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2015年度（2015年4月1日～ 2016年3月31日）
　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

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
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 6,000円 5,000円 4,000円

1デーパスポート（一般） 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。
※ご購入可能枚数は同居のご家族人数分までとなります。
※�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。

※�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。

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。

前売り券：��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
り扱い店舗）

� ※前売り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。
� ※前売り券は、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。

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。
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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

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 045−330−5711

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： https://reserve.tokyodisneyresort.jp/gate/auth/CCCLMKCM01/

プランパスワード：MKCHOTEL15（半角大文字）
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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 045−330−5711
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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（税込）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

お直しコンシェルジュ ビック・ママ
洋服・バッグ・靴・アクセサリー修理・

合鍵作成
1F ザ･コートヤード

フラワーショップ レインボウ 花屋
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
Tabio レッグウェア・靴下関連
THE BODY SHOP 化粧品
てもみん リラクゼーション
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・映画グッズ・

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
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
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
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※ 携帯電話 1F ザ･コートヤード

◆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。
※「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。

＜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
大学生　※1 1,500円
高校生　※1 1,200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

◆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。
※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。

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

「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。

1501L02

東京ディズニーランド

ディズニープリンセス
～ようこそ、リトルプリンセス～
1月13日（火）～3月20日（金）
ディズニープリンセスの魅力にふれることが�

できる、小学生以下の女の子がお楽しみいただける�
プログラムです。あこがれのプリンセスになりきって�
ダンスをしたり、優雅な立ち居ふるまいを学んだり、�
“リトルプリンセス”として楽しいひとときをどうぞ。 1501L041501L03

1501L01



2015年1−3月号

— M7 —

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（木）～6月23日（火）
ディズニーの仲間たちは、今年も“ひみつの�

イースターガーデン”でイースターバニーたち�
と一緒にエッグハントをしたり、ウサギの耳を�
つけてパレードをしたり、とっても楽しんで
いるみたい。今年も東京ディズニーランドの
“ヘンテコ楽しい”イースターで春の訪れを�
お祝いしよう！ミッキーとミニーもコスチューム�
を新調して、みんなと会えるのを楽しみに
しているよ。

� 1501L061501L05



2015年1−3月号

— M8 —

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。

1501S04

1501S03

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！

チケット販売中！
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・祝）、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。

1501S01

1501S02
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東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「ディズニー・イースター」
4月2日（木）～6月23日（火）
この春、はじめてのイースターを迎える東京ディズニーシー。ハー
バーショーでは、自慢のおしゃれに身を包んだディズニーの仲間
たちがスタイリッシュなファッションの祝祭を繰り広げます。美しい
花々やタマゴ、素敵な飾りが付いた帽子（ボンネット）など、東京
ディズニーシーならではの華やかでおしゃれなイースターを楽しみ
ましょう。

1501S06
1501S05

東京ディズニーシー・マーメイドラグーンシアター
新ミュージカルショー

「キング・トリトンのコンサート」
4月24日（金）スタート！
美しい歌声をもつアリエルは、トリトン王が開いた海底王国のコンサートで、�
フランダーやセバスチャンたちといっしょに素晴らしい歌やダイナミックな
パフォーマンスを披露します。ステージや照明を一新し、まるで海底にいるか�
のような空間で、躍動感にあふれるエンターテイメントをお楽しみください。

1501S07
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2015年、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、新規アトラクションの導入や、新しいエンター�
テイメント、スペシャルイベントなどを実施し、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 2015年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 2015年のスケジュール

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6月24日（水）～7月7日（火）

「ディズニー七夕デイズ」

7月9日（木）～

リニューアル｢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｣

7月9日（木）～8月31日（月）

スペシャルイベント

｢ディズニー夏祭り｣

7月9日（木）～8月31日（月）

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3日（金）～2016年3月18日（金）

｢ジャーニー・ウィズ・ダッフィー
 Your Friends Forever｣

6月24日(水)～7月7日(火)

