
 

 

 

2019 年 9 月 26 日 

 

株式会社イクスピアリ 

軽やかな音色と光のハーモニーを楽しめる 

「イクスピアリ®・サウンドフォレスト・クリスマス」開催 
11 月 8 日(金)～12 月 25 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、11 月 8 日(金)から 12 月 25 日(水)

まで、クリスマスイベント「イクスピアリ・サウンドフォレスト・クリスマス」を開催します。 

2F セレブレーション・プラザに、木工アーティスト・つちやあゆみさんが手掛ける「サウンド

フォレスト」が出現します。中央で目を引く「イルミネーション木琴ツリー」は、クリスマスソン

グに合わせてカラフルに光る鍵盤がクリスマスツリーを彩ります。また、付属のマレット(バチ)で

演奏を楽しむ「らせん階段のような木琴」や、大きな歯車の回転によって音楽を奏でる「歯車のオ

ルゴール」は、触って、動かして、奏でる体験ができます。「サウンドフォレスト」で、軽やかな

音と光のハーモニーをお楽しみください。 

イクスピアリの街中が、クリスマスツリーやリース、オーナメントやイルミネーションで飾られ、

フォトスポットやプレゼントシーンにもぴったりな、心ときめくロケーションとなります。 

「ホワイトサンタⓇ・グリーティング」は、今年もセレブレーション・プラザで開催します。ホ

ワイトサンタとの記念撮影やふれあいのひとときをお楽しみください。各日最終回(17 時 30 分)に

は、ゲストの皆さまとホワイトサンタが一緒にイルミネーションを灯す特別な瞬間を演出します。 

ショップやレストランは、このシーズンならではのグッズやメニュー、スウィーツなどをご用意

しホリデーシーズンの訪れを盛り上げます。クリスマスムードが高まる 12 月には、ショッピング

やお食事を欲張りに楽しめる「お買いものラリー・スクラッチ」を実施します。当日、3 つ以上の

店舗を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)」を進呈します。 

豪華アーティストによる「クリスマス・スペシャルライブ」や、オーナメントやキャンドル、オ

ルゴールを手作りする「クリスマス・ワークショップ」、さまざまなキャンペーンもご用意します。 

カラフルな音色とイルミネーションの“しあわせな調べ”につつまれるイクスピアリで、特別な

クリスマスシーズンをお楽しみください。 

  

※「ホワイトサンタ」は株式会社イクスピアリの登録商標です。 ※写真はすべてイメージです。 

 

 

「サウンドフォレスト」全景 



サウンドフォレスト 

2F セレブレーション・プラザに、木工アーティスト・つちやあゆみさんが手掛ける「サウンド

フォレスト」が出現します。クリスマスツリーとバリエーション豊かな木琴で構成される心あたた

まるサウンドフォレストは、触って、動かして、奏でるスポットです。 

サウンドフォレスト中央のクリスマスツリーを囲むように「イルミネーション木琴」があります。

20 分ごとにクリスマスソングが響きわたり、その調べに合わせて鍵盤が 7 色に光る演出はとても

ロマンティックです。 

フォレストの左右には、「らせん階段のような木琴」が 2 基。鍵盤は音階になっていて、付属の

マレット(バチ)を使って自由に演奏を楽しむことができます。 

また、10 個の木製の歯車を組み合わせた「歯車のオルゴール」は、ハンドルを回してオルゴー

ルを動かすと、歯車に吊るされた木製のボールが鍵盤を叩き、音楽を奏でる仕組みです。 

イルミネーション、カラフルに光る鍵盤、クリスマスソングを奏でる歯車オルゴール…。 

セレブレーション・プラザで特別な体験をお楽しみください。 

つちやあゆみ （木工アーティスト） 千葉県柏市在住（神戸市出身）  

会社勤務を経て、2008 年に多摩美術大学造形表現学部に入学。空間デザインを学ぶ。 

2012 年に同学部を首席で卒業後、音や触れるコトをテーマに木琴や歯車を取り入れた 

インタラクティブな作品を独学の木工を主軸に木やガラスで制作し、デザイン・図面・ 

実制作は通常一人手作業で行う。 

美術館やアートイベントなどで作品を発表、企業とのコラボレーションも行なっている。 

 

