
2015 年 6 月 30 日 

株式会社イクスピアリ 

15 周年の夏休みイベント「イクスピアリ・トロピカルタウン」開催 

7 月 21 日（火）～8 月 31 日（月） 

開業 15 周年を迎える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、「トロピカル」をテーマにした夏休みイベント「イクスピアリ・トロ

ピカルタウン」を開催します。 

15 周年の夏休みは、お子さまも大人も楽しめる、新しい「体験」を数多くご用意します。 

2F B’ウェイの吹き抜けの広場には、たくさんのお魚バルーンが泳ぐ、水のない不思議な水族館 

「トロピカル・アクアリウム」が登場、リモコンでお魚を動かして遊べるイベントを行います。  

また、街内を巡ってトロピカル柄のスタンプを探すスタンプラリーも開催。さらに、体験講座

「IKSPIARI Waku-Workshop」も充実します。初開催のレザークラフト（革小物作り）のほか、

毎年大人気の江戸風鈴の絵付け教室など、親子での夏休みの思い出作りにぴったりのワークショッ

プが盛りだくさんです。さらに、15 周年特別企画として、千葉県の老舗酒蔵の杜氏を囲んで、さま

ざまなテイストの日本酒を楽しむ大人向けの講座も初開催します。 

さらに、ヤシの木やフルーツで飾られた 2F セレブレーション・プラザのステージでは、南国  

ムードあふれるフラやタヒチアンダンスなどのショー、アーティストによるサマーライブなどが 

目白押しです。街内のレストランでも、フルーツなどを使ったトロピカルメニューを楽しめます。 

参加型プログラムやステージショーなど、気軽に南国気分を楽しめるイクスピアリで、ご家族や

お友達と、思い出に残る夏休みをお過ごしください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

「トロピカル・アクアリウム」 

2F B’ウェイの吹き抜けの広場が、水のない不思議な水族館に様変わり。約 1.5m もの大きなお魚

のバルーンが何匹も空中を泳ぎます。2,000 円以上（税込、合算可）ご利用のレシートをご提示の

方先着で、お魚バルーンをリモコン操作で泳がせることができます。見た目にも涼しげな新感覚の

夏遊びをぜひご体験ください。 

【日程】7 月 25 日（土）、8 月 1 日（土）、8 日（土）、22 日（土） 

【時間】12:00～／14:00～／16:00～／18:00～ 

【場所】2F B’ウェイ 

【参加方法】各回 30 分前から、当日ご利用のレシート 2,000 円分（税込／合算可）毎に、1 名様

分の参加券を配布いたします（先着 50 名様） 

【対象】どなたでもご参加いただけます（小学生未満は要保護者同伴） 

 

  

トロピカル・アクアリウム 

イクスピアリ・パフォーマーズ･ 

ステージ（DANCE SQUARE） 

IKSPIARI Waku-Workshop 

「江戸風鈴絵付け教室」 



「トロピカル・スタンプラリー」 

街内に散らばった、ヤシの木などトロピカル柄のスタンプを探す「トロピカル・スタンプラ  

リー」を開催。すべてのスタンプを集めて 1F ガーデン･サイトのインフォメーションにお持ちい

ただくと、各日先着でイクスピアリオリジナルグッズをプレゼントいたします。 

【日程】7 月 22 日（水）～8 月 31 日（月） 

【グッズ引き換え】11:00～21:00 1F インフォメーションにて 

 

体験講座「IKSPIARI Waku-Workshop」 

15 周年のイクスピアリの夏休みワークショップは新しいプログラム

も加わり、充実のラインナップで開催いたします。小銭入れなどの革小

物を作る講座を初開催するほか、毎年大人気の江戸風鈴絵付け教室やア

クアドーム作りなど、ご家族での夏の思い出作りにおすすめです。 

さらに、15 周年記念企画として、千葉県の老舗酒蔵「木戸泉酒造」

の杜氏をお招きし、さまざまなテイストの日本酒をお料理と合わせて  

楽しむ、大人向けの講座を 3F「郷ゐのこ」にて初開催いたします。  

※各講座の詳細は、添付の資料をご参照ください 

 

ステージイベント 

場所：2F セレブレーション・プラザ 

ヤシの木など南国ムードたっぷりの装飾に彩られたステージで、フラ、ポリネシアン、タヒチ

アンなどトロピカルムードあふれるダンスや、元気いっぱいのチアダンスなど、夏の暑さを吹き

飛ばす楽しいステージが目白押しです。 

日程 時間 タイトル・内容 

7/24（金） 19:00 「ミュージック＆ダンス・フェスティバル・プログラム」 
フラやポリネシアンダンス、タヒチアンダンスなど、トロピカルな

ダンスチームの皆さまによる、夏にぴったりのステージをお届けし

ます。 

7/25（土） 16:00／19:00 

7/26（日） 16:00 

7/22(水)～8/30(日) 

の水・日曜日 
※8/2、9 除く 

16:00／19:00 

※7/26 は 19:00

のみ 

「イクスピアリ・パフォーマーズ・ステージ」 
浦安発のダンススタジオ「DANCE SQUARE」が、「トロピカル」

をテーマに、夏らしい爽やかなダンスショーをお送りします。 

8/1（土）、2（日） 10:30～16:00 「JCDA Cheer Dance Festival in IKSPIARI」 
イクスピアリの夏の恒例となった日本チアダンス協会による 2 日