「ディズニー七夕デイズ」

9月8日（火）～11月1日（日）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

11月9日（月）～12月25日（金）

スペシャルイベント

｢クリスマス・ウィッシュ｣

9月8日（火）～11月1日（日）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

2015年夏

新規アトラクション

｢スティッチ・エンカウンター｣

11月9日（月）～12月25日（金）

スペシャルイベント

｢クリスマス・ファンタジー｣

東京ディズニーランド 東京ディズニーシー

4月2日（木）～6月23日（火）

スペシャルイベント

｢ディズニー・イースター｣

詳しくはM7ページへ

1月13日（火）～3月20日（金）

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｣

詳しくはM6ページへ

1月13日（火）～3月20日（金）

｢スウィート・ダッフィー｣

詳しくはM8ページへ

リニューアル 4月24日（金）～

｢マーメイドラグーンシアター｣新ミュージカルショー

｢キング・トリトンのコンサート｣

4月2日（木）～6月23日（火）

スペシャルイベント

｢ディズニー・イースター｣

詳しくはM9ページへ

詳しくはM9ページへ

※写真は香港ディズニーランド・リゾート®のものです。

1501L06
1501L05

1501S06
1501S05

1501S041501S03
1501L02

1501S07

1501L01
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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。シルクハットをかぶったミッキーが
お祝いしている「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」、シルクハットをかぶったミッキーがプレゼントBOXを
も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。
※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。� 1501R02

1501R01
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1501R03

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：2014年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。

1501R04
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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。

1501R07

1501R06

sa
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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贈って、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� 1501R08

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！

1501R05

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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東京ディズニーリゾート 謎解きプログラム「ディズニーの仲間たちの夢を追え！」 
東京ディズニーリゾートの4つの施設で、5つの謎解きプログラムを初めて�
同時開催します。
東京ディズニーリゾートの魅力を活かした本格的な謎解きプログラムの中で、
ゲストは「ディズニーの仲間たちの夢を追え！」を共通のテーマに、それぞれの�
キャラクターの夢の前に立ちはだかる難解な謎解きに挑戦します。

■東京ディズニーランド
◇東京ディズニーランド�謎解きプログラム「ミッキーと魔法使いの試練」
実施概要：閉園後の東京ディズニーランドを貸切営業にて開催�
実 施 日：�1月16日（金）、20日（火）〜23日（金）、26日（月）〜30日（金）の10日間
販売方法：販売代理店にて事前販売
　　　　　（東京ディズニーランド1デーパスポート付きチケット）
※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでのホテル宿泊と組み合わせたプランも、オンライン予約・購入サイト 

にて公開中です。 

■東京ディズニーシー�
◇東京ディズニーシー�謎解きプログラム「ドナルドと宝の地図」�
実施概要：東京ディズニーシーの開園時間中、ロストリバーデルタにて開催
実 施 日：1月13日（火）〜3月20日（金）の67日間�
販売方法：東京ディズニーシーのパーク内飲食店舗にて当日販売�
※別途、東京ディズニーシーのパークチケットが必要となります。 

■ディズニーアンバサダーホテル�
＜宿泊者対象のプログラム＞

◇ディズニーアンバサダーホテル�謎解きプログラム「グーフィーとマックスの秘密の日記」�
実施概要：ホテル滞在期間中に実施する、客室内やホテル館内を利用したプログラム�
実 施 日：1月13日（火）〜3月20日（金）の67日間
販売方法：�ディズニーアンバサダーホテル�フロントカウンターおよび、アンバサダーラウンジなどにて当日販売�
※別途、ディズニーアンバサダーホテルの宿泊予約が必要となります。 
※宿泊料金には含まれていません。
※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでの宿泊と組み合わせたプランは事前販売となります。 

＜宴会場のプログラム＞�
◇ディズニーアンバサダーホテル�謎解きプログラム「ミニーと謎のレシピ」�
実施概要：宴会場にて食事（ランチ、またはディナー）をしながら謎を解くプログラム�
実 施 日：1月16日（金）、17日（土）、23日（金）〜28日（水）、2月3日（火）、4日（水）、6日（金）、7日（土）全23回
販売方法：販売代理店にて事前販売�
※宴会プラン単体での販売となります。（宿泊予約は不要） 