【期 間】11 月 8 日(金)～12 月 25 日(水)  

【イルミネーション点灯時間】10:00～23:00 

【場 所】2F セレブレーション・プラザ 

※「ホワイトサンタ・グリーティング」開催時など、演奏を体験いただけない 

場合がございます。 

 

街内のフォトスポット、イルミネーション 

「サウンドフォレスト」のほかにも、たくさんのフォトスポットとイルミネーションがイクスピ

アリを彩ります。 

シーズン毎にさまざまなフォトスポットを展開する 2F セレブレーション・プラザ「光の階段」

は、クリスマスらしい背景でラッピングされます。3F グレイシャス･スクエアには、ツリーとプレ

ゼントボックスに囲まれたフォトスポットが設置され、プレゼントを贈るシーンを演出します。 

また、「オリーブと噴水の広場」には、今年も大きなクリスマスリースが登場し、昼と夜で異なる

表情をお楽しみいただけます。 

 クリスマスツリーやリース、オーナメント、イルミネーションでデコレーションされたイクスピ

アリを、雰囲気の違いを感じながら散策してください。 

 

 

 

 

 

 

  

※写真はすべてイメージです。 

  

 

3F グレイシャス･スクエア オリーブと噴水の広場 

 
「サウンドフォレスト」 

※手前が「歯車のオルゴール」 



ホワイトサンタ®・グリーティング 

2F セレブレーション・プラザで、イクスピアリのクリスマスでおなじみのホワイトサンタとの

記念撮影や、ふれあいのひとときをお過ごしいただけます。 

さらに 17 時 30 分の回では、ホワイトサンタと一緒にセレブレーション・プラザのイルミネー

ションを灯す、特別な体験ができます。 

【開 催 日】期間中の土・日・祝日および 12 月 23 日(月)～25 日(水) 

【時 間】13:00～/14:30～/16:00～/17:30～(各回約 30 分) 

【場 所】2F セレブレーション・プラザ(悪天候時：2F B’ウェイ) 

【参加方法】各日 12:30 から開催場所にて、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)以上のご提示で、1 組分の 

参加券を配布いたします。各回 30 組まで。 

※イベント内容および開催時間は、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。悪天候時もグリーティングは実施しますが、イルミネーション点灯体験は中止となります。 

※｢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｣､｢舞浜マーメイド歯科｣､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。 

※お客さまご自身のカメラでの撮影となります。 

※各回、1組につき 1回のご参加になります。 

※「ホワイトサンタ」は株式会社イクスピアリの登録商標です。 

 

クリスマス・ワークショップ 

 クリスマスのモチーフをはじめ、さまざまなパーツを使用して世界にひとつだけのオリジナルを

作る「クリスマスのオルゴールワークショップ」や、透明ケースにパーツや LED ライトを入れる

「クリスマスのスケルトンオーナメント作り」、クリスマスには欠かせない「キャンドルワーク 

ショップ」など、多数の体験講座を開催します。大切な方への手作りのクリスマスプレゼントにも

おすすめです。 

『クリスマスのオルゴールワークショップ』 

 ガラスのパーツで作る、世界にひとつだけのオリジナルオルゴール。 

【開催日時】11 月 29 日(金)～12 月 2 日(月) 11:00～18:00（最終受付 18:00） 

【場  所】2F セレブレーション･プラザ前 

【費  用】税込 1,650 円～ 

『クリスマスのスケルトンオーナメント作り』 

クリスマスツリーにピッタリのスケルトンオーナメント。 

【開催日時】12 月 7 日(土)・8 日(日) 11:00～16:00（最終受付 15:40） 

【場  所】2F セレブレーション･プラザ前 

【費  用】税込 1,000 円～ 

『クリスマスサンドアートグラス』 

カラーサンドで模様を作り、クリスマスパーツをデコレーション。 

【開催日時】12 月 14 日(土) 11:00～17:00（最終受付 16:30） 

【場  所】2F セレブレーション･プラザ前 

【費  用】税込 1,500 円～    

【定  員】30 名  

 

