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2015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

2015年4月1日の「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」チケット料金改訂に伴い、マジックキングダム�
クラブパスポートの料金も改訂いたします。
・4月1日以降の販売料金になります。
・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。
・4月１日以降に、日付変更や券種変更を行った場合は、改訂前料金と改定料金との差額が必要となります。
※別途、変更手数料が必要となります。
適用例
【ケース1】�3月31日に、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→改訂前料金
【ケース2】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】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

改訂前料金
（2015年3月31日まで）

改定料金
（2015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

6,000円 5,000円 4,000円 6,500円 5,600円 4,200円

1デーパスポート（一般） 6,400円 5,500円 4,200円 6,900円 6,000円 4,500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。
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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 ※2 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）※3 900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��高校生は通常料金の学割で1,200円となり、マジックキングダムクラブの特別料金はありません。
※3��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

「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
しんでいるよ。みんなも東京ディズニーラン
ドの“ヘンテコ楽しい”ディズニー・イース
ターで盛り上がろう！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。

� 1504L021504L01

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9日（木）～8月31日（月）
ディズニーの仲間たちが日本の祭りをモチーフに�
エネルギッシュに繰り広げる、ディズニー流の“夏祭り”。
シンデレラ城前のプラザは提灯が飾られ、お祭り気分で�
いっぱい！ディズニーの仲間たちも粋な群舞で熱く盛り�
上げるよ。水しぶきを浴びながら、いっしょに踊って
暑さを吹き飛ばそう！� � 1504L041504L03
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東京ディズニーランド・ナイトパレード

「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）～
光と音楽に包まれてディズニーの仲間たちが輝くナイトパレードが、�
4年ぶりに一部リニューアル。ラプンツェルの黄金の髪が光り輝く、�
ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のフロートが登場し、�
いっそう鮮やかに夜のパークを彩ります。

東京ディズニーランド・ニューアトラクション

「スティッチ・エンカウンター」
7月17日（金）オープン
ディズニー映画『リロ＆スティッチ』をテーマにしたシアタータイプの�
アトラクションがトゥモローランドにオープン！いたずら好きのスティッチと、�
ユーモアたっぷりのおしゃべりを楽しんでね。

写真は香港ディズニーランド・リゾート®
のものです。� 1504L06

ⒸDISNEY/PIXAR�� 1504L05
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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

「ディズニー・イースター」
4月2日（木）～6月23日（火）
この春、はじめてのディズニー・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ディズニー・
イースターを楽しんでね。

1504S02
1504S01

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」
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、音楽にあふれるエンターテイメントをお楽しみください。

1504S03

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9日（木）～8月31日（月）
陽気なラテンミュージックと盛りだくさんの
フルーツがはじける“真夏のフェスティバル”。�
メディテレーニアンハーバーは、ビビッドで
ジューシーな南国ムード一色に！ミニーが主役の�
カーニバルで水しぶきを浴びながら踊ったり、�
ロストリバーデルタでフルーツの大豊作をお祝い�
したり、東京ディズニーシーならではの夏の�
お祭りを元気いっぱいに楽しもう！

1404S05

1404S04

4/24

スタート！
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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

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

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｣

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｣

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M6ページへ

詳しくはM6ページへ

詳しくはM7ページへ

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｣

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｣

詳しくはM8ページへ

詳しくはM8ページへ

7月17日（金）オープン

ニューアトラクション

｢スティッチ・エンカウンター｣

※写真は香港ディズニーランド・リゾート®のものです。
詳しくはM7ページへ

1504L02
1504L01

1504S021504S01

1504S03

1504L03
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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。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） 9,200円
中人（中学・高校生／ 12〜17歳） 8,300円
小人（幼児・小学生／ 4〜11歳） 6,800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4月1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。� 1504R02

