.ikspiari.com/

