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2014年度 マジックキングダムクラブ ・メンバー特典のお知らせ

1. 東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのメンバー専用パスポート

2014年4月1日の消費税率改正に伴い、2014年4月1日よりパークチケット料金を以下のとおり改定いたします。
・2014年3月31日までにご購入いただいたパークチケットは変更なくお使いいただけます。
・�2014年4月１日以降に、日付変更や券種変更を行った場合は、旧料金と改定料金との差額が必要となり
ます。※別途、日付変更手数料が必要となります。

適用例
【ケース1】�2014年3月31日に、2014年4月15日指定のマジックキングダムクラブ・パスポートの前売券を�

購入→旧料金
【ケース2】2014年4月1日に、マジックキングダムクラブ・パスポートの当日券を購入→改定料金
【ケース3】2014年4月1日に、他の券種をマジックキングダムクラブ・パスポートへ券種変更→改定料金

特典内容

メンバー専用１デーパスポート「マジックキングダムクラブ・パスポート」がご購入いただけます。

券　種

旧料金
（2014年3月31日まで）

改定料金
（2014年4月1日より）

大人
18歳以上

中人
中学・高校生

12〜17歳

小人
幼児・小学生

4〜11歳

大人
18歳以上

中人
中学・高校生

12〜17歳

小人
幼児・小学生

4〜11歳

マジックキングダムクラブ
パスポート

5,800円 4,900円 3,900円 6,000円 5,000円 4,000円

1デーパスポート（一般） 6,200円 5,300円 4,100円 6,400円 5,500円 4,200円

ご利用方法

メンバーシップカードをご提示の上、「マジックキングダムクラブ・パスポート」とご指定ください。
※�メンバーシップカードのご提示がない場合、および他の券種をお求めの場合は一般料金となりますので�
ご注意ください。

※ご購入可能枚数は同居のご家族分までとなります。
※�前売券をご購入される場合は、「日付（ご来園日）」と「パーク」をご指定ください。
※�前売券（日付指定券）はご来園日の2ヶ月前からの販売となります。
※�オープン券（日付指定なし）の販売はありません。

ご購入場所

当日券：�東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口
� ※�ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルでも宿泊者に限りご購入�

いただけます。
前売券：��東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ1F）／東京ディズニーランド（ゲスト

リレーション・ウインドウ）／東京ディズニーシー（団体チケットブース）／ディズニーストア
� （日付指定券取扱店舗）
予約券：�主な旅行会社、JR各窓口
� ※�予約券は、ご来園当日、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーの当日券販売窓口で

チケットとの引き換えが必要になります。
� ※�東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージや旅行会社等の宿泊プラン（東京ディズニーリゾート

への旅等）、インターネット上でのご予約についてはメンバー特典対象外となります。また、他の割引
との併用はできません。

マジックキングダムクラブ情報
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2. ホテルの宿泊特典
＜ディズニーホテル＞

特典内容 ※ 客室全室禁煙

ホテル名 対象客室タイプ 対象期間および特典内容

ディズニーアンバサダーホテル
スタンダードフロア スタンダードルーム
スタンダードフロア スーペリアルーム

2014年4月1日（火）〜
2015年3月31日（火）

バリュー・レギュラー・ピーク
設定日において
正規客室料金の10％割引

東京ディズニーシー・
ホテルミラコスタ

ヴェネツィア・サイド
スーペリアルーム 2014年4月1日（火）〜 6月30日（月）

2015年1月5日（月）〜 3月31日（火）

バリュー・レギュラー設定日において 
正規客室料金の10％割引

東京ディズニーランドホテル

スタンダード・スーペリアルーム
（1階〜 9階）
スタンダード・スーペリアアルコーヴルーム

（1階〜 9階）

ご利用方法

1.�ご予約の際にマジックキングダムクラブ・メンバーであることを告げてお申し込みください。

2.�チェックインの際にメンバーシップカードをフロントにご提示ください。
・料金は、予告なく変更になる場合がありますので、ご予約の際にお確かめください。
・ご予約の際にメンバーであることのお申し出がない場合やチェックインの際にメンバーシップカードのご提示
がない場合、割引が受けられないことがございますのでご注意ください。
・東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージや旅行会社等の宿泊パック（宿泊のみのプランも含
む）、インターネット上（下記マジックキングダムクラブ・メンバー専用予約ページを除く）でのご予
約については割引対象外となります。また、他の割引との併用はできません。

