
  2017 年 2 月 28 日 

株式会社イクスピアリ 

 

「イクスピアリ・イースタータウン」開催 

2017 年 3 月 29 日(水)～4 月 26 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 29 日から 4 月 26 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・イースタータウン」を開催いたします。 

タマゴやウサギなどをモチーフにした華やかな装飾が登場し、街中で、春の訪れを祝う楽しい気分を

盛り上げます。 

セレブレーション・プラザのステージには巨大なイースターエッグが出現します。イースターエッ

グの中に入って記念撮影をお楽しみいただけるフォトロケーション「イースターエッグフォト！」を

期間中 11 日間、開催いたします。 

期間を通して毎日お楽しみいただける「イースターエッグハント！」は、街内 4 箇所に設置され

たイースターエッグの中に隠されたキーワードを集めていただく回遊型のイベントです。かわいい

イースターエッグを探してイクスピアリの街を巡るこのイベントは、お子さまはもちろん、大人の方

も夢中になってお楽しみいただけます。 

また、イースターシーズンを手作りで盛り上げるワークショップ（体験講座）も開催。 

さらに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豊富にご用意し、

イースターの楽しみ方をご提案します。 

この春は、ご家族やお友達と一緒にこころ弾ませて、イクスピアリのイースターをお楽しみくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イースターエッグフォト！ 

2F セレブレーション・プラザに巨大なイースターエッグが出現します。ご家族やお友達とご一

緒にイースターエッグの中に入って、記念撮影をお楽しみいただけます。巨大なイースターエッグ

の中からはどんな景色が見えるでしょうか？ 

ステージ周りには、タマゴやウサギなどが描かれ、こちらもかわいいフォトロケーションに様変

わりします。 

  

 

フォレッティ・ジェルッタ 

「ぴよぴよエッグタルト」（クレープ）  

税込 520 円 4/1(土)～30(日) 

イースターエッグフォト！ ワークショップ 

「しあわせを呼び込む 

 イースターリース講座」 

 
  

※掲載の写真はすべてイメージです 



開催日：3 月 29 日(水)～4 月 2 日(日)､5 日(水)､12 日(水)､19 日(水)､22 日(土)､23 日(日)､26 日(水) 

   （全 11 日間） 

 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 枚につき 1 組ご参加いただけます。 

※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 

※1 回につき 2 枚までの撮影が可能です 

 ※お客さまご自身のカメラでの撮影となります 

 ※「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 

 

イースターエッグハント！ 

 街内 4 箇所にかわいいイースターエッグが登場。街を巡って、イース

ターエッグの中に隠されたキーワードを見つけましょう。4 つすべての

キーワードを集めて 1F のインフォメーションにお持ちいただくと、オリ

ジナルステッカーをプレゼントいたします。4 月 15 日からは、イースター

エッグの中のキーワードが変わりますので、ぜひお楽しみに。 

開催期間：3 月 29 日(水)～4 月 26 日(水)  

引換場所：1F インフォメーション（受付：11:00～21:00） 

※台紙は 4 箇所のイースターエッグスポットにあります 

※ステッカーはなくなり次第終了 

 

イースターワークショップ 

エッグ型ジェルキャンドル作りやイースターリース作りなど、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、手作りのワークショップでイースターを盛

り上げましょう。 

『イースター・ジェルキャンドル作り』 

開催日時：3 月 29 日(水)～4 月 6 日(木)、17 日(月)～26 日(水) 

10:00～19:00 

場所：2F セレブレーション･プラザ前 

費用：税込 1,350 円～ 

 

『しあわせを呼び込む イースターリース講座』（NATURAL KITCHEN &） 

開催日時：4 月 21 日(金)、22 日(土) 11:00～／12:30～／14:00～ ※所要時間 45 分 

場所：2F トレイダーズ・パッセージ 

費用：税込 2,160 円 

定員：各回 10 名 ※定員になり次第受付終了 

※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 

  

 

 

イースターエッグハント! 

