2017 年 8 月 28 日(改)
株式会社イクスピアリ

秋のイクスピアリⓇはパンプキンがいっぱい

「イクスピアリ・ハロウィーンタウン」開催
9 月 8 日(金)～10 月 31 日(火)
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、9 月 8 日から 10 月 31 日までの
54 日間、秋のスペシャルイベント「イクスピアリ・ハロウィーンタウン」を開催します。
イタズラ好きで気まぐれな「ジャイアント・パンプキン」が、仲間の「パンプキンズ」を引き連れ
てイクスピアリに現れます。彼らは、たくさんのトリック(イタズラ)とトリート(おもてなし)を用意
して、街中のいたるところでハロウィーンをお祝いします。2F ミュージアム・レーンの「パンプキ
ンズ・ストリート」をはじめ、街中に散らばったパンプキンズのトリックによってイクスピアリ中で
ハロウィーンの雰囲気をお楽しみいただくことができます。
昨年好評だった「ジャイアント・パンプキン・チャレンジ！」は、今年も 2F セレブレーション・
プラザのステージで実施します。
「ジャイアント・パンプキン」の中に入って、ハロウィーンの合言
葉「トリック・オア・トリート！」と大声で叫んでジャイアント・パンプキンを驚かす、ワクワクの
体験型イベントです。
街内 3 ヶ所にはパンプキンズが集まって仕掛けたトリック「パンプキンズまちがい探し！」が登
場します。
“まちがいパンプキン”を見つけることができるでしょうか？
さらにショップやレストランでは、おばけやカボチャなどハロウィーンモチーフのアイテムやスペ
シャルメニューを豊富にご用意してお迎えします。ハロウィーンムードが盛り上がる 9 月下旬から
は、ハロウィーングッズやメニューのご利用でオリジナルグッズがもらえる「ハロウィーンタウン・
プレゼントキャンペーン」を実施。パンプキンズが描かれたオリジナルの「パンプキンズバンド」を
手首に着けて、あなたもパンプキンズの仲間入りです。
ハロウィーン感あふれるこの時期、ご家族やお友達と一緒に、イクスピアリならではのトリックと
トリートをお楽しみください。
※本リリースは、2017 年 7 月 24 日に配信したプレスリリースを基に、2017 年 8 月 28 日付で一部修正を加えたものです

ジャイアント・パンプキン

パンプキンズ・ストリート

パンプキンズまちがい探し！

※掲載の写真はすべてイメージです

ハロウィーン・デコレーション
街中のいたるところにパンプキンズによるデコレーションが登場します。2F ミュージアム・
レーンは「パンプキンズ・ストリート」として賑やかに変貌し、ハロウィーン仮装を楽しんでい
るかのようです。パンプキンズによってデコレーションされたイクスピアリは、夜になるとライ
トアップされ、ハロウィーン気分をより一層盛り上げます。
そのほか、シネマエリア 1F ガーデン・サイトに続くスロープには「バルーンパンプキン」が
現れ、ハロウィーンの愉快な雰囲気をお楽しみいただけます。
開催期間：9 月 8 日(金)～10 月 31 日(火)
場

所：1F ガーデン・サイト、2F エントリー・プラザ、ミュージアム・レーン、
3F グレイシャス・スクエアほか

ジャイアント・パンプキン・チャレンジ！
2F セレブレーション・プラザに巨大なカボチャ「ジャイアント・パンプキン」が登場します。
ご家族やお友達と一緒にジャイアント・パンプキンに入って、大きな声で「トリック・オア・
トリート！」と叫びましょう。
見事ジャイアント・パンプキンを驚かせることができたら、ファンタ
ジックなトリート(おもてなし）をプレゼント。記念撮影もお忘れなく。
ステージ周りには、大小カラフルなパンプキンズが描かれ、ユニーク
なフォトロケーションに様変わりします。
開 催 日：期間中の水・土・祝日・10 月 31 日(火)
開催時間：13:00～19:00
場

所：2F セレブレーション・プラザ

ジャイアント・パンプキン・
チャレンジ！

参加方法：当日イクスピアリ内でご利用のレシート 2,000 円分(税込･合算可）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。
協賛：株式会社 明治
※お並びのお客さまが多数いる場合、時間内に受付を終了することがあります
※悪天候時など内容の一部変更または中止となる場合があります
※「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

パンプキンズまちがい探し！
街内 3 ケ所に「パンプキンズまちがい探し！」が出現。イタズラ好き
なパンプキンズに紛れ込んだ“まちがい”を探していただきます。
9 月 29 日からは、パンプキンズの新たなトリックによって、異なる
“まちがい”が仕掛けられます。
絶好のフォトロケーションとしてもお楽しみいただけます。
開催期間：9 月 8 日(金)～10 月 31 日(火)
場

所：2F ミュージアム・レーン、B’ウェイ、
3F グレイシャス・スクエア

パンプキンズまちがい探し！
※掲載の写真はすべてイメージです

イクスピアリ・パフォーマーズ・ステージ ～ハロウィーンタウン ver.～
3 組のイクスピアリ・パフォーマーズがハロウィーンをテーマにした楽しいダンスイベントを
お届けします。
開催日：10 月 8 日(日)、22(日)、29(日)
時 間：14:00～／ 16:00～／18:00～

(各回約 30 分)

場 所：2F セレブレーション・プラザ
出演者：10 月 8 日(日) 「how to fly MAGIC!!!」
10 月 22 日(日) 「DANCE SQUARE」
10 月 29 日(日) 「crescendoll」

