
  2019 年 2 月 13 日 

 

株式会社イクスピアリ 

 

「イクスピアリ®・イースターエッグパーティー」開催 
2019年 3月 29日(金)～5月 6日(月・休) 

 

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 29 日から 5 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。 

 新しいスタートを迎える春、そんなわくわく感を盛り上げるようにカラフルなイースターエッグた

ちが街に登場し、まるでパーティーのような楽しい気分にさせてくれるイベントです。 

 期間中、パーティーをイメージした 2 ヶ所の「フォトスポット」がお目見えします。セレブレー 

ション・プラザの中央に登場するのは、イベントのシンボルでもある大きなイースターエッグ。たま

ごの中に入り込んだり、大きなイースターエッグと並んで写真を撮ってみませんか。また、広場の横

にある「光の階段」では、イースターエッグのパーティーに招かれたような写真が撮れるフォトス  

ポットも登場します。 

期間中の土・日に開催するゲームイベント「ペアエッグ・チャレンジ！」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方がご参加いただけます。セレブレーション・プラザに 

広げられた大きなカードをめくって 2 枚のたまごの絵柄を合せるゲームをお楽しみください。ご参加

いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントします。 

また、当日ご利用のレシート 3,000 円毎にスクラッチカードがもらえる「エッグハント・スクラッ

チ！」では、当たりがでたらその場でイクスピアリお買い物券を差し上げます。 

期間中、街内ではイースターシーズンならではのたまごやうさぎをモチーフにしたワークショップ

(体験講座)が行われ、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

用意して、イースター気分を盛り上げます。 

イベント期間の後半は、大型連休となる今年のゴールデンウィーク。セレブレーション・プラザで

は「ゴールデンウィーク・スペシャルイベント」として大道芸やアカペラ、ダンスなどのさまざまな

エンターテイメントを連日開催。広場に出店するキッチンカーでテイクアウトフードを楽しみながら

ご覧いただけます。 

今年の春は「イクスピアリ・イースターエッグパーティー」を開催するイクスピアリで、ご家族

やお友達とのお買い物やお食事をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イースターエッグ 

（セレブレーション・プラザ） 

イースターエッグパーティー 
（光の階段） 

※写真はすべてイメージです 



フォトスポット 

  イースターエッグパーティーのシンボルでもある、大きなイースターエッグが 2F セレブレー 

ション・プラザに登場。背中合わせになったピンクとブルー、それぞれのイースターエッグと一緒に

撮影をお楽しみいただけます。ほかにも「光の階段」には、イースターエッグの 

パーティーを描いたフォトスポットが登場。パーティー会場に入ってさまざま 

なポーズで SNS映えする写真撮影を楽しむことができます。 

ぜひ、お友達やご家族と一緒にお楽しみください。 

開催期間：3/29(金)～5/6(月・休) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ(広場中央)、(光の階段) 

※広場中央のフォトスポットは、毎日 17:00 からライトアップします 

ペアエッグ・チャレンジ！ 

 セレブレーション・プラザに広げられた大きなカードをめくって 2枚のたまごの絵柄を合せるゲー

ムイベントを開催します。当日、イクスピアリでご利用のレシート 1,000 円(税込・合算可)毎に 1 回 

ご参加いただけます。参加された方にはオリジナルステッカーをプレゼント。制限時間内にクリアす

るともらえるスペシャルバージョンのステッカーを目指してチャレンジしてみませんか。 

開 催 日：3/30(土)、31(日)、4/6(土)、7(日)、 

13(土)、14(日)、20(土)、21(日)  計 8 日間 

開催場所：2F セレブレーション・プラザ 

開催時間：12:00～17:00 

※「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」、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。 

※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ございます。 

エッグハント・スクラッチ！ 

 イースターエッグがデザインされたスクラッチカードを、当日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枚お渡しします。当たりが出たら、その場で「イクスピアリお買い

物券(有効期限付き)」を総数 1,000 名様にプレゼントします。また、はずれのスクラッチカード 10

枚で、スクラッチカード 1 枚と交換できるダブルチャンスもご用意しています。 

 開催期間：3/29(金)～5/6(月・休) 

 スクラッチカード引換場所／時間： 

      1F インフォメーション  12:00～21:00 

            2F インフォメーション  10:00～22:00 

            3F インフォメーション  17:00～22:00 

  賞品：イクスピアリお買い物券(有効期限付き) 

【1 等】10,000 円分×10 名／【2 等】5,000 円分×20 名／【3 等】1,000 円分×120 名／ 

【4 等】500 円分×850 名 

※「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」、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。 

※内容および引換時間は、予告なく変更または中止となる場合がございます。 

※スクラッチカードの引き換えは、1回につき 30 枚までとなります。 

※賞品の引き換えは各インフォメーションにて 2019 年 5 月 6 日（月・休）までとなります。 

 

