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東京ディズニーリゾート情報

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
www.tokyodisneyresort.jp

へアクセス！

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・ハロウィーン」
9月8日
（火）
～11月1日
（日）

今年もディズニーの仲間や陽気なおばけたちがにぎやかに
“ハロウィーン・フェア”
を開催するよ。仮装したミッキー
たちや表情豊かなパンプキンが登場するパレードで
ハチャメチャに盛り上がったり、ゆかいなデコレーションを
楽しんだり、さあ、みんなでハッピーハロウィーン！

1509L01



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5日
（土）
～2016年1月4日
（月）

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。

2015年9−10月号
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1509L02

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。
1509L03

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9日
（月）
～12月25日
（金）

ディズニーの仲間たちが夢いっぱいに繰り広げる
新しいパレードや、光り輝く大きなクリスマス
ツリー…。ここでしか会えない、ファンタジックで
楽しいクリスマスストーリーを大切な人とお楽しみ
ください。
1509L04

1509L05
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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・ハロウィーン」
9月8日
（火）
～11月1日
（日）

今年はパークがディズニーヴィランズ一色
の世界に！妖しげな異空間と化したパーク
で、ディズニーの悪役たち、ヴィランズが
ディズニーの仲間たちとゲストを招いて、
クールでかっこいいハロウィーンパーティーを
繰り広げます。
みんなもヴィランズの世界に
飛 び 込 ん で、妖しくも美しい、新 たな
ハロウィーンを楽しもう！

1509S01

1509S02

東京ディズニーシー・スペシャルプログラム

「ジャーニー・ウィズ・ダッフィー Your Friend Forever」
7月3日
（金）
～2016年3月18日
（金）

東京ディズニーシーにダッフィーが登場して10年。ダッフィーとのこれまでを
ふり返り、さらに絆を深めるスペシャルなプログラム。あなたのダッフィーといっしょに
すてきなひとときを過ごしてね。

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9日
（月）
～12月25日
（金）
メディテレーニアンハーバーでディズニーの仲間
たちと新しいショーを楽しんだり、夜には水上の
クリスマスツリーに光が灯る幻想的なショーやイル
ミネーションに心をときめかせる…。たくさんの願
いにあふれた、ロマンティックな海のクリスマス
が待っています。
1509S03
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1509S04

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。

1509R01

＜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。
※写真はイメージです。
1509R02
※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

2015年9−10月号
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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。

1509R03

3 世代ファミリーの特別な思い出づくりに。
65歳
か ら 「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）

1509R04

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
シニア3デーマジックパスポート
シニア4デーマジックパスポート

11,800円（通常大人料金 12,400円）
15,800円（通常大人料金 16,600円）
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。

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。

2015年9−10月号

— M6 —

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。
詳しくは

1509R05

www.otomari.jp/

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」
2016年3月31日
（木）
まで

お子様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」は、あらかじめ客室にお子様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様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（イメージ）

1509R06

＜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
内容

12,000円
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
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

www.disneyhotels.jp
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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した！
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、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。
室数 157室
広さ 36.9～43.2㎡
価格 46,000円～76,900円

「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」

1509R07
※
「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」 （イメージ）
「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
窓から臨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。
「ヴェネツィア・サイド」の客室（イメージ）

1509R08

詳しくは
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

2015年9−10月号
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www.disneyhotels.jp

「ポルト・パラディーゾ・サイド」の客室
（イメージ）
1509R09

ディズニーホテルの
「ディズニー・ハロウィーン」
2015年9月8日
（火）～ 11月1日
（日）

■「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの客室
ディズニーアンバサダーホテルに「ディズニー・ハロウィーン」のデ
コレーションを施した客室が登場します！ハロウィーンのコスチューム
姿のディズニーの仲間たちが描かれたベッドスプレッド
（ベッド全体を
覆うカバー）が、
「明るく楽しいハロウィーン」の雰囲気を盛り上げます。
「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの客室のご予約
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］
）

「ディズニー・ハロウィーン」デコレーション
1509R10

の客室（イメージ）
（※一部のPHS・IP電話・国際電話をご利用の方は045-330-5711）
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/）