ご予約

東京ディズニーリゾート総合予約センターへのお電話、またはインターネットのマジックキングダムクラブ・

メンバー専用予約ページでお申し込みください。（ご宿泊日の６ヶ月前より承ります。）

東京ディズニーリゾート総合予約センター
TEL 0570−05−1118（受付時間 9：00〜18：00）
一部のPHS・IP電話・国際電話の方はTEL 045−683−3333

マジックキングダムクラブ・メンバー専用予約ページ
URL： http://www.disneyhotels.jp/mkc/index.html

プランパスワード：mkchotel14
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＜東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル＞

特典内容

ホテル名 特典内容

サンルートプラザ東京
TEL  047−355−1111

土曜日、休前日および特定日※ ..............正規客室料金の10％割引
休前日および特定日※以外の金曜日 ........正規客室料金の20％割引
休前日および特定日※以外の日曜日および平日
  ................正規客室料金の30％割引

※ 特定日は、ホテルにより異なりますので、各ホテルにお問い合わせ 
ください。

東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート
TEL  047−355−2411

ヒルトン東京ベイ
TEL  047−355−7106

ホテルオークラ東京ベイ
TEL  047−355−3333

シェラトン･グランデ･トーキョーベイ･ホテル
TEL  047−355−5555

東京ベイ舞浜ホテル
TEL  047−355−1222

＜東京ディズニーリゾート・パートナーホテル＞

特典内容

ホテル名 特典内容

パーム＆ファウンテンテラスホテル
TEL  047−353−1234

年間を通して正規客室料金の10％割引

ホテルエミオン東京ベイ
TEL  047−304−2727

オリエンタルホテル東京ベイ
TEL  047−350−8111

浦安ブライトンホテル
TEL  047−355−7777

三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ
TEL  047−382−3331

ご利用方法

1.�ご予約の際にマジックキングダムクラブ・メンバーであることを告げてお申し込みください。
2.�チェックインの際にメンバーシップカードをフロントにご提示ください。
・ホテルの宿泊料には、室料のほかに税金等が加算されます。
・料金は、予告なく変更になる場合がありますので、ご予約の際にお確かめください。
・ご予約の際にメンバーであることのお申し出がない場合やチェックインの際にメンバーシップカードの
ご提示がない場合、割引が受けられないことがございますのでご注意ください。
・東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージや旅行会社等の宿泊パック（宿泊のみのプランも含む）、
インターネット上でのご予約については割引対象外となります。また、他の割引との併用はできません。

ご予約

東京ディズニーリゾート総合予約センターまたは、各ホテルへお電話でお申し込みください。
（ご宿泊日の6ヶ月前より承ります。）

東京ディズニーリゾート総合予約センター
TEL 0570−05−1118（受付時間 9：00〜18：00）
一部のPHS・IP電話・国際電話の方は TEL 045−683−3333
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3. イクスピアリの特典

特典内容

＜対象店舗一覧＞　5,000円以上お買い上げの場合に5％の割引になります。

店舗名 ジャンル エリア
フラワーショップ　レインボウ 花屋

1F ザ･コートヤード
DRUG+LAND 医薬品・化粧品・雑貨
自然派ビュッフェ　饗の詩 ビュッフェレストラン

1F ガーデン・サイト
カリス成城 ハーブ＆香り生活雑貨
ホリデーアパートメント インテリア雑貨・ファッション
MISSHA 化粧品・化粧雑貨
アルキメデス・スパイラル 腕時計

2F トレイダーズ・パッセージ
KANEKO OPTICAL　金子眼鏡 眼鏡・サングラス
カルタ・スコピオ トレーディングカード＆ライター

2F ミュージアム・レーンGlass Land ガラスとアクセサリー
ジューシィジュエル フレグランス専門店
PAGEBOY レディースカジュアル

2F シアター・フロント
レインフォレスト カフェ テーマレストラン
ABC-MART シューズ・小物

2F　B'ウェイ
AQUA SILVER シルバーアクセサリー
郷ゐのこ 和食酒処

3F グレイシャス・スクエア

ピッタ ゼロゼロ イタリアンレストラン
cynthia レディース
BCBGMAXAZRIA レディース
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル 

リラクシング
メンズ・レディース・キッズ・雑貨

トルセドール シガー＆バー
4F シェフス・ロウロティズ・ハウス 地ビール＆炙り焼き

T.G.I. FRIDAY'S レストラン＆アメリカンバー
ドコモショップ　※1 携帯電話 1F ザ･コートヤード

※1��「ドコモショップ」では、新規購入、機種変更の際、指定オプション加入で本体ご購入の頭金が5,000円（税抜）割引となります。
◆各店ともセール品やパーティープラン等対象外の商品やメニューがございます。各店舗にてご確認ください。
◆他の特典との同時利用はできない場合がございますので、ご了承ください。
◆予告なくサービス内容の中止または変更する場合がございますので、ご了承ください。