■ディズニーリゾートライン�
◇ディズニーリゾートライン�謎解きプログラム「チップとデールとまぼろしのどんぐり」�
実施概要：�ディズニーリゾートラインの4つの駅をめぐり謎を解くプログラム�
実 施 日：1月13日（火）〜3月20日（金）の67日間�
販売方法：ディズニーリゾートライン各駅にて当日販売（謎解きプログラム付きフリーきっぷ）

※各プログラムの難易度や、チケット販売方法等の詳細につきましては、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。

東京ディズニーリゾート共通情報

� 1501R09
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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 1501R10

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」

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が喜ぶアイテムをご用意するプラン
です。
ディズニーキャラクターのぬいぐるみをはじめ、ディズニーのキャラクターが�
描かれたアイテムにお子さまの笑顔がきっとはじけることでしょう。

2015年3月31日（火）まで
＜スペシャルキッズバースデープラン＞

料金 11,320円
内容 ●オリジナルプレゼントボックス ●ミッキーマウスのぬいぐるみ

●オリジナルフォトアルバム ●シール付きぬり絵おえかきブック
●オリジナルベッドデコレーション（ベッド一台分）●カラーペンセット
●オリジナルバースデーカード

2015年4月1日（水）から
＜スペシャルキッズバースデー＞　
※ご予約の際は、「男の子向け」または「女の子向け」のいずれかをお選びください。

料金 12,000円
内容 男の子向け/女の子向け共通

●オリジナルプレゼントボックス ●オリジナルタオルケット（1枚）
●オリジナルショッピングバッグ ●オリジナルバースデーカード
●シール付きサイン帳

男の子向け 女の子向け
●ミッキーマウスのぬいぐるみ ●ミニーマウスのぬいぐるみ
●アストロブラスターのおもちゃのガン ●キャンディワンド

※プラン内容は変更になる場合があります。
※プランには限りがあります。

【ご予約について】
・ご予約は、オンライン予約・購入サイトにて、ご希望日の3日前20：59まで承ります。
・本商品のご予約は、宿泊ゲストが対象となります。

詳しくは
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）
� 1501R11
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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」
� 1501R12

「ディズニー美女と野獣ルーム」� 1501R13

「ディズニーティンカーベルルーム」� 1501R14

「ディズニーシンデレラルーム」� 1501R15
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ディズニーアンバサダーホテル「スウィート＆テイスティ・デイズ」
2014年12月26日（金）～2015年3月31日（火）
ディズニーアンバサダーホテルのレストラン＆ラウンジでは“スウィート�

な食のひととき”をお楽しみいただける「スウィート＆テイスティ・デイズ」�
を開催します。
ピンクを基調としたかわいらしい彩りのお料理と共に、デザート

ブッフェが付いた“エンパイアランチ”など、恋人や友人同士で楽しむ�
のにぴったりなスペシャルメニューを多数取り揃えています。さらに、
一部のスペシャルメニューには、ディズニーキャラクターが描かれた
オリジナルピンやマグカップなどのグッズがついて、お食事の想い出
としてお持ち帰りいただけます。
※グッズは数に限りがございます。なくなり次第終了します。

■�開催レストラン：カリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」
� 日本料理レストラン「花�Ｈａｎa」
� ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」
� デリカフェ「チックタック・ダイナー」
� カジュアルダイニング「シェフ・ミッキー」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ハート・オブ・ロマンス」
2015年1月5日（月）～3月31日（火）
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、各国のディズニーテーマ�

パークから選りすぐりのシェフとバーテンダーを招き、館内のレストラン＆�
ラウンジとコラボレーションしたスペシャルメニューを提供します。
お料理のテーマは、このシーズンにふさわしい「愛」。心に秘めた想いを�
大切な人に伝えるストーリーを描いたディズニー映画からインスピ
レーションを得たレシピの数々を、コースメニューでご用意します。
■ 開催レストラン：地中海レストラン「オチェーアノ」
� 中国料理レストラン「シルクロードガーデン」
� ロビーラウンジ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」