 

 

 

※写真はすべてイメージです。 

 

 

 

昨年の様子 



『yapi さんプロデュース キャンドルワークショップ』 

キャンドルアーティスト yapi さんによる大人気講座を今年も開催。 

溶かしたロウをくるくる回してレインボーランタンを作ります。 

【開催日時】 12月20日(金)～24日(火) 11:00～17:00（最終受付16:40） 

【場  所】2F セレブレーション･プラザ前 

【費  用】税込 1,300 円～ 

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

※イベント内容および開催時間は、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。 

 

WISH-Caravan Quartet のクリスマス・スペシャル・キャラバン 

男性 4 人組ア・カペラコーラスグループ「WISH-Caravan Quartet」。 

突如街内に現れ、クリスマスソングを歌いはじめる彼らに出会えたら、 

冬の空に響く心あたたまるハーモニーをお楽しみください。 

【開 催 日】12 月 23 日(月)、24 日(火)  

【場 所】イクスピアリ街内各所 

【出 演 者】WISH-Caravan Quartet 

※イベント内容および開催時間は、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。 

 

クリスマス・スペシャルライブ  

「サウンドフォレスト」を背景にして、豪華アーティストによる素敵なライブをお届けします。 

さまざまな楽器の演奏や、ア・カペラコーラスなど、イクスピアリに響くサウンドをお楽しみく

ださい。 

【場 所】2F セレブレーション・プラザ 

※出演者や開催日などの詳細は、決まり次第オフィシャルウェブサイトでお知らせいたします。 

※イベント内容および開催時間は、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。 

 

クリスマスグッズ＆メニュー 

クリスマスケーキやスウィーツメニューをはじめ、トレンドを押さえたアウターや、プレゼント 

にぴったりのジュエリー、アクセサリーなど、街内のショップやレストランではホリデーシーズン

ならではのグッズやメニューをご用意してお迎えします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
ローリーズファーム ゴディバ NATURAL KITCHEN & 

 
WISH-Caravan Quartet 

※写真はすべてイメージです。 



お買いものラリー・スクラッチ 

クリスマスムードが高まる 12 月には「お買いものラリー・スクラッチ」キャンペーンを実施し

ます。当日イクスピアリ内の 3 つ以上の店舗でご利用いただいたレシートの合計 5,000 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。スクラッチして当たりが出ると、その場で

「イクスピアリお買い物券(有効期限付き)」をプレゼントします。 

【開催期間】12 月 1 日(日)～25 日(水) 

【引換場所／時間】2F インフォメーション 特設カウンター ／ 10:00～22:00 

【賞 品】イクスピアリお買い物券 50,000 円分…5 名様 5,000 円分…10 名様 

1,000 円分…100 名様 500 円分…1,000 名様 

※「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」、「舞浜マーメイド歯科」、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。 

※レシートは、ご利用当日のみ有効です。 

※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。 

 

 

 

アウター買うなら今がおトク！ 冬物アウター・キャンペーン 

秋の気配が色濃くなる 11 月、そろそろアウターが気になりませんか。 

期間中、イクスピアリ内の対象店舗でアウター商品を含む 5,000 円(税込・合算不可)以上のお買い

上げで、レジにて三角くじを 1 枚お渡しいたします。当たりが出ると、素敵な賞品をプレゼント。 

【開催期間】11 月 1 日(金)～24 日(日)  

【賞  品】イクスピアリお買い物券(有効期限付き) ほか 

※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。 

※三角くじの配布は、購入したアウターの点数や金額にかかわらず、1会計で 1枚までとなります。 

※対象店舗などの詳細は、決まり次第オフィシャルウェブサイトにてお知らせいたします。 

 

 

※写真はすべてイメージです。 

お問い合わせ先 

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/ 

 

 

http://www.ikspiari.com/