＜シネマイクスピアリ＞�チケット購入は1回につき5枚までとなります。
通常料金 特別料金

大人 1,800円
1,300円

高校生・大学生 ※1 1,500円
中学生 ※1

1,000円
800円小学生

幼児（3 〜 6歳の未就学児）※2 900円

※1��学生証（写真付）をご提示願います。
※2��6歳以下の未就学児のご鑑賞には保護者の方がお付添いください。
◆デジタル3-D上映などの特別興行作品のご鑑賞時や、オンラインでのご購入時は対象外となります。
◆他の割引との同時利用はできませんので、ご了承ください。

ご利用方法

イクスピアリの上記店舗とシネマイクスピアリをご利用の際にメンバーシップカードをご提示ください。
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東京ディズニーリゾート情報

www.tokyodisneyresort.jp へアクセス！
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト／モバイルサイト東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト／モバイルサイト

東京ディズニーランド情報

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「ディズニー・イースター」
4月2日（水）〜6月23日（月）
ミッキーとミニーが見つけたひみつの“イースター
ガーデン”。そこはヘンテコな花や草花にあふれる春�
いっぱいの世界。ウサギの耳をつけたディズニー�
の仲間たちのパレードやイースターバニーが�
隠したタマゴを探すエッグハントを楽しんだり、ヘンテコ�
楽しい、ディズニーならではのイースターでパークの春
を満喫しよう！

1404L02

1404L01

東京ディズニーランド・キャッスルプロジェクション

「ワンス・アポン・ア・タイム」
5月29日（木）〜スタート！
シンデレラ城を舞台に、物語にあふれるディズニー�
の世界とプロジェクションマッピングが生み出す、�
愛と感動に満ちたナイトエンターテイメント。�
『美女と野獣』のミセス・ポットが息子のチップに�
優しく語りかけると、シンデレラ城が巨大な絵
本となり、ディズニーのおとぎ話の世界が美しい�
映像や心に響く名曲とともに鮮やかに蘇ります。

1404L04

1404L03

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「ディズニー夏祭り」
7月8日（火）〜8月31日（日）
ディズニーの仲間たちが“和”をテーマに繰り広げる、
ディズニー流の夏祭り。びしょぬれになって、みんなで�
楽しく踊って盛り上がろう！

1404L061404L05
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東京ディズニーシー情報

東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ」
4月2日（水）〜6月23日（月）
大好きなミニーとシェリーメイに世界中の春を�

見せてあげたいと、ミッキーとダッフィーはみんな
で船の旅へ。イタリア、ニューヨーク、アラビアン�
コースト…、それぞれのにぎやかな春のお祭りに
参加して盛り上げます。花が咲き誇るパークを�
巡って、ディズニーの仲間たちと素敵な春を見つけ�
ましょう。

1404S01
1404S02

東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「ディズニー・サマーフェスティバル」
7月8日（火）〜8月31日（日）
ミニー、デイジー、クラリスが、フルーツ
の豊作をお祝いして華やかに繰り広げる真夏
のフェスティバル。ミッキーたちも散水で盛り�
上げるよ。楽しく踊ってびしょぬれになって、
みんなで暑さを吹き飛ばしちゃおう！

1404S04

1404S03
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1

4月2日（水）～6月23日（月）

スペシャルイベント

｢ディズニー・イースター｣

6月24日（火）～7月7日（月）

「ディズニー七夕デイズ」

7月8日（火）～8月31日（日）

スペシャルイベント

｢ディズニー夏祭り｣

7月8日（火）～8月31日（日）

スペシャルイベント
｢ディズニー・サマーフェスティバル｣

6月24日(火)～7月7日(月)

「ディズニー七夕デイズ」

4月2日（水）～6月23日（月）

スペシャルイベント

｢ミッキーとダッフィーの
スプリングヴォヤッジ｣

9月8日（月）～10月31日（金）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

11月7日（金）～12月25日（木）

スペシャルイベント

｢クリスマス・ウィッシュ｣

2015年1月1日（木）～1月5日（月）

お正月のプログラム

詳しくはM7ページへ

詳しくはM7ページへ

9月8日（月）～10月31日（金）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

5月29日（木）～

キャッスルプロジェクション

｢ワンス・アポン・ア・タイム｣

詳しくはM6ページへ

詳しくはM6ページへ

詳しくはM6ページへ

11月7日（金）～12月25日（木）

スペシャルイベント

｢クリスマス・ファンタジー｣

2015年1月1日（木）～1月5日（月）

お正月のプログラム

東京ディズニーランド 東京ディズニーシー

 9月8日（月）

アトラクションリニューアル

｢ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション｣

1404L02

1404L01

2014年度、東京ディズニーランドならびに東京ディズニーシーでは、新しいエンターテイメントや、スペシャルイベント、
スペシャルプログラムなどを実施し、訪れるゲストに最高の体験と思い出を提供してまいります。