ハロウィーングッズ＆メニュー
2F トレイダーズ･パッセージには、
「クレアーズ」のハロウィーンワゴンが先行オープンし、
いち早くハロウィーン気分を味わうことができます。また、街内のショップやレストランでは、
ハロウィーンをテーマにしたグッズやメニューを多数ご用意。おばけをイメージして配色した
ローファーや、おばけモチーフのアクセサリー、見た目にも楽しいハロウィーンカラーのクレー
プなど、思わず手にとりたくなるさまざまなグッズ＆メニューがイクスピアリの街中にあふれ、
愉快なハロウィーンをお楽しみいただけます。
※別紙資料「ハロウィーン グッズ＆メニュー一覧」参照

2F クレアーズ

2F HARUTA

3F スタージュエリー

2F フォレッティ・ジェルッタ

ハロウィーンタウン・プレゼントキャンペーン
街内のショップやレストランで、対象のハロウィーングッズやメニューを
お買い上げいただいたレシートに“パンプキンズスタンプ”を押印します。
パンプキンズスタンプが押印されたレシートをご提示いただくと、パンプ
キンズが描かれたオリジナルの「パンプキンズバンド」をプレゼントします。
パンプキンズバンドを手首に着けて、ハロウィーンタウンを楽しみましょう。
開催期間：9 月 29 日(金)～10 月 31 日(火)
引換場所：1F インフォメーション（11:00～21:00）

パンプキンズバンド

※各日数量限定、なくなり次第引換終了となります
※複数枚レシートをお持ちの場合でも、お一人様最大 3 点までの引換となります
※レシートはお買い上げ当日のみ有効です
※「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

※掲載の写真はすべてイメージです

ハロウィーンワークショップ
「ハロウィーンロゼット作り」や「シャルロットのおばけケーキ作り」など、
ハロウィーン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ハロウィーンを
盛り上げましょう。
※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
シャルロットのおばけケーキ作り

キャンディーのプレゼント
街の中でカゴをもったインフォメーションキャストに出会えたら、ハロウィーンの合言葉
「トリック・オア・トリート！」と元気に声を掛けてみてください。もれなくキャンディーを
プレゼントいたします。
※期間中の平日のみ、不定期に開催

協賛：株式会社 明治

魔法使いアキットの「マジカル・グリーティング・ハロウィーン 2017」
マジカルな魅力を振りまいて大人気の「魔法使いアキット」が
ハロウィーンタウンに登場。カカシに変身した魔法使いアキット
は愉快で不気味な音楽にのせて、アートバルーンやキャンディーを
プレゼントしながらグリーティングを繰り広げます。
開 催 日：10 月 19 日(木)
開催時間：13:00～／15:00～／17:00～（各回約 30 分）
※悪天候など、内容の一部変更または中止となる場合がございます

魔法使いアキット
魔法使いアキット

シネマイクスピアリ特別上映

「ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス 3D（吹替版）」
舞浜のハロウィーンはこれがないと始まらない！
今年もジャックとサリーがシネマイクスピアリのスクリーンに
帰ってきます。ティム・バートン監督の原点とも言える最強の
ファンタジーを 3D でお楽しみください。
上映期間：10 月 21 日(土)～11 月 2 日(木)
料金(3D メガネ付き)：大人・大学生 1,400円
高校生以下・シニアほか 1,100円
※上映スケジュールなどの詳細は決定次第、シネマイクスピアリ・オフィシャル
ウェブサイトにてお知らせいたします

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
©2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

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/

※掲載の写真はすべてイメージです

資

料

＜ハロウィーングッズ＆メニュー＞
キャトル・セゾン

スタージュエリー

Trick or Tea! 税抜 550 円
※販売期間 9/8(金)～なくなり次第終了

ゴーストシリーズ
ピアス税込 8,640 円／リング税込 17,280 円

Tabio

NATURAL KITCHEN &

HARUTA

左:オブジェ BIG カボチャドット､
手前:キャンドルポットパンプキン､
奥:ライトオブジェ ツインパンプキン
税抜 300～500 円
※販売期間 8/25(金)～なくなり次第終了

お化けローファー 税込 13,500 円
※販売期間 9/29(金)～10/31(火)

MARUZEN

ITS’ DEMO

ゴディバ

SKELTON HICCUPS（洋書）税抜 1,050 円

ハロウィン ロリポップチョコレート
税抜 180 円※販売期間 9/26(火)～

ゴディバ コレクションマジックキャット
アソートメント(小) 税込 2,700 円

自然派ビュッフェ 饗の詩

日本橋錦豊琳

PARADIS/ARINCO

まっくろおばけのカップケーキ／
かぼちゃのモンブラン
※提供期間 9/29(金)～10/31(火)

ハロウィン プチギフト税込 459 円
※販売期間 9/29(金)～なくなり次第終了

ブーケハロウィン 税抜 2,800 円
※販売期間 10/13(金)～31(火)予定

フォレッティ･ジェルッタ

カフェ・トレイル＆トラック

凛や

左:かぼちゃのおばけプキンくん税込 600 円
右:おいもゴーストいも MON 税込 600 円
※販売期間 10/1(日)～31(火)

坊ちゃんカボチャのマカロニグラタン
スープ仕立て 税込 1,166 円
※販売期間 10/16(月)～31(火)

きのこと鴨の南蛮そば税抜 1,500 円
※販売期間 9/29(金)～10/31(火)

ハロウィーンプリントソックス
税抜 1,900 円
※販売期間 9 月下旬～なくなり次第終了

ストーンワールド プレミアムストア

プリンセス ブレスレット税抜 3,340 円～

※掲載の写真はすべてイメージです