東京ディズニーランドホテル「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）
東京ディズニーランドホテル内のレストラン＆ラウンジでは「アナとエルサの�
フローズンファンタジー」に連動したスペシャルメニューをご用意します。雪の�
結晶や、物語に登場するキャラクターをイメージしたメニューを取り揃え、スペシャル�
イベントの雰囲気そのままにお食事をお楽しみいただけます。
■�開催レストラン：ブッフェレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」
� ロビーラウンジ「ドリーマーズ・ラウンジ」

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

� 1501R16

� 1501R17

シャーウッドガーデンレストラン
（イメージ）� 1501R18

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・国際電話をご利用の方は　045-330-5711

ディズニーホテルレストラン情報
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宴会プログラムのご案内
東京ディズニーランドホテルの「食」のエンターテイメントプログラム

「ディズニー ･ダイニング･ウィズ･ザ･センス」再演決定！

東京ディズニーランドホテルでは、今夏に好評を博した、ディズニー映画�
『アラジン』の世界観をお楽しみいただけるプログラム「ディズニー･ダイニング･�
ウィズ･ザ･センス」を2015年2月に再演します。�
ゲストの皆さまに目隠しをしながらコース料理を召し上がっていただくこの�
プログラム。研ぎ澄まされた感覚によりイマジネーションをかきたてられた
ゲストは、“マジカルシェフ”の不思議な魔法によって、それぞれが想い描く�
『アラジン』の世界に入り込んだかのような体験をしていただけます。

さらに今回は“学生限定回”が新たに登場。18歳以上の学生の方のみが�
ご参加いただける回です。ソフトドリンクのみのご提供ですので、未成年の
学生の方もご参加いただけます。

「ディズニーホテルの食体験」と「ディズニーのエンターテイメント」が融合した、「食」のエンターテイメント�
プログラムを、どうぞこの機会にお楽しみください。

《ディズニー・ダイニング・ウィズ・ザ・センス　〜ディズニー映画『アラジン』より〜》

■会　　場：東京ディズニーランドホテル　宴会場�「シンデレラドリーム」

■期　　間：2015年2月10日（火）／11：30〜13：30
� 2月12日（木）、19日（木）／19：30〜21：30

� ※19日（木）は学生限定回

■価　　格：1名様13,000円
　　　　　　※学生限定回：１名様12,000円

■内　　容：お料理（コースメニュー）、お飲み物（乾杯用スパークリングワイン／白・赤ワイン、ソフトドリンクの
　　　　　　フリードリンク）、オリジナルグッズ
　　　　　　  ※学生限定回のお飲み物は、ソフトドリンクのフリードリンクのみ

■対　　象：20歳以上のゲスト
　　　　　　  ※学生限定回は、18歳以上の学生限定

■予約方法：ローソンチケット（インターネットまたはローソン・ミニストップ店頭「Loppi」）にて、好評販売中。

■そ�の�他：�「ディズニー ･ダイニング･ウィズ･ザ･センス」を体験された皆さまの生の声を紹介する動画を�
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイトで公開しております。

詳細は、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。

� 1501R19
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オフィシャルホテル情報

「ディズニープリンセス～ようこそ、リトルプリンセス～」連動宿泊プラン＆料飲プランのお知らせ
東京ディズニーランドの期間限定プログラム「ディズニープリンセス〜ようこそ、リトルプリンセス〜」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＆料飲プランを実施。
期間中、当該宿泊プランをご利用の方には、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定の「オリジナル・
ポーチ」を、また料飲プランご利用の方には、限定の「オリジナル・デザインプレート」をそれぞれプレゼント！

＜実施期間＞　2015年1月13日（火）〜3月20日（金）

ホテルにより実施期間、プレゼント方法が異なりますので、詳しくは各ホテルまでお問い合わせください。

http://www.officialhotel.jp/princess2015/URL

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定「ディズニープリンセス」ポーチ＆デザインプレート

■オリジナル・ポーチ（イメージ）
� 1501R20

■オリジナル・デザインプレート
（イメージ）� 1501R21
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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