イースター･ジェルキャンドル作り 

※掲載の写真はすべてイメージです 



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、タマゴやヒヨコ、ウサギな

どをモチーフにしたグッズやメニューを多数取り揃えます。 

レッグウェアの「Tabio」ではイースターらしく花やウサギ、タマゴをあしらったかわいいソッ

クスを発売します。フランス生活雑貨「キャトル・セゾン」で販売するオステリアプレートはウサ

ギや鳥をモチーフにしています。 

テーマレストラン「レインフォレスト カフェ」では、「イースター オムショコラ」が登場、イー

スター期間にだけ味わえるちょっと変わったタマゴスウィーツです。 

そのほかにも、「好餃子」の「うずらのたまご餃子」、「フォレッティ・ジェルッタ」の「ぴよぴ

よエッグタルト」クレープなど、‟目で見て楽しい、食べて美味しい”さまざまなグッズ＆メニュー

がイクスピアリの街中にあふれ、イースター気分を華やかに盛り上げます。 

※別紙資料「イースター グッズ＆メニュー一覧」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

好餃子 

「うずらのたまご餃子（6 個）」 

税抜 540 円 

レインフォレスト カフェ 

「イースター オムショコラ」 

税抜 1,680 円 4/3(月)～26(水) 

※1 日限定 20 食 

 

Tabio 

「イースタープリントソックス」 

各税抜 1,900 円 

※なくなり次第終了 

 

 

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/


 

＜イースター グッズ＆メニュー＞ 

クリスピー･クリーム･ドーナツ 

 
おすすめダズン 

税込 2,000 円 

好餃子 

 
うずらのたまご餃子(6 個) 

税抜 540 円 

柿安ダイニング 

 
蟹とブロッコリーのミモザサラダ 

～ごぼうマヨクリーム～ 税抜 380 円 

Café CHEZ MADU 

 
(前)ｴｯｸﾞﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄｷｯｼｭ 税込 430 円 

(右奥)ｲｰｽﾀｰｴｯｸﾞｶﾚｰ   税込 260 円 

カフェ･カイラ 

 
とろっとオムライスの 

イースタープレート 税込 1,600 円 

レインフォレスト カフェ 

 
イースター オムショコラ 

税抜 1,680 円 ※1 日限定 20 食 

※販売期間 4/3(月)～26(水)  

フォレッティ･ジェルッタ 

 
ぴよぴよエッグタルト(クレープ) 

税込 520円 ※販売期間 4/1(土)～30(日) 

ゴディバ 

 
ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾁｮｺﾚｰﾄﾐﾆｴｯｸﾞｱｿｰﾄﾒﾝﾄ 6 粒入  

税込 961 円 

モンスーンカフェ 

 
骨付き仔羊の網焼き 

アジアン BBQ ソース 税抜 1,890 円 

築地玉寿司 

 
寿司屋の煮玉子 

税抜 860 円 

凛や 

 
こだわり有機たまごと 

春野菜のとろろそば 税込 1,080 円 

カフェ・トレイル＆トラック 

 
エッグベネディクト 

税抜 1,150 円  

※販売期間 4/10(月)～5/31(水) 

MARUZEN 

 
A Tale for Easter 

税抜 2,640 円 

Tabio 

 
イースタープリントソックス 

各税抜 1,900 円 

LUSH 

 
フロプシー（洗顔料） 

税込 1,580 円 

  

資 料 



 

une nana cool 

 
ショーツ 各税抜 1,000 円 

アップリケ 各税抜 100 円～ 

キャトル・セゾン 

 
ヴィルジニアオステリアプレート 

各税込 2,592 円 

STANDBY TOKYO 

 
palnart POC パルナートポック 

税抜 2,200～4,000 円 

クレアーズ 

 
イースターカチューシャ 

各税込 800 円 

NATURAL KITCHEN & 

 
オブジェツインラビット 

税込 108 円 

ディズニーストア 

   
 

トートバッグ 税抜 2,900 円 

PLAZA 

 
GUNTHART イースターラビット 

各税抜 800 円 

GO!GO!LAUNDRY 

 
carrot トリックカーデシャツ OP 

税抜 6,800 円 
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