
 
 
 
 

 

2019 年 6 月 17 日 

株式会社イクスピアリ 

イクスピアリⓇの夏休みイベント！ 

「イクスピアリ・スプラッシュタウン」開催 
7月 19日(金)～9月 1日(日) 

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 19 日から 9 月 1 日までの 

45 日間、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・プラザには、夏空の下で大量の水しぶきを浴びて楽しむ大人気のイベント

「スプラッシュ・チャレンジ！」がイクスピアリ史上最大の水量にパワーアップして登場。水しぶき

の量を決める「スプラッシュ・ルーレット」に加えて「スプラッシュ・ボタン」も復活し、今まで 

以上に発射のスリルを味わうことができます。また、おもしろおかしく夏らしい写真撮影をお楽しみ 

いただける「フォトスポット」もご用意しています。 

ショップやレストランでは対象期間中ご利用いただいたレシートのご提示で、スクラッチカードに 

挑戦できる「いい夏！スクラッチ」を実施します。スクラッチカードで当たりが出たら、イクスピア

リお買い物券(有効期限付き)を総数 1,172(イイナツ)本、プレゼントします。 

このほか、街内 3 ヶ所のスポットを巡ってうちわ型の台紙にスタンプを集めるとオリジナル 

ステッカーがもらえる「スプラッシュ・スタンプラリー」も実施。さらに、「スプラッシュ・チャレン

ジ！」や「いい夏！スクラッチ」へ参加したり、「フォトスポット」での写真を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がスペシャルバージョンへとグレードアップします。 

夏休みの宿題や思い出作りにぴったりの「夏休みワークショップ」も多数開催します。街内の 

レストランやショップでは、日中の暑さを吹き飛ばすひんやりスウィーツに、暑気払いにおすすめの

アルコールとそれに合うメニュー、また夏のおでかけに欠かせないレジャーアイテムなどをご用意し

ます。 

思いきりはじける体験イベントやショッピング、グルメなど楽しさ盛りだくさんのイクスピアリで、

ご家族やお友達と、夏の思い出を作りませんか。 
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スプラッシュ・チャレンジ！ 



スプラッシュ・チャレンジ！ 

2F セレブレーション・プラザに設置された「スプラッシュ・ルーレット」を、ご自身で回していた

だくと、ルーレットが止まった位置の数字と同数のスプラッシュが発射されます。3 年ぶりに「スプ

ラッシュ・ボタン」が復活し、発射のタイミングもご自身でコントロールできます。上空からと広場

中央に新しく登場する樽からの最大 5 本のスプラッシュでイクスピアリ史上最大の水量をご用意し、

びしょ濡れ感もパワーアップ。スプラッシュを浴びる瞬間や、びしょ濡れになった姿を思いおもいの

ポーズで撮影してください。 

開 催 日：7 月 19 日(金)～9 月 1 日(日) ※除外日についてはオフィシャル・ウェブサイトをご覧ください。 

開催時間：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 1,000 円(税込・合算可)以上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。 

※「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。 

※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ご

ざいます。 

 

≪びしょ濡れ特典≫ 
   「スプラッシュ・チャレンジ！」に参加するともらえる「びしょ濡れ特典カード」 

を対象店舗で提示すると、お得な割引やサービスが受けられます。 

【対象店舗】ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング、Gap/GapKids 

GO!GO!LAUNDRY、Natural Anthem、BREEZE、LOCAL MOTION  

フォトスポット 

2F セレブレーション・プラザ（光の階段）には夏らしいフォトスポッ

トが登場します。お子さまから大人の方までどなたでも楽しい写真が撮

影できる爽快感あふれるフォトスポットです。 

いかだに乗ったスリル感あふれるひとコマを、夏のフォトライブラリー

に加えてみてください。 

スプラッシュ・スタンプラリー 

うちわ型の台紙に街内 3 ヶ所に設置しているスタンプをすべて押して、インフォメーションにご提

示いただくと、オリジナルステッカーをプレゼントします。さらに、対象イベント(※)に参加して 4 個

目のスタンプをゲットするとオリジナルステッカーがスペシャルバージョンのステッカーにグレード

アップします。 

開 催 日：7 月 19 日(金)～9 月 1 日(日) 