間のパフォーマンス。出演者総数約 1,900 名が次々と繰り出す元気

いっぱいの演技をお楽しみください。 

8/8(土)､9(日)、 

15(土)、22(土)、 

29(土) 

開催日により

異なります 

「IKSPIARI Special Summer Live 2015」 
さまざまなアーティストによる、「夏」をキーワードにした熱い 

ライブステージです。 

※悪天候時など、内容の一部変更、または中止となる場合があります 

 

 

 

 
「レザークラフト・ワークショップ」 

  



トロピカルメニュー＆夏のひんやりスウィーツ 

期間中、レストランやカフェにもトロピカルなメニューが登場します。3F「千疋屋総本店フルー

ツパーラー」のフルーツたっぷりの「トロピカルパフェ」、2F「フォレッティ・ジェルッタ」の    

クレープ「トロピカル☆マンゴー杏仁」や、期間限定で出店するカラフルなかき氷の「ハワイアン

シェイブアイス」など、南国ムードたっぷりのメニューを多数ご用意。 

さらに、この夏、ひんやりだけでなく身体にもやさしいスウィーツのお店が、8 月 1 日から 31

日の期間限定で 2 店舗登場します。 

「earth music＆ecology」などのアパレルブランドを展開するクロスカンパニーが提案する、  

この夏関東初出店のナチュラルアイスクリームショップ「BLOCK natural ice cream」。ヘルシー

な寒天や甘さ控えめで低カロリーの希少糖、フレッシュフルーツなどのこだわり素材を使用したア

イスバーは、女性にもお子さまにもおすすめです。 

また、野菜や果物を使ったオリジナルスムージー店「bebible」もイクスピアリ初出店。色鮮やか

で種類豊富なスムージーは、甘味料にオリゴ糖入りハチミツを使うなどこだわりの素材を使ってい

ます。その日の気分や色味に合わせて、お好みのスムージーをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 http://www.ikspiari.com/ 

※本リリースの写真はすべてイメージです 

2F「フォレッティ･ジェルッタ」 

（ドリンク）マンゴー！マンゴー！杏仁 

（クレープ）トロピカル☆マンゴー杏仁 

3F「千疋屋総本店フルーツパーラー」 

トロピカルパフェ 

 
2F「BLOCK natural ice cream」 

（8/1-8/31 期間限定） 

1F「bebible」 

（8/1-8/31 期間限定） 

 

http://www.ikspiari.com/


体験講座「IKSPIARI Waku-Workshop」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほか、「Glass Land」の「ガラス棒を溶かしてとんぼ玉を作ろう！」や「ローカルモーション」の 

「リボンレイを作ろう！」など、イクスピアリ内の 10 以上の店舗でもワークショップを開催します。 

※開催日時、場所、費用は、講座により異なります 

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 

 

資料 

【アクアドーム作り】 

200 種類以上のパーツから好きな
ものを選んで、自分だけの世界を
表現した「アクアドーム」を作り
ます。 

日程：7/22（水）～29（水） 

時間：11:00～19:00 

場所：3F グレイシャス･スクエア  

参加費：1,620 円～ 

【デコレーションアート教室】 
スウィーツ、貝殻、イルカなど約

300 種類のパーツを使って、時計や

パフェ型ライトなど、色々な雑貨

にデコレーションします。 

日程：8/13（木）～31（月） 

時間：11:00～20:00 

場所：2F シアター・フロント 

参加費：1,620 円～ 

【風鈴絵付け教室】 
江戸時代と変わらない製法で作り

続けられる｢江戸風鈴｣に自分で好

きな絵や柄を描く、夏ならではの

体験講座です。 

日程：7/30（木）～8/12（水） 

時間：11:00~/12:00~/13:30~/14:30~ 

/15:30~/16:30~ 

場所：2F シアター･フロント 

参加費：1,500 円～ 

 

 

【レザークラフト・ワークショップ】 
使うほどに風合いがでる革小物

を、オリジナルで作る講座。子供

から大人まで楽しめます。 

日程：①7/16（木）～29（水） 

②8/13（木）～31（月）  

時間：11:00～18:00（受付～17:30） 

場所：①2F シアター・フロント 

   ②3F グレイシャス・スクエア 

参加費：2,160 円～ 

 

 

 

【15 周年特別講座「木戸泉酒造の杜氏と日本酒を嗜む会」】 

千葉県いすみ市にあり、日本酒の長期熟成を初めて世に出した 

創業 1879 年の酒蔵「木戸泉酒造」から杜氏をお招きして開催する、 

大人のための日本酒講座。杜氏のお話しを聞きながら、木戸泉酒造 

のさまざまなテイストの日本酒をお料理と合わせてお楽しみいただ 

けます。  

日程：8/25（火） 時間：19:00～21:00 

場所：3F「郷ゐのこ」 

対象：20 歳以上の方（定員 15 名、要予約） 

  参加費：8,000 円（税込 ドリンク代込み） 

 

 
 

【CRAZY COLOR BANDS】 
世界中で大流行している、カラー

バンドで作る「クレイジーカラー

バンド」。フォークを使って、い

ろいろなカラーバンドから指輪

を作ります。 

日程：7/30（木）～8/12（水）  

時間：11:00～18:00 

場所：3F グレイシャス・スクエア 

参加費：無料 

 

 

初開催 初開催 

初開催 

 

 

 

 