■「ディズニー・ハロウィーン」スペシャルメニュー
3つのディズニーホテルのレストラン＆ラウンジでは、ハロウィーン
期間限定のスペシャルメニューをご用意します。
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®ホテルは、
東京ディズニーランドの“ハロウィーン・フェア”をイメージしたお料理を
秋の味覚と共にお楽しみいただけます。
また、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、東京ディズニーシー
の“ヴィランズ一色の、クールで妖しいハロウィーン”をイメージした
「ドリーマーズ・ラウンジ」メニューの一例
お料理をご用意します。
（イメージ）
1509R11
※スペシャルメニューは9月1日
（火）
より先行販売します

ディズニーホテルの
「七五三」

2015年10月1日
（木）～ 12月13日
（日）
ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーシー・ホテル
ミラコスタのレストランでは、お子様の成長のお祝いにご利用いただける
七五三プランをご用意します。小鯛やイセエビなどの食材を使用した特別な
コース料理や、ミッキーマウスやミニーマウスをモチーフにしたデザート
がつく、ディズニーホテルならではのプランで、ご家族の記念になる
お祝いのひとときをお楽しみください。
■ディズニーアンバサダーホテル
日本料理「花 Ｈａｎａ」七五三スペシャル会席
￥27,500（大人2名、お子様1名分）
カリフォルニア料理「エンパイア・グリル」七五三スペシャルコース
￥27,500（大人2名、お子様1名分）

「花 Hana」七五三プラン（イメージ）

1509R12

※ディズニーアンバサダーホテルの七五三プランを10月にご利用の方は上記
メニューを特別料金
（￥25,000）
にてご提供します。

■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
中国料理レストラン「シルクロードガーデン」
七五三特別プラン￥29,000（大人2名、お子様1名分）

「シルクロードガーデン」七五三プラン
（イメージ）
1509R13

※東 京ディズニーシー・ホテルミラコスタの
「七五三特別プラン」を10月にご利用の方は上記プランを特別料金
（¥26,000）
にてご提供します。

七五三平日ランチ限定プラン￥9,500（大人1名、お子様1名分）
詳しくは
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

www.disneyhotels.jp
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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、特別なクリスマスパーティー

「クリスマスパーティープラン」
11月9日
（月）
～12月25日
（金）

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。

■対象ホテル（宴会場）
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
■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

会場のイメージ

1509R14

お料理のイメージ

1509R15

■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（コースまたはブッフェ）
、
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）
、ウィスキー、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）
。

■プランＣの除外日
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの小宴会場
「フェリチタ」
「フォルトゥーナ」
では、2015年12月2日
(水)～12月25日
（金）
の期間、以下の日時についてはクリスマスパーティープランＡおよびＢのみご利用
いただけます。
●水曜日、木曜日、金曜日、祝前日の16:00以降 ●土曜日、日曜日、祝日の終日
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
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 宴会課
東京ディズニーランドホテル 宴会課

047−305−2654
047−305−2754
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/
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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新しいハロウィーンを楽しむ2DAYS
ディズニーホテルに宿泊して、今年からテーマを一新してお届けする
東京ディズニーシーのスペシャルイベント
「ディズニー・ハロウィーン」
をお楽しみいただける1泊2日のプランです。宿泊は、
ディズニーホテルの
スタンダードな客室のほか、人気のキャラクタールームや「ディズニー・
ハロウィーン」
のデコレーションが施された客室など、バラエティに
あふれる客室をご用意。ディズニーの夢の世界に包まれて、素敵な
ひとときをお過ごしください。
ディズニー・ハロウィーン

＜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 2枚
・
「ザ・ヴィランズ・ワールド」
（東京ディズニーシー）
・以下のショーまたはパレードより1つ選択
東京ディズニーランド/ハピネス・イズ・ヒア、ワンマンズ・
ドリームⅡ−ザ・マジック・リブズ・オン、
ミニー・オー！ミニー
東京ディズニーシー /テーブル・イズ・ウェイティング、ビッグ
バンドビート
●食事 朝食1回、昼食または夕食の選択：1回
※昼食は東京ディズニーシーのレストラン
「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」
、夕食は東京ディズニーシーのブッフェレストラン
「セイリングデイ･ブッフェ」
、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの
３つのレストランからお好きなレストランを１つ選んで食事をお楽しみ
いただけます。

1509R16

ディズニーアンバサダーホテル
「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの
客室（イメージ）
1509R17

