2014 年 6 月 11 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 彩り夏まつり」開催のお知らせ
2014 年 7 月 22 日（火）～8 月 31 日（日）
東京ディズニーリゾート内にある複合型商業施設「イクスピアリ」では、7 月 22 日から 8 月 31
日までの 41 日間、夏休みイベント「イクスピアリ 彩り夏まつり」を開催いたします。
2F セレブレーション・プラザのステージ上には、LED で様々な色に変化する 100 個以上の「提
灯」で作られた、夏まつりらしいモニュメントが登場し、その前で夏にぴったりのダンスステージ
やライブが水曜日ならびに週末を中心に数多く開催されます。また、ショーやライブが行われない
時間には提灯モニュメントでおみくじゲームができるほか、ステージ周りに昔懐かしい縁日ブース
が登場する（5 日間限定）など、大人から子供まで楽しめる夏まつりのプログラムが盛りだくさん
です。
ステージの演目では、
「劇団 EXILE」
による 2 日間だけの和太鼓パフォーマンスショー「威風凛々」
をはじめ、総勢 1,900 人以上の参加者が次々と登場し元気いっぱいのチアダンスを披露する「JCDA
Cheer Dance Festival in IKSPIARI」
、地元浦安発のダンススタジオ「DANCE SQUARE」による
夏をテーマにした華やかなダンスのほか、人気のアーティスト達によるサマーライブも行われ、と
きにパワフルに、ときに華麗に夏を彩るステージが目白押しです。
また、
「夏休みワークショップ」と題して、お子さまの夏休みの自由研究や思い出作りにぴったり
の体験講座を多数開催いたします。株式会社 明治様と共催する「めざせ工作名人！meiji お菓子の
空箱変身大作戦！」では、お菓子の空箱から動物やロボットなどを作る紙工作「パッケージクラフ
ト」を、その第一人者である高橋和真先生に習って体験することができます。また、毎年好評の 2F
「Glass Land」のガラス工芸体験をはじめ、「食品サンプル教室」や「風鈴絵付け教室」、「デコ
レーションアート教室」など、大人も子供も楽しめる講座を数多くご用意します。
ぜひイクスピアリでこの夏の思い出を彩るたくさんの体験をしてみませんか。

劇団 EXILE「威風凛々」
※出演者は写真と異なる場合があります

DANCE SQUARE「Fun! Play! Enjoy! Summer!!」
※写真はすべてイメージです

ステージイベント
イベント名

開催日
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Summer!!
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7／23（水）～8／31（日）の
毎週水・日曜（8／3 除く）
15:00～／19:30～
※7／23 は 19:30 のみ
8／13 は 15:00 のみ
8／2（土）、3（日）
11:00～16:00
8／29（金）
、30（土）
15:00～／19:30～

威風凛々

7／23（水）
、26（土）
、
8／5（火）、9（土）、13（水）、
16（土）
、23（土）
15:00～／19:30～
※7／23、26 は 15：00～のみ
8／9、13 は 19:30～のみ

IKSPIARI Special
ラ Summer Live
イ
ブ
IKSPIARI Surprise!!

日時は決定次第発表します

場所：2F セレブレーション・プラザ
概要
浦安のダンススタジオ「DANCE SQUARE」
による、爽やかで華やかなダンスエンターテ
イメントショー。
今回で 7 年目となる日本チアダンス協会
（JCDA）主催の、約 140 チーム(1,900 人以
上)が参加するチアダンスイベント。キッズ体
験レッスンも開催。
「劇団 EXILE」による、力強い和太鼓のパ
フォーマンスショー。夏まつりのクライマッ
クスの 2 日間を盛り上げます。
ロックや JPOP など、様々なジャンルで活躍
するプロアーティスト達が、「夏」や「まつ
り」をテーマに行うミニライブ。
※ライブの詳細は 7 月上旬からオフィシャルウェ
ブサイト等でお知らせいたします