東京ディズニーランド / 東京ディズニーシー 2014年度のスケジュール東京ディズニーランド / 東京ディズニーシー 2014年度のスケジュール

1404L04

1404L03

1404S02

1404S01
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東京ディズニーリゾート ２パーク共通情報

最高にハッピーな誕生日を東京ディズニーリゾートで！

「バースデーパスポート」
お子様やお友達など、大切な人のバースデーをパークでお祝いしたい！�

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでは、そんなあなたに�
ぴったりの特別なパスポートを販売中。パーティーハットをかぶった�
ミッキーマウスがデザインされた「バースデーメダル」、メッセージや記念�
写真を入れられる「バースデーカード」、ミッキーがケーキを持ってお祝い�
している「バースデーぬいぐるみ」。3つのオリジナルグッズでとっておきの
バースデーを演出してみませんか。

＜バースデーパスポート料金（1デーパスポート）＞

大人（18歳以上） 8,700円
中人（中学・高校生／ 12〜17歳） 7,800円
小人（幼児・小学生／ 4〜11歳） 6,500円

※日付指定、オンライン販売のみ。
※配送用チケットは来園日の2ヶ月前より7日前まで、「ディズニー eチケット」は、
　来園日当日の閉園時間1時間前まで購入可。
※上記は1デーパスポート料金です。「マルチデーパスポート」の料金については下記のポータルサイトをご覧ください。
※上記は2014年4月15日以降の料金です。
※販売枚数に限りがありますのでお早めにお求めください。

バースデーにとっておきのストーリーを。
オフィシャルウェブサイトのバースデー専用ポータルサイトには、パークやホテルでお祝いする誕生日の
サプライズがいっぱい！
詳しくは disneybirthday.jp へ

※写真はイメージです。 1404R02

1404R01
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平日の夕方 5 時からたっぷり遊べる

「夏
ナツ

5
ゴ

ウィークデーパスポート」

3,900円（大・中・小人均一）

対 象 日：7月8日（火）〜8月29日（金）の平日（土日・祝日を除く）
販売期間：5月8日（木）〜8月28日(木)
　　　　　　※販売場所によって販売期間が異なる場合があります。

実施期間中、東京ディズニーランドでは「ディズニー夏祭り」、東京ディズニーシーでは「ディズニー・サマー�
フェスティバル」と、夏ならではのスペシャルイベントをそれぞれ開催します。また、東京ディズニーランドでは、�
5月29日にスタートのナイトタイムエンターテイメント、キャッスルプロジェクション「ワンス・アポン・ア・
タイム」を実施します。
「夏5ウィークデーパスポート」で、夏の夜のパークをどうぞお楽しみください。

お求めは、各パークのチケット販売窓口、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（ディズニー
eチケット）、JRの主要駅、主な旅行会社・私鉄・コンビニエンスストア、ディズニーストア（一部店舗を除く）、�
などへどうぞ。
※実施期間中、「アフター 6パスポート」の販売はありません。
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1404R03

3 世代ファミリーの特別な思い出づくりに。

「シニアマルチデーパスポート」

利用期間：4月1日（火）〜2015年3月31日（火）

60歳以上の方を対象としたマルチデーパスポートをご用意しました。

シニア2デーパスポート� 10,500円（通常大人料金�11,000円）
シニア3デーマジックパスポート� 13,500円（通常大人料金�14,200円）
シニア4デーマジックパスポート� 15,500円（通常大人料金�16,500円）

チケットのお求めは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（ディズニーeチケット）、各
パークのチケット販売窓口、主な旅行会社へどうぞ。

※ご購入およびご入園時に入園される本人の年齢を確認できるものを提示していただくことがあります。

※1日目と2日目は、入園されるパークをご指定ください。

詳しくは3sedai.jpをチェック！

60歳
か ら

3世代ディズニー
子どもたちが笑うと、おばあちゃんも笑顔になる。
大好きなおじいちゃんと、一日中いっしょにいられる。
家族のしあわせな時間が、かけがえのない夢の時間に。
さあ、世代をこえて、家族みんなで東京ディズニーリゾートへ。
ここは、すべてのゲストの、夢がかなう場所だから。

