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『はらぺこあおむし』の作者 エリック・カールが描く絵本の世界観をモチーフに
親子で楽しめるコンセプトルームとコラボメニューを展開！

東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結の複合型商業施設「二子玉川ライズ」内にあるホテル「二子玉川 エクセルホテル東急」
（東京都世田谷区、総支配人川村 美樹）では、「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、日本初となるエリック・カー
ルの描く絵本の世界観をテーマとしたインドアプレイグラウンド施設 「PLAY! PARK ERIC CARLE（プレイパーク エリック・カール）」が昨年
11月にオープンしたことに伴い、2022年4月24日（日）より、エリック・カールが描く絵本の世界観をモチーフとしたコラボレーションルーム「コ
ンセプトルーム」を1日1ルーム限定販売します。

『二子玉川 エクセルホテル東急』に新コンテンツが登場！

二子玉川 エクセルホテル東急では、子供から大人まで愛され続けるエリック・カールの独創的かつ特徴的なコラージュ技法で描かれた世
界観が生み出す「非日常」と、明るく開放的な空間と上質で優雅な時間を楽しめるゲストルームをご提供します。エリック・カールの想いに
沿った創造性や遊びを施し、「親子で楽しめる空間」をテーマにした「コンセプトルーム」で、オリジナルプランとして販売します。高層階の開
放的な空間と、多摩川や富士山などの豊かな自然を背景に、裸足で安心して遊んでいただきたい思いから客室内に人工芝をあしらい
「キッズスペース」をご用意。また随所にエリック・カールのキャラクターを施し、見て、触って子供と一緒にお楽しみいただける内容でご提供し
ます。本プランでは、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にオープンした、大人も子供と一緒に楽しめて学べるエリック・
カールの描く絵本の世界観をテーマとした日本初の体験型施設「PLAY! PARK ERIC CARLE」の入場券と、お土産をセットとして販売し
ます。
また、レストランではコラボレーションメニューをご用意しました。ホテル30階「The 30th Dining Bar」では、『はらぺこあおむし』をモチーフと
した「チキンガランティーヌセット」と、デザートメニューには、絵本『ホットケーキできあがり！』よりホットケーキセットをご用意します。オリジナルメ
ニューにも趣向を凝らし、ここでしか見られない、味わえない商品としてエリック・カールの世界観をお楽しみいただけます。
今後も二子玉川 エクセルホテル東急では、さまざまな形でエリック・カールとのコラボレーション商品を展開してまいります。
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実施概要
「コンセプトルーム」
販売予約期間：2022年4月24日（日）より2年間 ※除外日あり
販 売 数 ：1日1ルーム限定
内 容：基本1室2名さま（大人1名・子供1名）利用

スーペリアツインルーム1泊朝食、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 「PLAY! PARK ERIC CARLE」入場券とお土産付き
※（例）大人2名＋1名（3名利用）の場合、1名さまは「添い寝」となります。

料 金：1室2名さま利用（大人1名、子供1名）￥39,200（休前日￥40,400）
宿泊税別
・大人1名追加の場合 ￥5,250割増 ・子供1名追加の場合￥4,300割増
※大人の方のみでのご利用はお断りさせていただきます。

「PLAY! PARK ERIC CARLE 入場券付き宿泊プラン」
販売予約期間：2022年4月24日（日）より2年間 ※除外日あり
販 売 数： 1日5ルーム限定
内 容 ：基本1室2名さま（大人1名・子供1名）利用 1泊朝食、

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 「PLAY! PARK ERIC CARLE」入場券付き
料 金 ：スーペリアダブル・ツインからのご用意￥24,050～ 宿泊税別

・大人1名追加の場合￥5,250割増 ・子供1名追加の場合￥4,300割増
そ の 他 ：※コンセプトルームのご利用ではございません。

※大人2名＋1名（3名利用）の場合、1名さまは「添い寝」となります。
※大人の方のみでのご利用はお断りさせていただきます。

コラボレーションメニュー
販 売：2022年4月24日（日）より2年間
会 場：The 30th Dining Bar
時 間：11:30～17:00（L.O.16:00）

※表示料金にはサービス料10％・消費税10％が含まれております。
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。
※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。
※写真はイメージです。
※コンセプトルーム・コラボレーションメニューは、季節毎に内容を変更いたします。

ホットケーキできあがり！
ジュース・ミニデザート
￥1,800

はらぺこあおむしプレート
スープ・パン・ジュース
・ミニデザート
￥2,800

多摩川や富士山を背景に
裸足で安心して遊べる
「キッズスペース」

お土産はオリジナルバッグに
入れてお持ち帰り
※内容は定期的に変更します
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【エリック・カール（Eric Carle） について】
エリック・カールは、素晴らしいイラストと革新的なデザインで幼い子どものための絵本を生み出し、高く評
価され愛されてきました。エリックは70冊以上の本にイラストを描き、その多くはストーリーも手掛けていま
す。ベストセラーを多く生み出し、1億7000万部以上の本が販売されてきましたが、中でもベストセラー
作品『はらぺこあおむし』は70の言語に翻訳され、5500万部以上にも及びます。2003年には、生涯
にわたる児童文学への貢献により、ローラ・インガルス・ワイルダー賞（現在は児童文学遺産賞に改
称）を受賞。 2002年には妻のバーバラと共同で、マサチューセッツ州アマーストに1000坪以上のス
ペースを持つ、世界中の絵本やイラストレーションを展示する、エリック・カール絵本美術館
（https://www.carlemuseum.org）を設立し、絵本の文化や歴史、芸術的価値の重要性を
紹介しています。エリックは、2021年5月、91歳で亡くなりましたが、今もなおその作品は現代のアー
ティストやイラストレーターに重要な影響を与えています。
公式ウェブサイト www.eric-carle.com

【二子玉川 エクセルホテル東急 概要】
所 在 地：
T E L：
概 要：
公式サイト：

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F
03-3700-1093
部屋数106、レストラン 2ヶ所、宴会場2ヶ所
https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

■The 30th Dining Bar 概要
営業時間：

T E L：
公式サイト：

朝食／7:00～10:00（L.O.9:30）ランチ／11:30～14:00（L.O.14:00）
ティー／14:00～17:00（L.O.16:00）ディナー／17:00～21:00（L.O.20:00）
※状況により営業時間の変更がございます。
03-3707-7200（レストラン予約）
https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/index.html

【PLAY! PARK ERIC CARLE 概要】

PLAY! PARK ERIC CARLE
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㎡）
10：00～20：00
第1部10：30-12：30／第2部13：30-15：30／第3部16：30-20：00

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。
※各回30分前～入場受付を開始いたします。
※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
https://www.playec.jp
エイアンドビーホールディングス株式会社

公式サイト：
運営会社：

【二子玉川ライズ 施設概要】
二子玉川ライズ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1
https://www.rise.sc/
第1期事業 2011年3月、第2期事業 2015年4月
約11.2ha
東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結

施 設 名：
所 在 地：
営業時間：

施 設 名：
所 在 地：
公式サイト：
開 業 日：
総 面 積：
ア ク セ ス：

「PLAY! PARK ERIC CARLE」は、『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をテーマとした、日本初のインドアプレイ
グラウンド施設です。みどりのめいろ、ディスカバリーゾーン、アスレチック、オートマタ（からくり人形）、さまざまなワークショップなど、エリック・
カールのアートがあしらわれたさまざまなブースを行き来しながら、子どもたちは遊びの中から学びを得ることができます。
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