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2015年度マジックキングダムクラブメンバー　ホテル宿泊特典について
2015年度（2015年4月1日（水）～2016年3月31日（木））メンバー向けホテル宿泊特典が決定しましたので
お知らせいたします。

ディズニーホテル ※ 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

2015年4月1日（水）～ 6月30日（火）
2015年9月1日（火）～
2016年2月29日（月）

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）

2015年4月1日（水）～ 6月30日（火）
2016年1月4日（月）～ 2月29日（月）

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

【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・レセプションにご提示ください。
・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にて承ります。（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（ディズニーホテルのみ）
URL： http://www.disneyhotels.jp/manage/plan/mkc/

プランパスワード：mkchotel15
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東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

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

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東京ベイ
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（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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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

リニューアルオープン！
東京ディズニーランド・アトラクション

「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」
陽気な船長のおしゃべりを楽しみながら、冒険と驚きでいっぱい
のジャングルを探険する人気アトラクションが、オープン以来初めて	
リニューアル！探検の途中で驚くような出来事と遭遇したり、神秘的な	
ナイトクルーズを楽しんだり…いちだんと魅力的に生まれ変わった	
スリリングなジャングル探険へ出発しよう！ � 1411L02

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「アナとエルサのフローズンファンタジー」
2015年1月13日（火）～3月20日（金）
大人気のディズニー映画『アナと雪の女王』の世界がパークで体験できる！
アナとの絆を取り戻したエルサはパークに特別な魔法をかけ、雪と氷の美しい	
世界を作り出します。まるで映画のシーンに入り込んだような、ファンタジーに	
あふれる世界が待っています。

実施期間中は、ナイトエンターテイメント「ワンス・アポン・ア・タイム」の
公演内容の一部を、『アナと雪の女王』をイメージした新たなシーンに変更した	
特別バージョンで公演。また、日中は映画の主題歌「Let	it	go」が流れる
中、アナとエルサが初登場し、パレードルートをグリーティングしていきます。	
さらに、スペシャルメニューや約25種類のスペシャルグッズを展開するほか、映
画の世界をイメージした雪と氷の結晶などをモチーフにしたデコレーションが	
施されるなど、東京ディズニーランドは『アナと雪の女王』の世界に包まれます。 1411L01
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東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「クリスマス・ファンタジー」
11月7日（金）～12月25日（木）
今年も“ディズニー・サンタヴィレッジ”では、	

ディズニーの仲間たちとエルフたちがクリスマスの	
準備に大忙し。ファンタジックなクリスマスの	
世界が広がるパークで、幸せなひとときを	
お楽しみください。

1411L041411L03

東京ディズニーランド・スペシャルプログラム

「ホーンテッドマンション “ホリデーナイトメアー”」
9月8日（月）～2015年1月4日（日）
映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公ジャック・	
スケリントンが、今年も「ホーンテッドマンション」を妖しく飾りつけちゃった！	
期間限定スペシャルバージョン。

1411L05

東京ディズニーランド・スペシャルプログラム

「イッツ・ア・スモールワールド “ベリーメリーホリデー”」
11月7日（金）～2015年1月4日（日）
ウィンターホリデーを過ごす世界中の子供たちの様子がかわいらしい、
期間限定スペシャルバージョン。建物全体も美しい雪の結晶に包まれ、	
ロマンティックに衣替え。

1411L06



2014年11−12月号

— M6 —

東京ディズニーシー情報

「スウィート・ダッフィー」
2015年1月13日（火）～3月20日（金）
ダッフィーとシェリーメイは今年もカップケーキ作りのお手伝い

に大忙し。海の向こうのメディテレーニアンハーバーに住む新しい	
お友だちのジェラトーニもカップケーキに大よろこび。パティシエ風の	
コスチュームを着たダッフィーたちとふれあったり、かわいいカップ	
ケーキを味わったり、楽しいひとときを過ごしてね。

1411S04

1411S03

東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「クリスマス・ウィッシュ」
11月7日（金）～12月25日（木）
ディズニーの仲間たちの願いがこめられた	

ツリーやオブジェ、煌めくイルミネーション、夜には	
水上に大きなクリスマスツリーが光り輝いて…。	
今年のクリスマス、あなたはどんな願いを	
かけますか。

1411S06

1411S05

東京ディズニーシーが贈る、夢のバレンタイン･ナイト。
スペシャルショーが、ついに感動のフィナーレ！

12月上旬、チケット先行販売スタート！
オーケストラの生演奏をバックにディズニーの仲間たちが“夢がかなう	

瞬間”を綴る「バレンタイン・ナイト」限定のスペシャルショー。今回の公演を	
最後にリニューアルされます。心温まる感動のステージ、中でもミッキーと
ミニーがゲストの皆さんのメッセージを紹介するシーンは、美しい演奏と	
ともに皆さんの胸に永遠に刻まれるでしょう。ご家族や友人、大切なあの人と、
バレンタインの魔法に包まれたパークで特別な時間を過ごしてみませんか。