1404R04
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●ギフトパスポート
　大人6,400円（送料別途）
※画像は一例です。

1404R06

sa
m

p
le

お母さん、ありがとうキャンペーン
いつもは言えない「ありがとう」の気持ちを込めて
お母さんを誘ってパークへでかけませんか。
母娘で過ごすひとときは、お母さんへの最高の贈り物になるでしょう。

「ギフトパスポート」と「サンキューカード」でお母さんに感謝の気持ちを伝えよう！
“お母さん、ありがとう”のメッセージの入った「ギフトパスポート」を
購入された方に、もれなくオリジナルデザインの「サンキューカード」を
プレゼント！一緒にパークを楽しんだ後にカードを送って、お母さんを�
うるっとさせちゃいましょう。お求めは�otonatabi.jp�へどうぞ。
対象期間：2015年3月31日（火）まで

※パーク窓口での販売はありませんのでご注意ください。

1404R07

ディズニーのおとな旅
東京ディズニーリゾートでは、おとな同士で楽しむさまざまなプログラムを�

ご用意してまいります。「ディズニーのおとな旅」をどうぞお楽しみください！

1404R05

各プラン情報詳細はこちらまで

www.tokyodisneyresort.jp/special/otona/ディズニーのおとな旅 検 索
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お泊まりディズニー
大切な人の笑顔を、ずっと見ていたいから。
いつもより長く魔法にかかっていたいから。

お泊まりディズニー、しませんか？

遊んでいるときも、眠っているときも、目覚めたあとも。
途切れることのないディズニーの夢は、きっと、かけがえのないプレゼント。

ほら、明日も、たくさんの出会いと感動が待っています。
さあ、夢がつづく幸せに包まれてください。

1404R08

ディズニーホテル宿泊のご予約は…

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト　www.tokyodisneyresort.jp/online/
東京ディズニーリゾート総合予約センター　0570−05−1118（9：00〜18：00）

※一部のPHS・IP電話・国際電話をご利用の方は　045-683-3333

※ご予約はご宿泊の6ヶ月前より承ります。

東京ディズニーリゾート共通情報

ディズニーホテル情報

ディズニーホテル宿泊者限定特典

「ハッピー 15エントリー」
〜4月14日（月）より東京ディズニーシーもご利用可能に！〜
ディズニーホテルでは、4月14日（月）より、通常の開園時間の15分

前からご入園いただける宿泊者限定特典「ハッピー15エントリー」を
拡充し、東京ディズニーランドに加え、東京ディズニーシーでもご利用�
いただけるようになります。

東京ディズニーシーで「ハッピー15エントリー」をご利用になる�
ゲストは、ディズニーホテル宿泊ゲスト専用エントランスからひと足
早く入園し、人気アトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」を
お楽しみいただけるほか、一部の商品施設やサービス施設もご利用�
いただけます。
ディズニーホテルならではの宿泊者限定特典を利用して、ひと足早くアトラクションを体験したり、人の

少ないメディテレーニアンハーバーでゆっくり過ごしたり、お買い物を楽しむなど、東京ディズニーリゾート�
での滞在をこれまで以上にご満喫ください。

※本プログラムのご利用はパークチケットが必要です。
※チェックイン当日を除く滞在期間中が対象です。
　 （東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにご宿泊の方が東京ディズニーシーへご入園の場合、チェックイン日も対象

となります。）
※特別営業時間帯は除きます。
※ アトラクションは予告なく中止となる場合があります。ファストパス®・チケットの発行は通常の開園時間からとなります。

「ハッピー 15エントリー」で開園15分前に
入園している様子（イメージ） 1404R09
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ディズニーアンバサダーホテルで「ディズニー・イースター」を楽しもう！

ディズニーの仲間たちがおくる春いっぱいのイースターをホテルでも楽しみませんか？
期間限定のデコレーションの客室やルームキー、彩り豊かなメニューをご用意しています。

■泊まって楽しむ!
・「ディズニー・イースター」デコレーションの客室
イースターならではの特別なデザインのデコレーションを施した�

客室が期間限定で登場します。客室内のインテリアには、ディズニーの�
仲間たちをモチーフにしたイースターエッグをはじめ、色とりどりの�
花々やイースターバニーが描かれており、パークで楽しんだ思い出
をそのままに、ホテルでも楽しいひとときをお楽しみいただけます。