ダッフィーバスふわふわ体験付き2DAYS
東京ディズニーシーで人気のダッフィーをイメージして作られたダッフィーバスを楽しめる1泊2日の�

プランです。外装はもちろん、内装もふわふわのバスを乗車体験できるほか、ホテルミラコスタでは、この�
プラン限定のダッフィーのスペシャルメニューをお召し上がりいただけるなど、ダッフィーの世界観をたっぷり�
お楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさんとなっています。
※バスは走行いたしません。

＜おすすめポイント＞
●2デーパスポート・スペシャル
●ファストパス・チケット（時間指定なし）2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
●ダッフィーバス�乗車体験
●乗車体験記念フォト
●ダッフィーバスオリジナル記念ピン
●スウィート・ダッフィー「ハンドクラフトグッズ」
●ダッフィースペシャルディナー
※夕食場所：ホテルミラコスタ「オチェーアノ」「シルクロードガーデン」
　　　　　　「ベッラヴィスタ・ラウンジ」からの選択
※ 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。

＜宿泊ホテル＞
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

＜設定期間＞
2015年1月13日（火）〜3月20日（金）
※1月16日、2月6日、13日は除外
※料金は宿泊日、宿泊人数によって異なります。
※ 料金は東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて 

ご確認ください。

ダッフィーバス外観写真� 1501R22

ダッフィーバス車内写真� 1501R23

ダッフィースペシャルメニュー� 1501R24
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【バレンタイン・ナイト2015】スペシャルショーとディナーを楽しむ2DAYS
東京ディズニーシーが贈るスペシャルプログラム「バレンタイン・ナイト2015」をめいっぱい楽しむ1泊2日の�
プランです。東京ディズニーシー・ブロードウェイ・ミュージックシアターでの毎年人気の「バレンタイン・�
ナイト2015」の鑑賞や5つのレストランから選べるスペシャルディナーなどが付いたバレンタインにぴったり�
の心温まるプランです。

＜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
●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
●ショー鑑賞券　2枚
　・「バレンタイン・ナイト2015」
　・2つのパークの8つのショーから1つ選択
●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
●食事　朝食1回夕食1回
※ 夕食場所：「マゼランズ」「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」
　「オチェーアノ」「ベッラヴィスタ・ラウンジ」「シルクロードガーデン」
　からの選択

＜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＞
2015年1月23日（金）〜25日（日）．30日（金）〜31日（土）
2月1日（日）、4日（水）〜5日（木）、7日（土）〜9日（月）、11日（水・祝）、
13日（金）〜17日（火）
※料金は宿泊日、宿泊人数によって異なります。
※料金は東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトをご確認
　ください。

　
バケーションパッケージ2015年4月〜6月のスペシャルプランは、2015年1月下旬発売予定です！

詳しくはこちら

http://reserve.tokyodisneyresort.jp/top/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

「バレンタイン・ナイト2015」
スペシャルディナー（ベッラヴィスタ・ラウンジ）
� 1501R25

「バレンタインナイト2015」メインショー
� 1501R26
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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。

1501R27
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2005年度にスタートした「ディズニーアカデミー　企業・団体向け�
プログラム」は2015年4月より、受講者の皆様からのお声を元にさらに�
ブラッシュアップした内容へとリニューアルいたします。

≪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

リニューアルスタート：2015年4月1日～
※ご予約は６ヶ月前からとなります。

～顧客視点の充実～
「東京ディズニーリゾート・ゲストサービススタイル」【150分】
（旧）「ディズニー・ゲストサービス・フィロソフィー」（120分）
テーマパークの「おもてなし」の考え方を紹介するプログラムです。ゲストに「また来たい」と感じていただく為、大切に�

している要素を、�実際のパーク事例を紹介することで、顧客視点の充実、サービスの実践に結び付くコツを伝えます。
【リニューアルポイント】個人ワークやディスカッションの時間を追加しました。