■	開催日：	2015年1月23日（金）、24日（土）、25日（日）、30日（金）、
31日（土）、2月1日（日）、4日（水）、5日(木)、7日（土）、	
8日（日）、9日（月）、11日（水）、13日（金）、14日（土）、
15日（日）、16日（月）、17日（火）

■	価　格：スペシャルショー鑑賞券（座席指定）付き
　	　　　　バレンタイン・ナイト2015パスポート（大・中・小人均一料金）
　	　　　　8,800円（1F）	7,800円（2F）

※東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。
※パークでのチケット販売はありません。

チケットの販売場所など、詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャル	
ウェブサイトをご覧ください。

1411S01

1411S02
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東京ディズニーリゾート ２パーク共通情報

利用期間：2015年1月6日（火）～3月20日（金）

大学・大学院生・短大・専門学生（18歳以上）	 5,800円（通常料金 6,400円）

中高生（12 〜 17歳） 4,900円（通常料金 5,500円）

販売開始日：12月6日（土）

※期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」を1日楽しめるチケットです。
※ご購入時に「入園されるご本人の学生証」をご提示ください。
※ご入園時に「入園されるご本人の学生証」を提示していただくことがあります。
※入園制限時にはご利用になれない場合があります。

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、JR主要駅（舞浜駅を除く）、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。
滞在して楽しむなら、いつでも自由に2つのパークを行き来できる「キャンパス2デーパスポート（大人11,600円）」。	
※	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、東京ディズニーリゾート・パートナー
ホテル宿泊者限定。（3月19日（木）まで販売　※入園は3月20日（金）まで）

春のキャンパスデーパスポート
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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。� 1411R02

1411R01
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1411R03

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。

1411R04
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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。
また、ギフトパスポートオリジナル画像で
はありません。

1411R07

1411R06
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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。

●サンキューカード� 1411R08

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！

1411R05

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。

www.otomari.jp/詳しくは 1411R09

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

ディズニーアンバサダーホテル

「スペシャルキッズバースデープラン」
～2015年3月31日（火）まで
お子さまの誕生日を祝う宿泊のオプションプラン「スペシャルキッズバースデープラン」は、あらかじめ客室に	

お子さま向けのプレゼントボックスとベッドデコレーションをご用意するプランです。
オリジナルのアイテムには、ミッキーマウスと仲間たちが誕生日を祝福する、黄色を基調としたかわいらしい	

デザインが描かれています。客室に入り、いち早く見つけたお子さまは、ワクワクしてプレゼントボックスを手に	
取ることでしょう。

【プラン内容】
価格　11,320	円
●オリジナルプレゼントボックス一式
　オリジナルフォトアルバム
　ミッキーマウスのぬいぐるみ
　シール付きぬり絵おえかきブック
　カラーペンセット
●オリジナルベッドデコレーション（ベッド一台分）
●オリジナルバースデーカード
　※プラン内容は変更となる場合がございます。

【ご予約について】
・ご希望日の3日前24：00までにオンラインにてご予約ください。
・ご宿泊日のみご予約可能です。

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

スペシャルキッズバースデープラン（イメージ）
� 1411R10

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。
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東京ディズニーランド®ホテルに
ディズニー映画の世界観が広がるファンタジーあふれる客室が登場します！

2015年2月より、東京ディズニーランドホテルの「キャラクター」カテゴリーに新しい客室が登場します。
新たな客室は４タイプあり、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』、『美女と野獣』、『ティンカー・ベル』の世
界観が広がる客室は2015年2月14日（土）から、『シンデレラ』をテーマとした客室は2015年3月18日（水）からご
利用いただけます。

■2015年2月14日（土）から
「ディズニーふしぎの国のアリスルーム」
ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』の世界観が広がる客室です。

家具や内装は、映画でおなじみのハートの女王やトランプの兵隊、白
ウサギやチシャ猫などをモチーフにデザインされ、アリスが迷い込ん
だ“ふしぎの国”のような雰囲気をお楽しみいただけます。
1室1泊　45,200円～（定員	大人3～4名）