・期間限定デザインのルームキー
ホテルの全客室で、ディズニーの仲間たちをモチーフにした�

イースターエッグがデザインされたルームキーをご用意しています。
こちらのルームキーは旅の記念として、お持ち帰りいただけます。

・かわいいデザインのポストカード
「ディズニー・イースター」のコスチュームに身を包んだディズニーの仲間たちを描いた、タマゴ型の
ポストカードが客室のどこかに隠されています。客室でもエッグハントをお楽しみください。
・イースターエッグを探そう！
“イースターエッグ”を探し出す「エッグハント」の体験が、お子様向けのラリープログラムとして登場
します。すべてのイースターエッグを見つけることができたお子様には、シールをお渡しします。

■レストランで楽しむ
レストラン＆ラウンジでは、“イースターガーデン”をイメージした彩り豊かなスペシャルメニューをご用意�
します。スペシャルメニューには、ディズニーキャラクターを描いたオリジナルグッズが付いています。

www.disneyhotels.jpディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

「ディズニー・イースター」
デコレーションの客室（イメージ）

1404R10

レストランのお申し込みは…

東京ディズニーリゾート・レストラン予約サイト　tdr-ps.jp （PCのみ）
東京ディズニーリゾート総合予約センター　0570-05-1118 (10：00 〜18：00）

※一部のPHS・IP電話・国際電話からご利用の方は　045-683-3333
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ディズニーホテルのレストランで特別な記念日を！

バラエティあふれるディズニーホテルのプランで、かけがえのない記念日のひとときをお過ごしください。

3 世代ファミリーやグループのお祝いに
「スペシャルデー・ダイニングプラン」
4月1日（火）より、ディズニーアンバサダーホテルの「花�Hana」（日本料

理）と、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」
（中国料理）に「スペシャルデー・ダイニングプラン」が登場します。この
プランでは各レストランの個室でゆっくりとお過ごしいただけます。
「花�Hana」では、豪華な鯛の姿造りや縁起のよい赤飯など、特別な会席
料理をご用意します。「シルクロードガーデン」では、鯛の姿蒸しや紅白に
彩られたロブスターをご用意するほか、北京ダックをお席にて取り分けて
ご提供するなど、お祝いの席にふさわしいお食事とともに優雅なひとときを�
お楽しみいただけます。どちらのプランにもオリジナルケーキとシャンパン、
記念写真がついています。

◆ディズニーアンバサダーホテル　日本料理「花 Hana」
価　　格：大人6名様　77,000円
内　　容：料理（大人6名様）、オリジナルケーキ、シャンパン1本、記念写真、卓上装花
受 付 先：047-305-2665（10：00〜22：00）

◆東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　「シルクロードガーデン」
価　　格：大人6名様　77,000円
内　　容：料理（大人6名様）、オリジナルケーキ、シャンパン1本、記念写真、記念品
受 付 先：047-305-2763（10：00〜22：00）

カップルにぴったりのディナープラン
「アニヴェルサーリオ・ロマンティコ」
4月1日（火）より、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・�

ラウンジ」では、ロマンティックに記念日をお祝いできるプラン「アニヴェルサーリオ・�
ロマンティコ」が登場します。東京ディズニーシーを臨む最前列のお席で
お楽しみいただく1日1組限定のこのプランでは、特別なコース料理のほか、
オリジナルケーキ、スパークリングワインでお祝いのひとときをお過ごし�
いただけます。

◆東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
価　　格：大人2名様　35,000円
内　　容：�料理（大人2名様）、オリジナルケーキ、スパークリングワイン1本（ハーフサイズ）
受 付 先：047-305-2764（10：00〜22：00）

※ ご予約は、ご利用の6ヶ月前から3日前までに承ります。
※ 各プランともに人数の追加が可能です（有料）。ただし、「アニヴェルサーリオ・ロマンティコ」は最大５名様までとなり

ます。

www.disneyhotels.jpディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

1404R11

1404R12
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宴会プログラムのご案内
「“ディズニー・イースター”スペシャルデー・ダイニングプラン」
4月2日（水）〜6月23日（月）
東京ディズニーランドホテルでは、小宴会場にてご家族やご友人と�

大切な記念日を祝う「“ディズニー・イースター”スペシャルデー・�
ダイニングプラン」が、期間限定で登場！

イースターをテーマにしたこのプランだけの特別なメニューや卓上�
装花をご用意いたします。さらに、イースターならではのスペシャルケーキ、�
または限定デザインのボトルワインのいずれかをお選びいただけます。

■�会　　場：�東京ディズニーランドホテル�小宴会場
■�時　　間：�2時間30分（9：00〜 22：00の内）
■�価　　格：�6名様80,000円（追加1名様10,300円）