 

ペアエッグ・チャレンジ！ 
    イメージ 

イースターエッグ 

（セレブレーション・プラザ） 

※写真はすべてイメージです 



ワークショップ 

イースターエッグのデコキーホルダー作りや、かわいいスウィーツデコのエッグサンデー作り 

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。 

◆『イースターエッグのデコキーホルダー作り』 

たまご形の土台にうさぎやヒヨコ、リボンなどのパーツを貼り付け 

てオリジナルキーホルダーを作ります。スタンプで名前やメッセージ 

を入れることもできます。 

日 時：4/6(土)、7(日)、21(日) 

              11:00～16:00 (最終受付：15:30) 

       ※4/21(日) のみ 11:00～18:00 (最終受付：17:30) 

場 所：2F セレブレーション･プラザ前 

所要時間：約 15 分 

費 用：税込 700 円～ 

◆『イースターエッグサンデー作り』 

 たまご型のカップに、シリコン製のクリームをホイップし、粘土で 

できたイチゴやマカロンなどのパーツを付けたら、かわいい 

スウィーツデコのエッグサンデーの完成です。 

日 時：4/13(土)、14(日)、21(日) 

      11:00～18:00 (最終受付：17:30) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

所要時間：約 30 分 

費 用：税込 1,500 円～ 

イースター グッズ＆メニュー 

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だグッズやスペシャルメニューをご用意

します。ファッション雑貨の「Maison de FLEUR」からは、イースターのうさぎをモチーフにした

ラウンドポーチなどが限定シリーズで発売、「ディズニーストア」ではイースターをイメージしたか

わいらしいチップ＆デールのぬいぐるみを販売します。またイタリアンレストラン「ピッタ ゼロゼ

ロ」では、旬の桜エビとミモザの花にみたてたボイルドエッグをあしらったトマトクリームソース 

とモッツァレラのハーフ＆ハーフのピッツァを提供いたします。 

さまざまなグッズ＆メニューでイースターシーズンをお楽しみください。 

※商品の販売期間は、各店舗によって異なります。 

※一部商品は、数量限定のためなくなり次第終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de FLEUR 

イースターラビット 

左から  カードケース 税抜 3,590 円/ 

ラウンドポーチ 税抜 3,590 円/ 

ティッシュケース 税抜 3,290 円/ 

イースターエッグの 
デコキーホルダー作り 
 

ピッタ ゼロゼロ 
桜エビとルーコラのハーフ&ハーフ 

ミモザ風 
税抜 1,900円 

イースターエッグサンデー作り 

ディズニーストア 

ぬいぐるみ 

チップ＆デール 

税込 3,780円 

 

ⒸDisney 

※写真はすべてイメージです 



ゴールデンウィーク・スペシャルイベント 

 ゴールデンウィーク期間中のセレブレーション・プラザでは大道芸やアカペラ、キッズダンスなど

さまざまなエンターテイメントをお楽しみいただけます。大道芸では、パントマイムやヨーヨーなど

魅力的なパフォーマンスが繰り広げられます。また、アカペラやキッズフェスティバルでは、アマチュ

アグループの出演による楽しいパフォーマンスを披露いたします。なお、会場には、キッチンカーが

出店し、テイクアウトフードを楽しみながら鑑賞することもできます。 
 

(1)大道芸フェスティバル 

開 催 日：4/27(土)～30(火・祝) 

開催時間：13:00～／15:30～／18:00～ (各回約 60 分) 

開催場所：2F セレブレーション・プラザ 

※出演パフォーマーは日によって異なります。詳しくは決まり次第、オフィシャルウェブサイト 

 にてお知らせします。 

(2)アカペラフェスティバル 

開 催 日： 5/1(水・祝)～2(木・祝) 

開催時間： 13:00～／15:30～ (各回約 45 分) 

開催場所： 2F セレブレーション・プラザ 

※出演者は、日本学生アカペラ協会が選定する、学生を中心とした 

アカペラ団体です。 

(3)キッズフェスティバル 

開 催 日： 5/3(金・祝)～6(月・休) 

開催時間： 13:00～／15:30～ (各回約 30 分) 

開催場所： 2F セレブレーション・プラザ 

出 演 者： 5/3(金・祝)   「鎌ヶ谷市立第二中学校吹奏楽部」 

       5/4(土・祝)   「wazacule」 

       5/5(日)     「Dolls☆Family」 

       5/6(月・休)   「P・K・G  HEART’S」 

 

 

 

 

 

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  

 

※写真はすべてイメージです 

Dolls☆Family 

アカペラフェスティバル（イメージ） 

パフォーマー(大西 翼) 

http://www.ikspiari.com/