「ディズニー美女と野獣ルーム」
ディズニー映画『美女と野獣』をテーマにした客室です。好奇心旺盛で	
読書が大好きなベルが野獣のお城で目にしたたくさんの本に感激する
シーンや、お城のボールルームでのダンスシーンなど、映画の印象的
な場面やお城の仲間たちがデザインに取り入れられています。
1室1泊　52,400円～（定員	大人2～4名）

「ディズニーティンカーベルルーム」
ディズニー映画『ティンカー・ベル』の世界観をお楽しみいただける	

客室です。ティンカーベルと妖精の仲間たちが暮らす“ピクシー・	
ホロウ”をモチーフに、大きな花や植物などが内装に取り入れられ、
ティンカーベルのように小さな妖精になった気分を味わえます。
1室1泊　45,200円～（定員	大人3～4名）

■2015年3月18日（水）から
「ディズニーシンデレラルーム」
ディズニー映画『シンデレラ』の雰囲気をお楽しみいただける客室で
す。ブルーが印象的な気品あふれる室内は、プリンス・チャーミングが	
待つお城の舞踏会に登場するシンデレラのドレスを思い起こさせます。	
お城に招かれたような優雅なひとときをお過ごしいただけます。
1室1泊　59,600円～（定員	大人3名）

※価格は日によって異なります。
※ 上記客室の新設に伴い、既存の「ディズニーふしぎの国のアリスルーム」、「ディズニーピーターパンルーム」、「ディズ

ニー白雪姫ルーム」、「ディズニーシンデレラルーム」は、2015年2月15日（日）の宿泊分にて販売を終了いたします。
※画像はイメージです。

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

「ディズニーふしぎの国のアリスルーム」
� 1411R11

「ディズニー美女と野獣ルーム」� 1411R12

「ディズニーティンカーベルルーム」� 1411R13

「ディズニーシンデレラルーム」� 1411R14
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ディズニーホテルのクリスマス
2014年11月7日（金）～12月25日（木）
3つのディズニーホテルでは、クリスマスならではのスペシャルメニューや、この時期だけの「クリスマス」

デコレーションの客室をご用意しています。大切な人やご家族と一緒にロマンティックな光り輝く時間を	
お過ごしください。

「クリスマス」デコレーションの客室
ディズニーアンバサダーホテルの一部の客室では、ミッキーマウスや

ミニーマウスをモチーフにしたスノーマンが描かれたベッドスプレッド※

を施し、ホテルの滞在をより一層想い出深いものにします。
※ベッド全体を覆うカバーです。

■	期　　間：2014年11月7日（金）～12月25日（木）チェックインまで
■	対象客室：スタンダードフロア	デラックスルーム	18室
■	価　　格：1室1泊	54,600円～66,900円（1室大人3名まで）
※価格は日によって異なります。

レストランのクリスマス
ディズニーホテルのレストランではイベント期間より一足早い11月1日（土）から、ディズニーの仲間たち

やクリスマスギフトのモチーフなどによって鮮やかに彩られたスペシャルメニューを提供します。

■ディズニーアンバサダーホテル
「エンパイア・グリル」（カリフォルニア料理）と「花	Hana」（日本料理）のスペシャルメニューには、	
お菓子で表現されたディズニーの仲間たちをモチーフにしたオリジナルピン※1が、「ハイピリオン・ラウンジ」	
（ロビーラウンジ）のデザートセットには、ミッキーマウスがモチーフのオリジナルクッキースタンプ※2が	
付いています。

　※1･･･12月19日（金）までの期間限定となります。数量限定です。なくなり次第終了します。
　※2･･･12月25日（木）までの期間限定となります。数量限定です。なくなり次第終了します。

■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
各レストランでは、東京ディズニーシーのスペシャルイベント「クリスマス・ウィッシュ」の世界観をイメージ	

したスペシャルメニューをお楽しみいただけます。各レストランのコースメニューには、クリスマスの	
コスチュームに身を包んだディズニーの仲間たちが描かれたオリジナルのコルクトレイ※が付いています。

　※数量限定です。なくなり次第終了します。12月20日（土）〜12月25日（木）のディナーコースは除きます。

■東京ディズニーランドホテル
東京ディズニーランドのスペシャルイベント「クリスマス・ファンタジー」と連動し、“クリスマスギフト”

をテーマに見た目にも楽しいディズニーサンタヴィレッジの世界観を表現したスペシャルメニューをご用意
します。

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

客室のご予約は…

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・国際電話の方は　045-683-3333

「クリスマス」デコレーションの客室（イメージ）
� 1411R15

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・国際電話の方は　045-683-3333
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宴会プログラムのご案内
ディズニーホテルで過ごす、特別なクリスマス