※6名様〜 20名様まで。

■�内　　容：�お料理（プランオリジナルメニューのコース）、
� スペシャルアイテム、会場費、基本音響照明費、
� �卓上装花（6〜10名様は1台、11〜20名様は2台ご用意�

いたします。）、
� オリジナルのフォトフレーム（1枚）
� 【追加料金にて焼き増しも承ります】

※お飲物は追加料金にて承ります。

� �【スペシャルアイテム】は以下のいずれかを
� お選びいただけます。
� 　・スペシャルケーキ
� 　・ワイン（オリジナルエッチングボトル）

詳しくはディズニーホテル・オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

ご予約・お問い合わせは…

東京ディズニーランドホテル 宴会課 047-305-2854（年末年始を除く全日9：00 〜19：00）
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト 宴会・パーティーのご案内

www.disneyhotels.jp/banquet/

イースターをイメージした特別なメニュー。
1404R13

期間限定のかわいらしい卓上装花。
1404R14
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「ディズニー・イースター」連動宿泊プランのお知らせ
東京ディズニーランド・スペシャルイベント「ディズニー・�

イースター」にあわせて、東京ディズニーリゾート・オフィシャル
ホテルでは、連動宿泊プランを実施。期間中、当該宿泊プランを�
ご利用の方々に、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル�
限定のラゲッジタグをプレゼント！

＜設定期間＞　2014年4月2日（水）〜6月23日（月）

詳しくはオフィシャルホテル・ウェブサイトへ。

http://www.officialhotel.jp/easter/アドレス

　　　　　 1404R15 1404R16
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定

「ディズニー・イースター」ラゲッジタグ（イメージ）

オフィシャルホテル情報
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〜夢をかなえる魔法の宿泊プラン〜

「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」のご案内
ホテルに泊まって、パークをたっぷり楽しめるオフィシャルな宿泊プランです。
バケーションパッケージオリジナルの特別なパークチケット、時間指定の�

ないファストパス®・チケットやショーの鑑賞券など東京ディズニーリゾートを�
満喫するための魅力満載です。バケーションパッケージ限定デザインのオリジナル
グッズも付いています！

★今月のおすすめスペシャルプラン

３世代で楽しむ東京ディズニーリゾート 2DAYS
3世代家族みんなで泊まってパークを満喫できる1泊2日のプラン

です。ホテルは、ご家族皆さまでお過ごしいただけるディズニー�
アンバサダーホテルのファミリールームもお選びいただけます。�
特別なガイドツアーや記念写真、スペシャルメニューなど、小さい
お子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで一緒に楽しむことの�
できるコンテンツが盛りだくさん！

＜おすすめポイント＞
●2デーパスポート・スペシャル
●記念写真付きプレミアムガイドツアー
専属のガイドがあらかじめご要望を伺ってパークをご案内する、�
ご家族だけのプライベートツアーです。このプランには、通常の
プレミアムツアーにはない「プロのカメラマンによる記念撮影」が
付いています。いつもはカメラマンのお父さんも一緒に思い出の
一ページに！
●�ショー鑑賞券　1枚
東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーの人気の

ショーやパレードを特別鑑賞席（エリア）からお楽しみいただける
ショーセレクトがついています。
●�食事　朝食1回、夕食1回
夕食は東京ディズニーシーの「リストランテ・ディ・カナレット」で、このプランだけのコースメニューを�

お楽しみいただけます。
●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
このプランについているファストパス・チケットのうち1枚は、「トイ・ストーリー・マニア！」でも�
ご利用いただけます。
●オリジナルグッズ
●フリードリンク券、ネックストラップ券

＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル

＜設定期間＞
4月1日（火）〜6月30日（月）

＜料金（大人お1人様）＞
53,100円〜124,000円
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３世代で楽しむ東京ディズニーリゾート3DAYS
3世代家族で、もっと楽しみたい方は「３世代で楽しむ東京ディズニー�

リゾート�3DAYS」を！2泊3日のこのプランでは、1泊2日のプラン内容に�
加え、東京ディズニーランドで5月29日（木）にスタートする話題の�
エンターテイメント、キャッスルプロジェクション「ワンス・アポン・�
ア・タイム」をバケーションパッケージ特別鑑賞席（キャッスルフォア�
コート）でゆったりとご覧いただけます。愛と感動に満ちたディズ
ニーの物語の世界をお楽しみください。

＜おすすめポイント＞
●3デーマジックパスポート・スペシャル
●記念写真付きプレミアムガイドツアー
●ショー鑑賞券　2枚
●食事　朝食2回、夕食1回
●ファストパス・チケット（時間指定なし）3枚
●オリジナルグッズ
●フリードリンク券、ネックストラップ券

＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル

＜設定期間＞
5月28日（水）〜6月30日（月）

＜料金（大人お1人様）＞
80,000円〜204,100円

このほかにも、いろいろなパッケージプランをご用意しています。
詳しくはこちら

www.tokyodisneyresort.jp/online/バケーションパッケージ 検 索

※プランの販売数には限りがあります。

旅行企画・実施　　株式会社オリエンタルランド　千葉県知事登録旅行業第2-810号
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｢ ファンダフル・ディズニー ｣ メンバー募集中！
〜メンバー限定パスポートがお友達、ご家族の分まで購入できます！〜

大変ご好評をいただいておりますファンダフル・メンバー限定パスポート
を、2014年4月1日（火）〜2015年3月31日（火）までの期間中3回（1回につき
6枚まで）ご購入いただけます。この機会にぜひご入会ください！
年会費3,240円。�入会お申し込みは東京ディズニーリゾート・オフィシャル�

ウェブサイト内専用サイトもしくは、｢ファンダフル・ディズニー ｣事務局から�
入会申込書をお取り寄せください。
また下記の場所にも設置されています。

●東京ディズニーランド：メインストリート・ハウス
●東京ディズニーシー：ゲストリレーション、東京ディズニーシー・インフォメーション

◆価格表

通常価格 特別価格

大人  18歳以上 6,400円 5,700円
中人  12〜17歳 5,500円 5,000円
小人  4〜11歳 4,200円 3,900円

詳しくは、「ファンダフル・ディズニー」事務局（03-5326-5599��10:00〜17:00��年中無休）または東京ディズニー
リゾート・オフィシャルウェブサイトへ。

www.tokyodisneyresort.jpアドレス

※ 「ファンダフル・ディズニー」と「マジックキングダムクラブ」は別の会員制度になります。
 マジックキングダムクラブ・メンバーで「ファンダフル・ディズニー」に入会ご希望の方にも別途お申し込みが必要です。
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パーク施設の休止情報

東京ディズニーランド
アトラクション 休止期間

ジャングルクルーズ ※1 1/6（月）～ 9/7（日）

ウエスタンランド・シューティングギャラリー 4/1（火）～ 4/10（木）

プーさんのハニーハント 4/3（木）～ 4/17（木）

カリブの海賊 4/7（月）～ 4/25（金）

グーフィーのペイント＆プレイハウス 4/21（月）～ 4/25（金）

バズ・ライトイヤーのアストロブラスター 5/7（水）～ 5/20（火）

スペース・マウンテン 5/21（水）～ 6/29（日）

蒸気船マークトウェイン号 6/30（月）～ 7/6（日）

モンスターズ・インク ”ライド＆ゴーシーク！” 6/30（月）～ 7/15（火）

パレード／ショー 休止期間

ハピネス・イズ・ヒア 4/7（月）～ 5/23（金）

ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス 4/18（金）

ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ ”ミッキー＆カンパニー” 4/18（金）

ハピネス・オン・ハイ 4/18（金）

東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ 4/18（金）

ショップ 休止期間

ホームストア ※2 1/6（月）～

レストラン 休止期間

ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ 1/6（月）～ 6/30（月）

ポップ・ア・ロット・ポップコーン 1/6（月）～ 6/30（月）

※1  「ジャングルクルーズ」は2014年9月8日に「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」として 
リニューアルオープンいたします。

※2 「ホームストア」は改装に伴い、2014年4月中旬まで休止いたします。

東京ディズニーシー
アトラクション 休止期間

アクアトピア 1/29（水）～ 4/25（金）

マジックランプシアター 4/4（金）～ 4/21（月）

マーメイドラグーンシアター ※3 4/7（月）～

レイジングスピリッツ 5/8（木）～ 5/29（木）

ストームライダー 6/23（月）～ 6/26（木）

キャラバンカルーセル 6/30（月）～ 7/21（月）

ショー 休止期間

アンダー・ザ・シー ※4 4/7（月）～

ビッグバンドビート 5/20（火）～ 5/23（金）

ハピネス・オン・ハイ 5/30（金）

ファンタズミック！ 5/30（金）

ハピネス・オン・ハイ 6/6（金）

※3 「マーメイドラグーンシアター」はリニューアルに伴い、2015年春まで休止いたします。
※4 「アンダー ･ザ･シー」は2014年4月6日をもって公演を終了いたします。
※休止期間は変更になる場合があります。
※アトラクションの運営およびショーの開催は予告なく中止になる場合があります。
※ショップ、レストランは天候、季節により予告なく休止する場合があります。