イクスピアリが今年お送りするサプライズ
ステージの第一弾として、今話題の K-POP
アーティストが登場します。

※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
※ステージに設置される提灯モニュメントは、ダンスステージやライブ開催時間以外には、ボタンをおすと運勢を
占うおみくじゲームのスクリーンとなります。
（10:00～23:00予定）

「イクスピアリ縁日」
日時：7 月 28 日（月）～8 月 1 日（金）
11:00～18:00
場所：2F セレブレーション・プラザ
開放的なセレブレーション・プラザで、「ヨーヨーつり」や「輪投げ」
など、
昔懐かしい縁日の雰囲気を 4 つのブースでお楽しみいただけます。

体験講座「夏休みワークショップ」
親子で楽しみながら学べて、夏休みの自由研究にもご活用いただける体験講座を多数開催いたし
ます。株式会社 明治様と共催する「めざせ工作名人！meiji お菓子の空箱変身大作戦！」では、お
菓子の空箱を、動物やロボットなどに大変身させてしまう「パッケージクラフト」を体験できます。
さらに、イクスピアリ内の店舗「Glass Land」や「ボーネルンド」などが主催するワークショッ
プに加え、
「デコレーションアート教室」
、
「食品サンプル教室」や｢手作りキャンドル教室｣など様々
な体験講座が登場します。夏の楽しい思い出作りに、ぜひ親子でご参加ください。
※開催日時、場所は講座により異なります。詳細は添付資料をご覧ください

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 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

資料

「夏休みワークショップ」講座ご紹介
【めざせ工作名人！meiji お菓子の空箱変身大作戦！】
普段は捨ててしまうお菓子の空箱を、アイディアひとつで動物やロボット
などに大変身させてしまう紙工作「パッケージクラフト」を、その第一人者
である高橋和真先生に習って体験する講座です。
（共催：株式会社 明治 協力：一般社団法人日本パッケージクラフト協会）
日程：8／23（土）
・24（日）
時間：11:00～／13:30～／15:30～
場所：2F シアター・フロント
対象：小学生以下のお子さま（各回定員 20 名、先着順）
※小学校低学年までのお子さまは、保護者同伴でご参加ください

【手作りキャンドル教室】

【食品サンプル教室】

ハートや星、動物などさまざまな
パーツを組み合わせて、オリジナル
の色鮮やかなキャンドルをつくる
ワークショップです。

店頭で見かけるあの食品サンプル
を自分の手で作れる体験講座で
す。ミニパフェから本格的な
ラーメンまで、本物そっくりに
作ることができます。

日程：①7／8（火）～7／17（木）
②8／25（月）～8／31（日）
場所：①2F トレイダーズ・パッセージ
②2F トレイル＆トラック

【デコレーションアート教室】

初開催

日程：7／21（月･祝）～7／24（木）
8／14（木）～8／17（日）
場所：2F トレイル＆トラック

【風鈴絵付け教室】

風鈴リースやミラーなどの色々
なグッズに、まるでケーキの様な
デコレーションを行います。

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：7／28（月）～8／3（日）
場所：2F トレイル＆トラック

【消しゴムはんこ教室】

日程：8／4（月）～8／10（日）
場所：2F トレイダーズ・パッセージ

【アクアドーム教室】

人気消しゴムはんこ作家の津久井
智子氏に教わりながら、消しゴムを
彫ってはんこを作ります。
※10 歳以下のお子さまは保護者の方とご
参加ください

日程：8／11（月）～8／13（水）
場所：2F トレイル＆トラック

200 種類以上のアイテムから好き
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：①7／20（日）～7／27（日）
②8／18（月）～8／24（日）
場所：①2F トレイダーズ・パッセージ
②2F トレイル＆トラック

このほか、
「Glass Land」や「ボーネルンド」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。詳細は、6 月 15 日以降イクスピアリ・オフィシャルウェブサイト(www.ikspiari.com)にて
ご確認ください。※開催日時、場所、費用は、講座により異なります