～人材育成のヒント～
「東京ディズニーリゾート・キャストトレーニングスタイル」 【180分】
（旧）「トレーニング・ディズニーウェイ」（180分）
東京ディズニーリゾートのキャスト教育でポイントとしている「企業理念の浸透方法」や「モチベーションを高める�

育成術」を紹介するプログラムです。様々なパーク事例の紹介から、�リーダーとしての意識変革をはかります。
【リニューアルポイント】実践的なヒントとなるよう、トレーニングの様子を映像化しました。

※セミナー会場は東京ディズニーリゾート内各ディズニーホテル宴会場での開催となります。
※プログラムの内容については、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでも紹介しております。是非 
　ご参照ください。

http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/seminar/ディズニーアカデミー 検 索

� 1501R28

� 1501R29

◇当プログラムに関するお問い合わせ◇
2015年1月14日（水）まで　
株式会社オリエンタルランド　セミナー事務局
TEL：047-381-3896
受付：9時30分〜12時、13時30分〜17時（土日、祝日を除く）

2015年1月15日（木）より
東京ディズニーリゾート団体プログラム受付窓口
TEL：0570-55-0468
受付：10時〜12時、13時〜17時（土日、祝日を除く）

ディズニーアカデミー
　～企業・団体向け研修プログラムリニューアルのご案内～
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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 2014/5/29（木）～
イッツ・ア・スモールワールド 1/5（月）～ 1/13（火）
スプラッシュ・マウンテン 1/5（月）～ 3/5（木）
ホーンテッドマンション 1/5（月）～ 3/29（日）
ガジェットのゴーコースター 1/14（水）～ 2/3（火）
ドナルドのボート 1/14（水）～ 2/3（火）
チップとデールのツリーハウス 1/14（水）～ 2/6（金）
魅惑のチキルーム：スティッチ・プレゼンツ ”アロハ・エ・コモ・マイ！” 2/4（水）～ 2/13（金）
ミニーの家 2/18（水）～ 3/19（木）
ミッキーのフィルハーマジック 3/6（金）～ 3/12（木）

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” 1/5（月）～ 2/27（金）
ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス 1/5（月）～ 2/27（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/5（月）～ 1/9（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/12（月）～ 1/16（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/19（月）～ 1/23（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/26（月）～ 1/30（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/2（月）～ 2/6（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/9（月）～ 2/10（火）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/12（木）～ 2/13（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/16（月）～ 2/20（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/23（月）～ 2/27（金）

レストラン 休止期間
フレッシュフルーツオアシス 1/5（月）～ 2/28（土）
クリスタルパレス・レストラン 1/6（火）～ 1/20（火）
キャンティーン 1/13（火）～ 2/6（金）
パン・ギャラクティック・ピザ・ポート 1/13（火）～ 1/22（木）
クイーン・オブ・ハートのバンケットホール 2/1（日）～ 3/20（金）
グレートアメリカン・ワッフルカンパニー 2/1（日）～ 2/28（土）
※1  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、15:30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 2014/4/7（月）～2015/4/23（木）
インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮 1/5（月）～ 1/16（金）
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ 1/5（月）～ 2/19（木）
ブローフィッシュ・バルーンレース 1/5（月）～ 3/27（金）
センター・オブ・ジ・アース 1/18（日）～ 3/13（金）
シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 1/19（月）～ 2/6（金）
アクアトピア 2/20（金）～ 2/26（木）

ショー 休止期間
ファンタズミック！ 1/6（火）～ 1/15（木）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/7（水）～ 1/9（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/12（月）～ 1/16（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/19（月）～ 1/22（木）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 1/26（月）～ 1/29（木）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/2（月）～ 2/3（火）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/6（金）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/10（火）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/12（木）
ハピネス・オン・ハイ（花火） 2/18（水）～ 2/20（金）

レストラン 休止期間
S.S.コロンビア・ダイニングルーム 2/25（水）
S.S.コロンビア・ダイニングルーム 3/1（日）
ハイタイド・トリート 3/2（月）～ 3/16（月）
※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。