1504R01
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1504R03

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：2015年4月1日（水）〜2016年3月31日（木）

65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� 11,800円（通常大人料金�12,400円）
シニア3デーマジックパスポート� 15,800円（通常大人料金�16,600円）
シニア4デーマジックパスポート� 19,800円（通常大人料金�20,800円）

※2015年4月1日からの料金・内容となります。

※2015年4月1日より「シニア」年齢区分を60歳から65歳に変更いたします。

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書類」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。

65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。

1504R04
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東京ディズニーリゾート共通情報

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 1504R05

ディズニーホテル情報

2015年4月1日（水）から
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」
お子さまの誕生日を祝う宿泊のオプション「スペシャルキッズバースデー」

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。
2015年4月からは「男の子向け」「女の子向け」が選べる新たなアイテムに�

リニューアルされます。
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。
＜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

【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（イメージ）
� 1504R06
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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した！

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した。
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』、『シンデレラ』の世界観をテーマ
とした個性あふれる４タイプの客室をご用意しています。

■「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。

価格�45,200円〜75,000円

■「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。

価格�52,400円〜84,300円

■「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。

価格�45,200円〜75,000円

■「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。

価格�59,600円〜97,600円

※2015年4月1日からの価格となります。
※価格は日によって異なります。
※画像はイメージです。

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

「ディズニーふしぎの国のアリスルーム」
� 1504R07

「ディズニー美女と野獣ルーム」� 1504R08

「ディズニーティンカーベルルーム」� 1504R09

「ディズニーシンデレラルーム」� 1504R10
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東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®に
ミッキーと仲間たちの航海をテーマにした新しい客室が誕生します！

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、ミッキーと仲間たちの航海をテーマにした客室を新設する
ほか、既存の客室にも東京ディズニーシーとの調和や冒険の余韻を楽しめる要素を加え、2015年6月8日（月）
より順次リニューアルオープンいたします。

「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」「カピターノ・ミッキー・トリプルルーム」
イタリア語で“船長”や“隊長”を意味する“カピターノ”と名付けられた�

この客室は、ミッキーと仲間たちの航海をテーマにしています。壁にはガリ
オン船での航海の様子が、天井には夜空を彩る星座が、それぞれディズニー
の仲間たちと共に描かれています。
この客室では、まるで航海の寄港地のように、パークでの冒険を振り

かえり、新たな発見への思いを馳せることができます。
価格�46,000円〜76,900円

※ 「トスカーナ・サイド」の客室は、全て「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」 
「カピターノ・ミッキー・トリプルルーム」に変更となります。

※ リニューアルに伴い、既存の「トスカーナ・サイド・スーペリアルーム」「トスカーナ・ 
サイド・トリプルルーム」は、2016年2月7日（日）の宿泊分にて販売を終了いた
します。

「ヴェネツィア・サイド」「ポルト・パラディーゾ・サイド」の客室
窓から望む東京ディズニーシーの眺望と調和した新たな内装にリニュー�

アルし、パークとの一体感がさらに深まります。

※ 今回のリニューアルでは「イル・マニーフィコ・スイート」を除く501室が新たな 
客室として生まれ変わります。

※ 客室タイプごとにリニューアルオープンの日程が異なります。詳細の日程に 
ついては、ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

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

「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」
（イメージ）� 1504R11

「ヴェネツィア・サイド」の客室（イメージ）
� 1504R12

「ポルト・パラディーゾ・サイド」の客室
（イメージ）� 1504R13
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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」
2015年4月2日（木）～6月23日（火）

ディズニーアンバサダーホテルと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、期間限定で登場します！
イースターをイメージしたそれぞれのホテルの特別なメニューの他に、スペシャルアイテムとしてイースター�
ならではのスペシャルケーキ、もしくは限定デザインのボトルワインからお選びいただけます。

■期　間：2015年4月2日（木）〜6月23日（火）
■時　間：9：00〜22：00の間での2時間30分

《ディズニーアンバサダーホテル》
会　　場：ディズニーアンバサダーホテル小宴会場
価　　格：82,500円（大人6名様）
　　　　　  ※大人6名様より承ります。

