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【PRESS RELEASE】

エイアンドビーホールディングス株式会社

博士と話せるトークイベント・キャンディアート体験など夏のプログラムが盛りだくさん！
夏休みのお出かけや自由研究にぴったりなイベントがスタート！！

『PLAY! PARK ERIC CARLE』
～はらぺこあおむしの夏休み～
期間：7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）

親子の屋内型体験施設を運営するエイアンドビーホールディングス株式会社では、新しい体験型の場『PLAY! PARK ERIC
CARLE（プレイパーク エリック・カール）』 を二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F にオープンしており、この
度、来場者が 5 万人を突破いたしました。
本施設は、絵本『はらぺこあおむし』の作者「エリック・カール」の描く絵本の世界観に基づいてデザインされた、日本初のインドア
プレイグラウンド施設です。創造性、発見、遊び、自然などを大切に考えていたエリック・カールの思いに沿って、遊びや学びを通じ
て子どもたちが成長できるように、様々な工夫が施されています。
7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）の期間、「はらぺこあおむしの夏休み」をテーマに、生き物に詳しい博士と話せるト
ークイベントや、はらぺこあおむしのキャンディアート体験、施設内新コンテンツの追加など、夏休みのお出かけや自由研究にぴっ
たりなイベントを実施します。

™ & © 2022 Penguin Random House LLC. All rights reserved.

自由研究にぴったり！夏のプログラム内容詳細
① 「Eric Carle LABO・博士にきいてみよう」開催

② 自分だけのオリジナル！あおむしのキャンディアートを体験
③ HUNGRY MARKET でイラストレーターによる似顔絵イベントを開催
④ 『PLAY! ART』 ・ 『PLAY! GAME』から夏にちなんだ新しいコンテンツスタート
⑤ フォトアイテム貸し出しサービス「いろんなはらぺこあおむしになろう」が夏仕様に！新たな変身グッズをご用意
⑥ 夏の新販売商品情報

① 「Eric Carle LABO・博士にきいてみよう」開催
エリック・カールが描いた生き物や昆虫標本などの参加型展示が楽しめる「ディスカバリーエリア」にて、生き物に詳しい 3 人の
「博士」たちの話をきき、子どもたちが質問できるトークイベントを開催します。
【開催概要】
＜イベント名＞ 「Eric Carle LABO・博士にきいてみよう」
＜開催期間＞7 月 28 日（木）
・8 月 9 日（火）・8 月 22 日（月）
＜開催時間＞各日とも

1 部 11:30～/2 部 14:30～/3 部 17:30～

＜参加方法＞事前予約制
予約サイトにて入場予約と併せて、イベント参加予約
受付。
※各日、開催 2 週間前の 10:00～予約受付開始
※予約サイト（https://playec.jp/）
＜ 料 金 ＞入場料のみでお楽しみいただけます。

【プログラム概要＆博士のご紹介】
■「恐竜博士」として知られる古生物学者 真鍋 真先生に生物についてきいてみよう

開催日：7 月 28 日（木）
講師プロフィール：真鍋真（まなべ まこと）
「恐竜博士」として知られる古生物学者。国立科学博物館・副
館長。『学研の図鑑 LIVE 恐竜』（監修）、『深読み！ 絵本
「せいめいのれきし」』（著書）、『わたしはみんなのおばあちゃん』
（訳書）など多数。
（©与古田松市）

■高円寺にある虫の専門店、むし社の阪本優介先生に昆虫についてきいてみよう
開催日：8 月 9 日（火）
講師プロフィール：阪本優介（さかもと ゆうすけ）
高円寺にある虫の専門店「むし社」。カブトムシやクワガタの生
体、飼育用品、採集用品、標本用品、書籍などを販売。専
門誌も発行されており、全国から昆虫マニアが来店されます。
テントウムシと蛾に詳しい先生です。

■昆虫標本作家の松本章先生に昆虫についてきいてみよう
開催日：8 月 22 日（月）
講師プロフィール：松本章（まつもと あきら）
書籍などのデザインを手掛けるかたわら、昆虫針を使わないで
身近な虫を自然な姿で表した立体標本や、翅（はね）だけを
並べた標本、蝶の鱗粉（りんぷん）を転写した作品などを個
展で発表。蝶などに詳しい先生です。