「クリスマスパーティープラン」

職場での忘年会など、一年の締めくくりに大切な方々とお過ごしいただける「クリスマスパーティープラン」。	
3つのディズニーホテルそれぞれの個性あふれるメニューとフリードリンクがセットになった期間限定のプランを	
ご用意いたしました。

プランをご利用の方には、オリジナルグッズ（卓上カレンダー）をプレゼントいたします。
　※数量限定となります。

■会　場
ディズニーアンバサダーホテル
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
東京ディズニーランドホテル	の宴会場

■期　間
2014年11月7日（金）～12月25日（木）

■価　格
プランＡ　1名様	15,450円
【コース料理8品】	お食事前のお楽しみ、前菜（2品）、スープ、魚料理、肉料理、	

	デザート、特製ケーキ

プランＢ　1名様	12,900円
【コース料理7品】	お食事前のお楽しみ、前菜、スープ、魚料理、肉料理、	

	デザート、ケーキ

プランＣ　1名様	10,850円
【コース料理5品】前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザート

■時　間
プランＡ　　　2時間30分（9：00～22：00内）
プランＢ、Ｃ　2時間（9：00～22：00内）

■内　容
お料理、お飲物（ソフトドリンク＋アルコール2種と乾杯用スパークリング
ワインまたはアルコール3種のフリードリンク）、会場費、基本音響照明費、
クリスマスアレンジの装花
※ アルコールはビール、ワイン（白・赤）、ウイスキー、日本酒、焼酎（麦）の中から

お選びいただけます。
※コースは10名様より、ブッフェは30名様より承ります（お子様料理の方は含まれません）。

詳しくはディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト	宴会・パーティーのご案内ページをご覧ください。

ご予約・お問い合わせは…

 ディズニーアンバサダーホテル 宴会課 047−305−2654
 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 宴会課 047−305−2754
 東京ディズニーランドホテル 宴会課 047−305−2854

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/

年末年始を除く全日
9：00～19：00

コースメニュー（イメージ）
� 1411R16

オリジナルグッズ（イメージ）
� 1411R17
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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

東京ディズニーシーでクリスマス限定バージョンのショーを楽しむ2DAYS
パークが１年でいちばん輝くクリスマスシーズン。レギュラーショーも華やかなクリスマスバージョンに。	

このプランでは、初日に東京ディズニーシーで人気の２つのショーからお好きなショーを選んで特別鑑賞席から	
お楽しみいただけます。

＜おすすめポイント＞
●2デーパスポート・スペシャル
●	ショー鑑賞券　1枚
・	 	「テーブル・イズ・ウェイティング-クリスマスキュイジーヌ」、または	
「ビッグバンドビート～クリスマス・スペシャル」より一つ	
選択（東京ディズニーシー）

●	食事　朝食1回、昼食1回
※ 昼食場所：東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」、「ユカタン・ベース 

キャンプ・グリル」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」、「ザンビーニ・ 
ブラザーズ・リストランテ」より１つ選択。（1日目）

●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・チケットは、「トイ・ストーリー・マニア！」ではご利用いただけません。

●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、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル、
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル

＜設定期間＞
11月7日（金）～12月25日（木）

＜料金（大人お1人様）＞
33,400円～78,500円

「テーブル・イズ・ウェイティング-クリスマス
キュイジーヌ」� 1411R18
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２つのパークで「ディズニー・クリスマス」を楽しむ2DAYS
東京ディズニーランド「クリスマス・ファンタジー」と東京ディズニーシー「クリスマス・ウィッシュ」の	

エンターテイメントを両方とも楽しめる1泊2日のプランです。初日には東京ディズニーランドでクリスマス	
パレードを特別鑑賞席から、2日目には東京ディズニーシーでディズニーの仲間たちがごあいさつにやってくる	
新しいショーを特別鑑賞エリアからお楽しみください。

＜おすすめポイント＞
●2デーマジックパスポート・スペシャル
●	ショー鑑賞券　2枚
・	「ディズニー・サンタヴィレッジ・パレード」（東京ディズニーランド）
・「カラフルホリデーグリーティング」（東京ディズニーシー）
●	食事　朝食1回、昼食1回
※ 昼食場所：「チャイナボイジャー」「グランマ・サラのキッチン」「トゥモロー

ランド・テラス」より１つ選択（1日目） 

●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、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

