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                            ２０２３年３月１６日 

 

 

トリエ京王調布・調布 PARCOが合同で 
「チョウフハッピーイースター」を開催します！ 

 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は株式会社    

パルコ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川瀬 賢二、以下「パルコ」）と合同で、

株式会社キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：髙宮 満、以下「キユーピー」）

後援のもと、４月８日（土）から４月１６日（日）の間、トリエ京王調布と調布 PARCO（以

下：両施設）で「チョウフハッピーイースター（以下：本イベント）」を開催します。 

 

これまで両施設では、共同でイベントを行うことで連携して調布駅周辺エリアの活性化に

努めてまいりました。今回、調布市仙川にマヨテラスをもつキユーピーにもご協力いただき、

本イベントを行うことで、調布駅周辺エリアの更なる活性化を目指します。 

 

本イベントは、期間中、トリエ京王調布と調布 PARCO の館内のどこかに設置された、   

イースターにまつわるモニュメントを探し出す「イースターエッグハント」の他、イースタ

ーエッグ型のオリジナルキャンドルをつくるワークショップや飲食店にて対象メニューを

ご注文いただいた方にキユーピーのドレッシングをプレゼントする「チョウフハッピー 

イースターメニューフェア」など、両施設でイースターにまつわる各種イベントを実施する

ものです。 

今後も、三者での連携を継続的に行い、調布駅エリアを中心とした回遊性の向上を目指し

てまいります。 

 

詳細は下記のとおりです。 

※イベントは変更となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《チョウフハッピーイースターロゴ》 

調布のイースターを楽しもう！ 

４月８日（土）～４月１６日（日） 



「チョウフハッピーイースター」開催イベントについて 

１．トリエ京王調布・調布 PARCO共催イベントについて 

（１）イースターエッグハント 

①開催日 ４月８日（土）〜１６日（日） 計９日間 

②時 間 【トリエ京王調布】１０：００～２１：００ 

※インフォメーションカウンターでのノベルティプレゼントは１８：００まで 

      【調布 PARCO】１０：００～２２：３０ 

      ※インフォメーションカウンターでのノベルティプレゼントは２０：３０まで 

③場 所 トリエ京王調布・調布 PARCO 

④内 容 

館内に設置されたモニュメントに記載のキーワードを見つけ出し、お手持ちの  

スマートフォンから応募することで、抽選で４０９名様に、マヨネーズにまつわる

さまざまな情報やトピックを体感しながら楽しく学ぶことができるマヨテラス 

（キユーピー仙川工場跡地に建つ「仙川キユーポート」内の見学施設）の入場券な

ど、賞品をプレゼントします。加えて、本キャンペーンへの応募完了画面をそれぞれ

のインフォメーションカウンターにお見せいただいた各日先着２００名様（無くな

り次第終了）に、キユーピーのノベルティをお渡しします。 

 

２．トリエ京王調布開催イベントについて 

（１）劇団バナナ 「ブーの森でイースター」  

①開催日 ４月８日（土）、９日（日）、１５日（土）、１６日（日） 計４日間  

②時 間 １０：１０～１１：４５、１３：００～１４：１５  

③場 所 トリエ京王調布 C館 てつみち  

④内 容 劇団バナナによるイースターをモチーフにした、参加型のバイリンガル    

シアターと、たまごを用いたアートワークショップを開催します。  

⑤定 員 各回２０組４０名 ４日間合計３２０名 

⑥料 金 親子（２人）：２,５００円（税込み） 

※兄弟追加：７００円 大人追加：１,０００円（税込み）  

 
《ブーの森でイースターイメージ画像》 

  

（２）チョウフハッピーイースターメニューフェア  

①期 間 ４月８日（土）～１６日（日） 計９日間  

②時 間 １１：００～２２：００ 

③場 所 トリエ京王調布レストラン店舗  



④内 容 期間中、トリエ京王調布対象店舗の対象メニューをご注文いただいたお客

さまにキユーピーのノベルティ（ドレッシング小袋のセット）をプレゼン

トします。 

     ※対象店舗・対象メニューはトリエ京王調布 HPをご参照ください。  

  

（３）イースターエッグキャンドルづくり   

①開催日 ４月８日（土）、９日（日） 計２日間  

②時 間 １１：００～１２：３０、１４：００～１５：３０  

③場 所 トリエ京王調布 A館３F・こもれびテラス  

④内 容 イースターエッグ型のオリジナルキャンドルを作成するイベントです。  

⑤定 員 各回８組１６名 ２日間 合計６４名  

⑥料 金 １組 ３,０００円（税込み）  

 

《イースターエッグ型オリジナルキャンドル》 

 