追加料金：大人1名様･･･12,100円（最大20名様まで）
内　　容：プランオリジナルメニュー（コース）／
　　　　　ソフトドリンクのフリードリンク／会場費／装花／
　　　　　スペシャルアイテム【スペシャルケーキまたはワイン
　　　　　（オリジナルエッチングボトル）】

《東京ディズニーランドホテル》
会　　場：東京ディズニーランドホテル小宴会場
価　　格：80,500円（大人6名様）
　　　　　  ※大人6名様より承ります。

追加料金：大人1名様･･･10,400円（最大20名様まで）
内　　容：プランオリジナルメニュー（コース）／会場費／装花／
　　　　　オリジナルのフォトフレーム（1枚）／
　　　　　基本音響照明費／
　　　　　スペシャルアイテム【スペシャルケーキまたはワイン
　　　　　（オリジナルエッチングボトル）】

東京ディズニーランドホテルの
スペシャルケーキ� 1504R15

ディズニーアンバサダーホテルの
スペシャルケーキ� 1504R14

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
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オフィシャルホテル情報

「ディズニー・イースター」連動宿泊プランのお知らせ
東京ディズニーリゾートの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！

＜実施期間＞　2015年4月2日（木）〜6月23日（火）

詳しくは各ホテルにお問い合わせください。
　　　　　�1504R16� 1504R17
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定
オリジナル・ラゲッジタグ（イメージ）
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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

2つのパークで「ディズニー・イースター」を楽しむ 2DAYS
東京ディズニーランドで人気の春のスペシャルイベント「ディズニー・�

イースター」。今年は初めて東京ディズニーシーでも開催されます。�
このプランは、2つのパークでそれぞれの「ディズニー・イースター」を�
お楽しみいただける1泊2日のプランです。またディズニーアンバサダー�
ホテルでは期間限定の「ディズニー・イースター」デコレーション客室
が選択できます。

＜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、チケットホルダー引換券
●�ショー鑑賞券　2枚
東京ディズニーシー「ファッショナブル・イースター」鑑賞
東京ディズニーランド「ヒッピティ・ホッピティ・スプリング�

タイム」鑑賞
●�食事�朝食1回　昼食または夕食1回※　昼食1回
　※1日目の昼食または夕食をお選びいただけます。
昼食は東京ディズニーシーカウンターサービスレストラン、夕食はセイリングデイ・ブッフェまたは東京
ディズニーシー・ホテルミラコスタ「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」
から選択いただけます。
　※ 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！」、「マーメイドラグー

ンシアター」（4月24日（金）来訪より）でもご利用いただけます。

＜宿泊ホテル＞
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、

オフィシャルホテル

＜設定期間＞
4月2日（木）〜6月22日（月）　※4月6日、7日は除外

＜料金（大人お1人様）＞
ディズニーホテル　�48,500円〜94,700円

オフィシャルホテル�41,400円〜87,100円
※料金は宿泊日、宿泊人数によって異なります。

ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム
※画像は昨年のイメージです。� 1504R18

イースターデコレーション客室� 1504R19
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春めくパークでキャラクターのショーを楽しむ 2DAYS
初日は東京ディズニーランドの人気のショーレストランでディナーを�

お楽しみいただき、２日目は東京ディズニーシーで初開催のスペシャル�
イベント「ディズニー・イースター」のメインショーを特別鑑賞席から�
ご覧いただける1泊2日のプランです。

＜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
●オリジナルグッズ
●フリードリンク券、チケットホルダー引換券
●ショー鑑賞券　1枚
東京ディズニーシー「ファッショナブル・イースター」鑑賞