●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
※一部対象外のアトラクションがございます。

●オリジナルグッズ引換券
●フリードリンク券、チケットホルダー引換券
＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル
＜設定期間＞
9月8日
（火）
〜11月1日
（日）
＜料金（大人お1人様）＞
47,600円～80,800円
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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
一年でいちばんパークが輝く季節。東京ディズニーリゾートのホテル
に泊まって、華やかなクリスマスの雰囲気に包まれるパークを満喫する
1泊2日のプランです。東京ディズニーシーでは新しい昼のショーを、東
京ディズニーランドでは楽しさいっぱいの新しいパレードを特別鑑賞
席からお楽しみいただけます。またご宿泊は東京ディズニーシー・
ホテルミラコスタのリニューアルした客室からもお選びいただけます。
＜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 2枚
・
「クリスマス･ウィッシュ ｣のスペシャルショー
（東京ディズニーシー）
・｢クリスマス・ファンタジー」のスペシャルパレード
（東京ディズニーランド）
●食事 朝食1回、昼食または夕食の選択：1回
※昼
 食は東京ディズニーシーのレストラン「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」
、夕食は東京ディズニーシーのブッフェレストラン
「セイリングデイ･ブッフェ」
、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの
3つのレストランからお好きなレストランを１つ選んで食事をお楽しみ
いただけます。

ディズニークリスマスパレード

1509R18

カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム

1509R07

●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
※一部対象外のアトラクションがございます。

●オリジナルグッズ引換券
●フリードリンク券、チケットホルダー引換券
＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル
＜設定期間＞
11月9日
（月）
～12月24日
（木）
＜料金（大人お1人様）＞
48,300円～186,700円

詳しくはこちら
バケーションパッケージ

検索

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/vp/list/

※写真はイメージです。
※ご来園日を選択して検索してください。
※プランの販売数には限りがあります。
※設定除外日がある場合があります。詳細は、上記東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでご確
認ください。
旅行企画・実施
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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

10周年

東京ディズニーリゾート・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
特典1

1509R19

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。

特典2

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。

特典3

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！

※写真は2015年のスペシャルグッズのカレンダーです。

2015年9−10月号

— M13 —

他に

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。
URL

www.tokyodisneyresort.jp

※「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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ディズニーアカデミー
～企業・団体向け研修プログラムのご案内～
≪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。
1509R20
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）
」や 
「人材育成」のノウハウをもとに、企業向けの研修プログラムを提供しています。
これまで2005年のディズニーアカデミー開始から、通算約2700件以上、現在では、年間約550件以上と多くの企業・
団体様にプログラムを受講いただいています。
参加企業・団体は、全国に支店網をもつ金融機関や流通・小売業、ＩＴ、通信から、スタッフ十数人の個人病院まで
実に多種多様です。
顧客との関係のあり方を見つめ直す意識改革の手段として利用されているケースが増えています。
業績向上を視野にいれた、従業員のホスピタリティの向上、顧客満足および従業員満足の向上、経営理念の浸透など、
様々な目的でのご活用をいただいております。
この機会にぜひセミナーへのご参加をお待ちしております。
～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】
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。
～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】
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。
【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。
ディズニーアカデミー

検索

http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/seminar/

◇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 047-305-5024

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。
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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
ピーターパン空の旅
ホーンテッドマンション
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
オムニバス
ウエスタンリバー鉄道
ショー
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド）
スーパードゥーパー・ジャンピンタイム
ショップ
アドベンチャーランド・バザール
レストラン
ラッキーナゲット・カフェ

休止期間
6/1（月）～2016/2/29（月）
8/24（月）～9/4（金）
9/3（木）〜9/18（金）
9/7（月）〜10/31（土）
9/28（月）〜12/18（金）
休止期間
7/8（水）～9/7（月）
7/8（水）～9/7（月）
休止期間
6/22（月）～
休止期間
9/1（火）〜

東京ディズニーシー
アトラクション
ヴェネツィアン・ゴンドラ
センター・オブ・ジ・アース
アクアトピア
レイジングスピリッツ
ショー
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー）
レストラン
リフレッシュメント・ステーション
※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。
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休止期間
7/6（月）〜9/4（金）
9/3（木）〜9/18（金）
9/24（木）〜12/27（日）
9/28（月）〜11/16（月）
休止期間
7/8（水）〜9/7（月）
休止期間
8/28（金）〜9/7（月）