 （４）キユーピー・けいた太くん・ピンポン着ぐるみ撮影会   

①期 間 ４月１５日（土）  

②時 間 １０：４０～、１１：４０～、１２：４０～、１３：４０～、     

１４：４０～、１５：４０～  

※各回約２０分 

③場 所 トリエ京王調布 A館３F・こもれびテラス  

④内 容 イースターの衣装を着たキユーピーと、京王電鉄株式会社と京王バス株式

会社のマスコットキャラクターである、けい太くんとピンポンとの写真撮

影会を開催します。どなたでもご参加いただけます。  

 

 

 

 

 

（５）キユーピー ドレッシングプレゼントキャンペーン   

①期 間 ４月１５日（土）  

②時 間 １０：４０～１６：００（無くなり次第終了）   

《キユーピー》 《けい太くん》 《ピンポン》 



③場 所 トリエ京王調布 A館３F・こもれびテラス  

④内 容 トリエ京王調布でお買上げのレシート３，０００円（税込み・合算可） 

以上でキユーピーのドレッシングをプレゼントします。 

 

（６）調布サイクルマーケット イースター限定フェア  

①期 間 ４月８日（土）～１６日（日） 計９日間  

②時 間 １１：００～１８：００（売り切れ次第終了）  

③場 所 トリエ京王調布 A館１F  

④内 容 調布市にお店を構える「SIUNAUS SWEETS」が期間限定でイースターエッグ

型のドーナツを販売いたします。 

 

《イースターエッグ型ドーナツ》 

 

３．調布 PARCO開催イベント 

（１）キユーピー×パルコアラ撮影会  

①開催日 ４月８日（土）  

②時 間 １１：００～、１３：００～、１４：００～、１５：００～ 

※各回約１５分  

③場 所 調布 PARCO ７F・すし遊洛前特設会場  

④内 容 イースターの衣装を着たキユーピーと、PARCOのキャラクターであるパルコ

アラとの写真撮影会を開催します。参加条件はございません。各時間に会場ま

でお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）チョウフハッピーイースターメニューフェア  

①期 間 ４月８日（土）～１６日（日） 計９日間  

②時 間 １１：００～２２：３０ 

③場 所 調布 PARCO７F・レストランフロア 対象店舗  

④内 容 期間中、調布 PARCO７F対象レストランにて「タマゴ」「うさぎ」「カラ

フル」のイースターにちなんだテーマを持つ対象メニューをご注文いただ

《キユーピー》 《パルコアラ》 



いたお客様に、キユーピーのノベルティ（ドレッシング小袋のセット）を

プレゼントします。 

     ※対象店舗は調布 PARCO HPをご参照ください。  

  

（３）カラフルビーズ つめ放題  by 2F マーノ・クレアール 

①期 間 ４月１５日（土） 

②時 間 １１：００～１７：００ 

③場 所 調布 PARCO２F・特設会場  

④内 容 かわいいアイスキャンディ型のケースに、好きなビーズを詰め放題！ 

宝探しのようにお楽しみいただけます。 

 
《カラフルビーズイメージ画像》 

  

（４）カラフルイースター 手ごね石けんづくり  by 4F ロハススタジオ 

①期 間 ４月１６日（日） 

②時 間 １０：００～１８：００  

③場 所 調布 PARCO２F・特設会場  

④内 容 植物性石けん素地を使用して、カラフルなアロマ石けんを作成するワーク 

ショップを開催します。  

 

《手ごね石けんイメージ画像》 

  

（５）幻の卵屋さん   

①期 間 ４月８日（土）～１６日（日）  

②時 間 １０：００～２０：３０ ※金曜日は２１：００まで  

③場 所 調布 PARCO１F・特設会場  

④内 容 日本たまごかけごはん研究所がプロデュースする、各地の産直こだわりた

まごバイキングが PARCOに登場します。 



 

 

 

 

 

 

４．イベントの詳細や応募フォームについて 

トリエ京王調布：https://trie-keiochofu.jp/ 

調布 PARCO：https://chofu.parco.jp/ ※３月３１日(金)公開予定 

 

５．お客さまのお問い合わせ先 

（１）トリエ京王調布開催イベント・調布 PARCO共催イベントについて 

京王お客さまセンター 

ＴＥＬ.０４２－３５７－６１６１（９：００～１８：００） 

（２）調布 PARCO 開催イベントについて 

   調布 PARCO インフォメーションカウンター 

ＴＥＬ.０４２―４８９－５１１１（１０：００～２０：３０） 

※金曜日は２１：００まで 

 

以 上 

 

【参 考】トリエ京王調布施設概要 

１．所 在 地  東京都調布市布田４丁目４番２２号 他 

２．開 業 日  ２０１７年９月２９日 

３．延床面積  約３８，０００㎡ 

４．階  層  Ａ館：地下１階、地上５階  

        Ｂ館：地上４階 

        Ｃ館：地下 1階地上４階 

        サウスゲート：地上１階 

５．店 舗 数  約７０店 

６．ホームページ  https://trie-keiochofu.jp/ 

 

 

《たまごかけごはんイメージ画像》 《幻の卵屋さんロゴ》 