スタンプ設置場所： 1F ガーデン・サイト 

          3F グレイシャス・スクエア 

                   (インフォメーション前／Té chichi 前) 

ステッカー引換場所／時間：各インフォメーション 

 1F  12:00～21:00／(土･日･祝)10:00～21:00 

2F  10:00～22:00 

          3F  17:00～22:00／(土･日･祝)10:00～22:00 

フォトスポット 

2F セレブレーション・プラザ(光の階段) 

スプラッシュ・スタンプラリー 

※写真はすべてイメージです 



※対象イベント：「スプラッシュ・チャレンジ！」(参加レシートの提示)、「フォトスポット」(撮影画像の提示) 

「いい夏！スクラッチ」(スクラッチカードの提示) 

※ステッカーはなくなり次第終了。 

いい
1 1

夏
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！スクラッチ 

  対象期間中、イクスピアリ内で当日ご利用のレシート 3,000 円(税込・合算可)毎にスクラッチカード

を 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

1,172（イイナツ）本プレゼントします。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。 

対象期間：8 月 10 日(土)～18 日(日)  9 日間 

スクラッチカード引換場所／時間：2F B’ウェイ 特設カウンター／10:00～22:00 

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×7 本／【2 等】5,000 円分×15 本／【3 等】1,000 円分×250 本 

   【4 等】500 円分×900 本 

賞品引換： 8 月 10 日(土)～18 日(日) 2F B’ウェイ 特設カウンター 10:00～22:00 

           8 月 19 日(月)～31 日(土) 2F インフォメーション 10:00～22:00  

 

※「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。 

※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(90,000円分のレシート)までとなります。 

夏休みワークショップ 

 親子で一緒に楽しめる、夏にぴったりのワークショップを開催しま

す。江戸時代から伝わる製法で作られた風鈴に絵付けする毎年大人気

の「江戸風鈴絵付け体験教室」や、暑い夏の必需品の「オリジナル 

扇子作り」、また夏休みの自由研究にも使える「おうちの身近な材料 

で作るスライム」や「スライムでスクイーズ作り」、「海のアレンジ 

貝殻ストラップ」など、夏休みの宿題や思い出作りにぴったりの 

ワークショップを数多くご用意します。 

 

※各講座の詳細は、添付の資料をご参照ください。 

 

神出鬼没のイクスピアリ・ミストマン！ 

今年も気温の高い夏休み期間中、イクスピアリの街に突然ミストを 

振りまく「イクスピアリ・ミストマン」が現れます。 

 いつどこに現れるかわからない「イクスピアリ・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。 

 

 

 

 

 

※写真はすべてイメージです 

江戸風鈴絵付け体験教室 

イクスピアリ・ミストマン 



ひんやりスウィーツ、ほろ酔いメニュー 

街内のレストランでは、暑い夏にぴったりなひんやりスウィーツ、暑気払いにおすすめのアルコー

ルとそれに合うメニューをご用意します。「MAX BRENNER CHOCOLATE BAR」では、台湾発の  

かき氷「ICE MONSTER」とチョコレートのテーマパーク「MAX BRENNER」のコラボが今年も登

場。また、「モンスーンカフェ」では、フレッシュな濃厚生マンゴーの果肉がごろごろ入ったひんやり

甘い 4 種のアジアンスウィーツをお楽しみいただけます。 

 沖縄料理「海人酒房」では、泡盛をソーダで割った爽やかな飲み口の「島ハイボール」や人気    

メニューをハーフサイズにした「ちょい盛りおつまみ」をお得に楽しめるハッピーアワーを平日 15 時

から実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏レジャーアイテム 

街内のショップでは、夏に向けて用意したいおすすめのレジャーアイテムが勢ぞろい。 

「NATURAL KITCHEN &」では、中が撥水効果のあるラミネート加工でレジャーに大活躍なオリジ

ナルデザインの柳両持ち手キャンバスバスケットをご用意。また、「HARUTA」の素足で履ける、 

「レザーサンダル」は、夏のおでかけを楽しむアイテムとしておすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F NATURAL KITCHEN & 