② 自分だけのオリジナル！あおむしのキャンディアートを体験
キャンディアーティストの Mrs.Candy G（ミセス・キャンディ G）を招き、『は
らぺこあおむし』キャンディ作りを体験できるワークショプを開催。あたたかいキ
ャンディをよく練り成形し、砂糖菓子で目や口をデコレーションすると、世界で
1 つのオリジナル『はらぺこあおむし』キャンディを作ることができます。
【開催概要】
＜開催日＞7 月 30 日（土） 8 月 11 日（木祝）
＜参加料＞1 部・2 部：550 円（1 名） 3 部：無料
＜対象年齢＞3 歳～
＜開催時間＞1 部①11:00～11:30 ②11:40～12:10
2 部①14:00～14:30 ②14:40～15:10
3 部①17:00～17:30 ②17:40～18:10
＜参加方法＞事前予約制
予約サイトにて入場予約と併せて、イベント参加予約受付。
※各日、開催 1 ヶ月前の 10:00～予約受付開始
※予約サイト（https://playec.jp/）

講師プロフィール：ミセス・キャンディ G

(Mrs.Candy G)

アメリカから帰ってきたキャンディアーティスト“ミセス・キャンディ G”。かわいくておいしくて楽しいキャン
ディアートを創り出します。遊園地やホテル、商業施設、学校などのさまざまなイベントで活躍中。
30 種類以上のフレーバーキャンディで他にはないユニークな飴細工を披露してくれます。
公式 HP：www.amazingcandies.com

③

HUNGRY MARKET でイラストレーターによる似顔絵イベントを開催

■ 似顔絵マシーン BY Ricco&Govo
チケットを入れると 2 分程で似顔絵が出てくるちょっぴりシュールで不思
議なマシーン。似顔絵のテイストも細ペン・太ペン・墨絵の 3 つの中か
らお好きなテイストをお選び頂けます。ファニーでとってもキュートな世界
で⼀つの似顔絵が描きあがります。
＜開催日＞2022 年 7 月 24 日（日）
＜開催時間＞11:00～19:00（予定）
＜対象＞HUNGRY MARKET で 3,850（税込）円以上お買い
上げのお客様
※イベント利用のみは 1,320 円（税込）

④ 『PLAY! ART』 ・ 『PLAY! GAME』から夏にちなんだ新しいコンテンツスタート
切ったり、貼ったり、描いたりと手を使って創作をする「PLAY! ART」と館内全体を使ったゲームやクイズを行う「PLAY! GAME」
に新しいコンテンツが登場します。PLAY! ART「BIG! PLAY! PAPER! おほしさまかいて！編」・「おほしさまでいっぱい」、

PLAY! GAME「みんな、お月さまとって！」・「スイカのタネとばそう」が始まります。

■ PLAY! ART 「BIG! PLAY! PAPER! おほしさまかいて！編」
エリック・カールのように、ほうきや布などの様々な道具を使い、大きな紙に色を
塗って、色紙をつくるアートワークショップです。
エリック・カールの絵本『おほしさまかいて！』をテーマに青色、黒色をベースに夜
空をつくります。

画
像

■ PLAY! ART 「おほしさまでいっぱい」
「BIG! PLAY! PAPER! おほしさまかいて！編」で完成した夜空の
PLAY! PAPER!にクレヨンで星を描き、満天の星空をつくるワークショップ
です。

■ PLAY! GAME 「みんな、お月さまとって！」
絵本『パパ、お月さまとって!』をテーマにしたゲームです。PLAY! PARK
ERIC CARLE にある大きなお月さまのはしごを、想い想いにどんどんのば
していきましょう。最後にみんなで完成した長いはしごをつたって、大きなお
月さまにたどり着くと…『パパ、おつきさまとって！』のイラスト入りオリジナル
ステッカーがもらえます。

■ PLAY! GAME「スイカのタネとばそう」
夏のキービジュアルのスイカにちなんだミニゲームです。
スイカを食べたら種を飛ばすように、種を果物めがけて飛ばして遊んで
みよう。くだものに上手に種を載せられるかチャレンジしたり、誰が⼀番
遠くまで種をとばせるか、競って楽しみます。

※③ 『PLAY! ART』 ・ 『PLAY! GAME』は年齢制限なし予約不要で参加可能です。
※それぞれのイベントの開催時間に関しては、HP でご確認ください。