●食事　朝食1回　昼食1回　夕食1回※

※ 夕食場所：ポリネシアンテラス・レストランもしくはザ・ダイヤモンド 
ホースシューのディナーショーを選択していただきます。

＜宿泊ホテル＞
ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーランドホテル

＜設定期間＞
4月2日（木）〜6月22日（月）

＜料金（大人お1人様）＞
50,000円〜85,000円
※料金は宿泊日、宿泊人数によって異なります。

バケーションパッケージ7月〜8月のスペシャルプランは、4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

※画像は昨年のイメージです。� 1504R20

エッグハント�※画像は昨年のイメージです。
� 1504R21
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東京ディズニーリゾート・オフィシャルパークファンクラブ

｢ ファンダフル・ディズニー ｣ メンバー募集中！
2つのパークを、もっと楽しく、もっと身近に！

�公式ファンクラブとして、誕生から10周年、ファンクラブメンバー募集中です。

特典のご紹介

あなたのお名前とメンバー IDが入った、世界で1枚のメンバーズカードを進呈！

カードのデザインは毎年変わります。
　　　　　　 ※クレジットカードではありません。

ファンクラブメンバーだけの特別な会員報
「FUNderful Disney」をお届け！

季節ごとに発行される、ファンクラブメンバーだけの会員報です。2つのパークの魅力が広がる特集企画や、
最新情報、メンバー限定特典などが満載です。

ファンクラブメンバー限定！「スペシャルグッズ」を毎年年末にプレゼント！

1504R22

特典1

特典2

特典3

10周年10周年

※写真は2015年のスペシャルグッズのカレンダーです。



2015年4−6月号

— M20 —

うれしいお得な「メンバー限定パスポート」でパークを楽しもう！
�2015年4月1日（水）〜2016年3月31日（木）までの期間中3回（1回につき6枚まで）特別価格で購入
できます。

大人 中人 小人

通常価格 6,900円 6,000円 4,500円

特別価格 6,400円 5,600円 4,200円

その他にも特典をご用意しています。

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

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。

他に
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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。

～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。

【オプションプログラム】
「オンステージ・ウォークスルー」【75分】
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いたします。
どちらのプログラムにもオプション（有料）として追加することができます。
※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

� 1504R23

� 1504R24

◇当プログラムに関するお問い合わせ◇
東京ディズニーリゾート団体プログラム受付窓口　※自動音声でご案内いたします。

TEL：0570-55-0468
　※一部のPHS・IP電話・国際電話の方は TEL 047-305-5041
受付：10：00〜12：00、13：00〜17：00（土日、祝日を除く）

　※ご予約は６ヶ月前からとなります。

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 2014/5/29（木）～
プーさんのハニーハント 4/5（日）～ 4/20（月）
白雪姫と七人のこびと 4/21（火）～ 4/25（土）
スター ･ツアーズ：ザ･アドベンチャーズ・コンティニュー 5/11（月）～ 5/18（月）
モンスターズ・インク ”ライド＆ゴーシーク！” 5/19（火）～ 6/3（水）
ピノキオの冒険旅行 5/20（水）～ 5/29（金）
ピーターパン空の旅 6/1（月）～ 2016/2/29（月）
スペース・マウンテン 6/22（月）～ 7/15（水）
蒸気船マークトウェイン号 6/29（月）～ 7/10（金）

ショー 休止期間
ハピネス・イズ・ヒア 4/6（月）～ 5/14（木）
ミニー・オー！ミニー 5/18（月）～ 6/14（日）

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）
ジャスミンのフライングカーペット 4/6（月）～ 4/15（水）
ディズニーシー・トランジットスチーマーライン 4/14（火）～ 7/2（木）
アリエルのプレイグラウンド 4/20（月）～ 4/24（金）
マジックランプシアター 5/11（月）～ 5/28（木）
海底2万マイル 5/11（月）～ 6/19（金）

ショー 休止期間
ミスティックリズム ※1 4/6（月）～
※1「ミスティックリズム」は新ショー導入に伴い、2015年4月5日をもって終了いたします。
※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。