「柳両持ち手キャンバスバスケット」 

税抜 1,000円 

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 

(左)「ミルクチョコレートコーヒーかき氷」 
税抜 907円 

(右)「ホワイトチョコレートストロベリーかき氷」 
税抜 1,092円 

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/ 

2F HARUTA 

「レザーサンダル」 

税込 9,504円 

※写真はすべてイメージです 

3F モンスーンカフェ 

（後列左）「マンゴーコラーダ ボバ」税抜 680円 

（後列右）「マンゴー ハロハロ」    税抜 880円 

  （前列左）「マンゴー タンゴ」      税抜 650円 

    （前列右）「マンゴー パラタ」      税抜 880円 

3F海人酒房 

（左）「島ハイボール」 

税抜 249円 

 （右）「ちょい盛りおつまみ」 

  税抜 190円～ 

2F MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 

(左)「ミルクチョコレートコーヒーかき氷」 

税込 1,080円 

   (右)「ホワイトチョコレートストロベリーかき氷」 

税込 1,180円 

http://www.ikspiari.com/


夏休みワークショップ 

初開催！【ひんやりチョコミントのアイスバー】 

見た目にも涼しいアイスバーのキーホルダー。すぐ固まる樹脂粘土でできている 

ので約 15 分で完成します。 

日 時：7/21(日)～25(木) 11:00～15:00 (最終受付 14:40) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

参加費：1,500円～ 

定 員：20名  

資料 

初開催！【オリジナル扇子作り】 

はんこをポンポン押して作る、オリジナル扇子！ 

暑い夏を乗り切るためにぴったりのアイテムです。 

日 時：7/27(土)、28(日) 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

参加費：800円～ 

定 員：50名  

毎年恒例！【江戸風鈴絵付け体験教室】 

江戸時代から伝わる手法で作られた江戸風鈴に好きな絵を描いて、世界に 1つしかない 

風鈴を作ります。絵の具と筆を使って、ガラスの内側から絵を描いていきます。 

日 時：7/31(水)～8/7(水) 11:00～/12:00～/13:30～/14:30～/15:30～/16:30～ 

            (最終受付 各回開始時間まで) 

場 所：3F グレイシャス・スクエア 

参加費：1,600円～ 

定 員：各回 12名 

初開催！【おうちの身近な材料で作るスライム】 

夏休みの自由研究にぴったり！おうちにある身近な材料でスライムを作っちゃおう！ 

いま話題の“ASMR”にもオススメです。 

日 時：8/2(金)、3(土) 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

参加費：1,000円～ 

定 員：50名 

初開催！【スライムでスクイーズ作り】 

ホウ砂を使わないスライム作り。スライムの作り方を学び、作っちゃおう！ボール型の容

器に入れたらプニプニ不思議なスクイーズができあがります。 

日 時：8/12(月・休)～18(日) 11:00～16:00 (最終受付 15:50) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

参加費：1,000円～ 

定 員：30名 

初開催！【海のアレンジ貝殻ストラップ】 

貝殻の中にお好きなパーツを選んでアレンジしたあとレジンで固めます。タッセルを 

選んで夏らしいストラップを作りましょう。 

日 時：8/19(月)～25(日) 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場 所：2F セレブレーション・プラザ前 

参加費：1,000円～ 

定 員：30名 

※写真はすべてイメージです 

※価格はすべて税込です。 

※開催日時、場所、参加費は、講座により異なります。詳細は、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。 

※小学生未満は、保護者の同伴が必要です。 

※お支払いは現金のみとなります。 

http://www.ikspiari.com/