⑤ フォトアイテム貸し出しサービス「いろんなはらぺこあおむしになろう」が夏仕様に！
新たな変身グッズをご用意
エリック・カールの絵本『やどかりのおひっこし』にちなんだフォトアイテムが新たに追加されます。貝殻、イソギンチャク、
ヒトデなど、身に着けたり抱きしめたりして写真撮影を楽しむことができます。

⑥ 夏の新商品情報

■トートバッグバゲット
ロゴ柄：カフェブラウン／ナチュラル デザート柄：ダスティピンク/シ
■トートバッグバゲット
ロゴ柄：カフェブラウン/ナチュラル
デザート柄：ダスティピンク/シルバ
ルバーグレー。しっかりした 16oz ボディの厚みで、マチがついたバケ
ーグレー。しっかりした 16oz ボディの厚みで、マチがついたバケット型の
ット型のトートバッグ。内側に吊下げポケットが付き、スマホ・小物な
トートバッグ。内側に吊下げポケットが付き、スマホ・小物などが入る大
どが入る大きさで、普段使いしやすいサイズです。
きさで、普段使いしやすいサイズです。
サイズ：縦 28 ㎝/横 34 ㎝/マチ 18 ㎝ 容量：約 7.5ℓ
サイズ：縦 28100％
㎝/横 34 ㎝/マチ 18 ㎝ 容量：約 7.5ℓ 本
本体素材：綿
■トートバッグバゲット
MADE
IN CHINA
体素材：綿
100％ ￥3,960（税込）
ロゴ柄：カフェブラウン／ナチュラル
デザート柄：ダスティピンク/シ
MADE IN CHINA 税込：￥3,960

ルバーグレー。しっかりした 16oz ボディの厚みで、マチがついたバケ

■刺繍キャップ イニシャル C ベージュ/ブラック

ット型のトートバッグ。内側に吊下げポケットが付き、スマホ・小物な
ベーシックな６パネルキャップ コーディネートしやすい２配色
どが入る大きさで、普段使いしやすいサイズです。C はキャタピラー（あ
フロント・バック共に刺繍が入っています。フロント
おむし）の意味、バックには、エリックカールのサインが刺繍してありま
す。（7 月中旬販売予定）
サイズ：縦 28 ㎝/横 34 ㎝/マチ 18 ㎝ 容量：約 7.5ℓ 本
サイズ：フリー
本体素材：綿 100％
体素材：綿 100％
MADE
IN
CHINA
MADE IN CHINA ￥3,960（税込）
税込：￥3,960

■絵本 T シャツ パパお月さまとって！
エリックカールの人気作品絵本『パパお月さまとって！』表紙デザインをそ
のままプリントしています。大人サイズ、子供サイズ共にプリント位置、プ
リントが少し異なっています。（7 月 1 日販売予定）
ネイビー／バニラホワイト（サイズ：90・100・110／S・M・L）
ボディ：中国製／プリント：日本 本体素材：綿 100%
子供サイズ：￥4,180（税込）
大人サイズ：￥4,620（税込）
【PLAY! PARK ERIC CARLE 基本概要】
施 設 名：PLAY! PARK ERIC CARLE
場

所 ：二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F （約 1,200 ㎡）

営業時間： 10：00～20：00

＜1部＞

受付開始 10:00 終了 12:30

＜2部＞

受付開始 13:00 終了 15:30

＜3部＞

受付開始 16:00 終了 20:00

開業時は清掃・消毒・換気時間確保の為、各回 2 時間の入替制で営業いたします。
第 3 部は営業終了時間までお楽しみいただけます。
料金：初回来場時メンバーズタンブラー付き：各回 2,500 円(税込）

来場 2 回目以降メンバーズタンブラー持参：各回 2,000 円(税込）
※入場は事前予約制。予約サイト（https://playec.jp/）
※生後 1 歳未満は無料
公式サイト：https://www.playec.jp
公式 SNS：Instagram

https://www.instagram.com/play_park_eric_carle/

Twitter

https://twitter.com/PP_ERIC_CARLE

Facebook

https://www.facebook.com/qr/111041557931805

運営会社 ：エイアンドビーホールディングス株式会社
＜本件に関する報道関係のお問い合わせ＞
「PLAY! PARK ERIC CARLE」広報事務局（共同 PR 内）
担当：矢川（080-8072-4384）・西室（080-8072-3133）・菅原（090-4629-3071）
E-MAIL: play-park-ericcarle-pr@kyodo-pr.co.jp