＜設定期間＞
11月8日（土）～12月24日（水）

＜料金（大人お1人様）＞
41,200円～78,700円

バケーションパッケージ1月～3月のスペシャルプランは、11月中旬発売予定です！

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

「ディズニー・サンタヴィレッジ・パレード」
（東京ディズニーランド）� 1411R19

「カラフルホリデーグリーティング」
（東京ディズニーシー）� 1411R20
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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.jpURL

※ 「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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≪基本コンセプト≫
「ディズニーアカデミー」は、一般的なスキルを提供するだけのセミナー研修や	
カルチャースクールとは違い、ディズニーブランドを最大限に活かし楽しみ	
ながら学び、ディズニーの世界観を体験しながら、頭で考えるだけでなく心や
身体で感じる事のできるプログラムを提供しています。
テーマパーク事業で培ってきた「ホスピタリティマインド（おもてなしの心）」、

「人材育成」のノウハウをもとに、ディズニー独自の考え方を紹介し、ビジネス	
等に役立てていただくことを目的としています。
●会　　　場：ディズニーのおもてなしの心がちりばめられたディズニーホテル宴会場をご用意。
●予　　　約：受講希望日の6ヶ月前からお申し込みいただけます。
●人数、料金：下記窓口までお問い合わせいただくか、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

研修プログラムのご案内

～ディズニーテーマパークの行動規準にホスピタリティの心を学ぶ～

　『ディズニー・ゲストサービス・フィロソフィー』
ディズニーテーマパークのビジネスを支え続ける「ホスピタリティマインド（おもてなしの心）」の考え方をご紹介し、顧客
満足を生むためのメソッドをお伝えします。

［当日の流れ］
10：00～12：00　レクチャー　（2時間）　※スタート時間の変更は、ご相談を承ります。

12：00～　パーク体験

～ディズニーテーマパークにおける人材育成術を学ぶ～

　『トレーニング・ディズニーウェイ』
現役のディズニートレーナーが、新人キャスト（従業員）などを育成する際の「スキル」や「マインド」をご紹介します。	
現場において、部下や後輩の育成指導に携わる方におすすめのプログラムです。

［当日の流れ］
9：30～12：30　レクチャー　（3時間）　※スタート時間の変更は、ご相談を承ります。
12：30～　パーク体験

　上記2つのプログラムは、2015年3月末日までの実施となります。

☆オプションのご案内
　オンステージ・ウォークスルー
レクチャー後のパーク体験にインストラクターが同行し、レクチャー内容を踏まえながら、どのように具現化されて
いるかをご紹介します。どちらのプログラムにもオプション（有料）として追加できます。

■企業・団体向けプログラム　リニューアルのお知らせ（2015年度4月〜）
上記プログラムが2015年度4月より、リニューアル致します。詳しくは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブ	

サイト内“ディズニーアカデミー”ページをご覧ください。
http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/seminar/index.html/

◇当プログラムに関するお問い合わせ◇
株式会社オリエンタルランド　セミナー事務局
TEL：047-381-3896　開設時間：9：30～12：00、13：30～17：00　（土・日、祝日除く）

ディズニーアカデミーについての詳細は『ディズニーアカデミー』で検索
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ディズニーアカデミー
　～企業・団体様向け研修プログラムのご案内～
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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

シンデレラのフェアリーテイル・ホール ※1 5/29（木）～

ビッグサンダー・マウンテン 9/24（水）～ 12/19（金）

イッツ・ア・スモールワールド 10/3（金）～ 11/6（木）

ピノキオの冒険旅行 11/25（火）～ 12/17（水）

カントリーベア・シアター 12/28（日）

パレード・ショー 休止期間

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” 12/5（金）

ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス 12/5（金）

スターブライト・クリスマス（花火） 12/5（金）

ハピネス・オン・ハイ（花火） 12/31（水）

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 12/31（水）

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” 12/31（水）

ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス 12/31（水）

※1  「シンデレラのフェアリーテイル・ホール」は、キャッスルプロジェクション「ワンス・アポン・ア・タイム」実施のため、 
18：30頃クローズいたします。なお混雑状況等によりご案内を早めに終了する場合があります。

東京ディズニーシー
アトラクション 休止期間

マーメイドラグーンシアター ※2 4/7（月）～

ショー 休止期間

スターブライト・クリスマス（花火） 11/28（金）

ビッグバンドビート 11/4（火）～ 11/6（木）

ビッグバンドビート 12/26（金）～ 12/27（土）

ハピネス・オン・ハイ（花火） 12/31（水）

※2 「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。
※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。


