メンバーのみなさまへ
マジックキングダムクラブ情報
マジックキングダムクラブ終了に伴うメンバー特典のご利用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M2
マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」パスポートのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・M3
マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」
プレゼントキャンペーンのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M4
東京ディズニーランド®情報
スペシャルイベント
「クリスマス・ファンタジー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M6
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”」・・・・・・・・・・・・・・M6
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」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M7
「ディズニーフォトツアー」・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M7
東京ディズニーシー®情報
スペシャルイベント
「クリスマス・ウィッシュ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M8
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」・・・・・・M8

スペシャルプログラム
「スウィート・ダッフィー」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M8
バレンタイン・ナイト 2016 ～ コンサート・オブ・ラブ ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M9
東京ディズニーリゾート® 2パーク共通情報
春のキャンパスデーパスポート ・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M10
「バースデーパスポート」・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M11
3世代ディズニー
「シニアマルチデーパスポート」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M12
東京ディズニーリゾート®共通情報
お泊まりディズニー
ディズニーホテル情報 ・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M13
「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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M17
「ファンダフル・ディズニー」
メンバー募集中！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M19
ディズニーアカデミー ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M21
パーク施設の休止情報 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M22
※ アトラクション、ライブエンターテイメントなどの開催は天候その他の理由により変更または中止になる場合があります。
※ イベントの期間・名称・内容は予告なく変更になる場合があります。※掲載されている写真・イラストはイメージです。

2015年11−12月号
— M1 —

マジックキングダムクラブ情報
マジックキングダムクラブ終了に伴うメンバー特典のご利用について
マジックキングダムクラブは、
2016年3月31日をもって終了することとなりました。2015年度のメンバー
特典のご利用については下記の通りとなります。

１．マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードについて
マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードは、現在の有効期限2016年3月31日をもって無効
となります。尚、無効になったメンバーシップカードの返却は必要ありません。

２．メンバー特典について
①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」
「マジックキングダムクラブ・パスポート」

はご来園日が2016年3月31日のものまでご購入いただけます。
（2016年4月以降の日付指定の前売り券、予約券
※前売り券、予約券も同様となりますのでご了承ください。
はご購入いただけません）

②ホテル宿泊特典
宿泊日が、2016年3月31日のご宿泊までご利用いただけます。
③イクスピアリの一部店舗/シネマイクスピアリの割引
2016年3月31日のご購入までご利用いただけます。

尚、長年にわたるご愛顧に感謝して、マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」を開催
いたします！
詳しくは、M3〜M5ページをご覧ください。
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マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」
パスポートのお知らせ

平日限定

マジックキングダムクラブ・メンバーの皆さまの長年にわたるご愛顧に感謝して
『マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」パスポート』を販売いたします。
この時期ならではのパークをぜひお楽しみください。
１．実施期間（入園期間）

2015年11月4日
（水）
～12月22日
（火） ※土・日・祝日を除く平日のみ
◆上記期間中に「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを、１日ご利用
いただけます。
◆入園制限中のパークではご利用いただけません。
◆土・日・祝日は通常のマジックキングダムクラブ・パスポートをご購入いただけます。

２．パスポート料金
大人（18歳以上）
6,300円 ≪メンバー通常料金：6,500円≫
中人（中学・高校生 12 ～ 17歳） 5,400円 ≪メンバー通常料金：5,600円≫
小人（幼児・小学生 4 ～ 11歳） 4,000円 ≪メンバー通常料金：4,200円≫
３．ご利用対象者
マジックキングダムクラブ・メンバーとその同居のご家族
４．パスポート購入方法
マ
 ジックキングダムクラブ・メンバーシップカードをご提示いただき、
『マジックキングダムクラブ
「サンクス・
フェスティバル」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、特別料金は適用されませんのでご注意ください。
※以前に、特別販売のパスポートをご購入いただく際にご提出いただいた
「購入申込書」
は、今回必要ありません。

５．チケット販売窓口
【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、東京ディズニーリゾート・パートナーホテル
でもご宿泊者に限りご購入いただけます。
（東京ディズニーリゾート・パートナーホテルでは、通常のマジックキン
グダムクラブ・パスポートは販売しておりません）

【前売券】2015年10月6日
（火）
より販売開始
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（園外)
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
（パークチケット取扱い店舗）

※旅行会社等で観光券、予約券をお買い求めになった場合は、ご来園当日パークのチケット販売窓口にて、
マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードをご提示の上、本パスポートとの差額をお受け取りください。

６．実施期間外のご利用
（チケットの変更）
について
本パスポートを、実施期間外にご利用になる
（変更する）
場合、チケット販売窓口にて、ご利用当日の通常
料金との差額と変更手数料
（200円）
を別途申し受けます。
※券面に印字されている有効期限内に限ります。

７．特別利用券（特別団体契約にご契約の支部のみ）のご利用について
特別利用券は、本パスポートご購入時にご利用いただけます。

※ディズニーストアでは、以下の店舗にて特別利用券をご利用いただけます。

≪ディズニーストア特別利用券取扱い店舗≫ 2015年10月30日現在
●渋谷公園通り店 ●池袋サンシャインシティアルパ店 ●お台場アクアシティ店 ●町田109店
●八王子東急スクエア店
●昭島モリタウン店 ●横浜そごう店 ●ららぽーと横浜店 ●藤沢さいか屋店
●船橋ららぽーとTOKYO-BAY店
●大宮アルシェ店 ●羽生イオンモール店 ●川口アリオ店 ●越谷イオンレイクタウン店

マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」の情報は、下記の「マジックキングダムクラブ・メン
バー専用サイト」でもご覧いただけます。
【マジックキングダムクラブ・メンバー専用サイト】 www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/mkc/
※メンバー専用サイトのURLは、メンバーシップカード裏面にも記載されています。
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マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」
プレゼントキャンペーンのお知らせ
マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」第2弾として、マジックキングダムクラブ・パスポートで
ご来園されたメンバーに、抽選でディズニーホテル宿泊やオリジナルグッズなどの素敵なプレゼントが当たる
キャンペーンを実施します。
１．実施期間（入園期間、応募期間）
2016年1月6日
（水）
～2月29日
（月）
◆当日券の販売はパークの混雑状況により中止する事があります。
２．対象者
実施期間中にマジックキングダムクラブ・パスポートでご来園されたメンバーおよびその同居のご家族
３．応募方法
期間中に応募用紙に必要事項をご記入の上、園内のメールボックスへ投函してください。
４．賞
品
●ディズニーホテル宿泊券 各日6名様、合計48名様
宿泊日：2016年5月7日、14日、21日、28日 6月4日、11日、18日、25日のいずれか1日
・ディズニーアンバサダーホテル 「ミッキーマウスルーム」

1511M01

1511M02

・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」

1511M03

1511M04

・東京ディズニーランドホテル 「ディズニーティンカーベルルーム」

1511M05

1511M06

※宿泊日をお選びいただくことはできません。
※宿泊日に各ホテル、2ルームずつ、合計６名様に当たります。
※宿泊するホテル、部屋をお選びいただくことはできません。
※部屋ごとに定員が決まっています。詳しくはディズニーホテル・オフィシャルウェブサイトでご確認ください。

●マジックキングダムクラブ オリジナルグッズ 1,000名様
【ご注意】
・支部番号・支部名称・住所・ご購入パスポート番号が未記入の場合は無効とさせていただきます。
・当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
・ご記入いただいた個人情報は、当選者への賞品発送のみに使用させていただきます。
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マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」
プレゼントキャンペーン 応募用紙
1

氏名
住所

歳

男 女

職業

フリガナ

性別

支部
名称

年齢

支部
番号

勤め人
自営業
その他（

主婦

学生
）

〒

ご購入されたマジックキングダムクラブ・パスポートの券面右上
にある数字19 ケタのうち、
左から7ケタをご記入ください。

ご購入パスポート番号
○支部番号 マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードに記載の、
1から始まる5ケタの数字です。
○支部名称 マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードに記載の、
所属の組織名称です。

●ご購入パスポート番号について
パスポート右上にある 19 ケタの数字の
左 7 ケタ（下線部分）をご記入ください。
0000000-000-00000000-0

マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」
の情報は、下記
「マジックキングダムクラブ・メンバー
専用サイト」
でもご覧いただけます。
※プレゼントキャンペーンの応募用紙は11月上旬より掲載いたします。

【マジックキングダムクラブ・メンバー専用サイト】 www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/mkc/
※メンバー専用サイトのURLは、メンバーシップカード裏面にも記載されています。
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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

「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。
1511L01

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。
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1511L02

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」
2016年1月12日
（火）
～3月18日
（金）

この冬、ディズニー映画『アナと雪の女王』のエルサが、パークに
新しい魔法をかける！アナやエルサ、オラフをはじめ、映画のキャラクター
たちがアレンデールからやってきて、ゲストのみんなと遊ぼうとパレードに
登場！パークは氷や雪の美しいデコレーションに包まれ、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体験が待っています。
ナイトエンターテイメント
「ワンス・アポン・ア・タイム」
も期間限定で
スペシャルバージョンに！

1511L03

東京ディズニーランド・期間限定プログラム

記念日の新しいお祝いのカタチ。
「ディズニーフォトツアー」
9月8日
（火）
～12月25日
（金）

パークの魅力を知り尽くした専属カメラマンと一緒に東京ディズニー
ランドをめぐる、特別な撮影ツアーです。
初めてのディズニー、誕生日、七五三などご家族の特別なお祝いや、
カップルやご夫婦の大切な記念などにピッタリ♪
詳しくはＷＥＢサイトへ！（事前予約制）
http://www.tokyodisneyresort.jp/magic/session/

1511L04

1511L05
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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

「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。
1511S01

1511S02

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・スペシャルプログラム

「スウィート・ダッフィー」

2016年1月12日
（火）
～3月18日
（金）
ダッフィーが旅の途中で見つけたスウィーツをヒントにシェリーメイがカップ
ケーキを作ったよ。スペシャルグッズやこの時期だけのフォトスポットなど、
ダッフィーたちと心あたたまるひとときをどうぞ。

1511S03

2015年11−12月号

— M8 —

東京ディズニーシー

バレンタイン・ナイト2016 〜コンサート・オブ・ラブ〜
2016年、バレンタイン・ナイトは新たな愛と感動に包まれる。

12月上旬、チケット先行販売スタート！
2016年のバレンタイン・ナイトは、装いも新たに、オーケストラの演奏と
心に響くシンガーの歌声、ダンサー達の迫力あるダンスナンバーを今まで
以上に盛り込んだコンサートとして生まれ変わり、
“愛の大切さ”
をディズニーの
美しいラブソングの名曲に乗せてお贈りします。大切な方とご一緒に、ロマン
ティックなひとときをお過しください。

1511S04

■ 開催日： 2
 016年1月22日
（金）
、23日
（土）
、24日
（日）
、29日
（金）
、
30日
（土）
、31日
（日）
、2月1日
（月）
、5日(金)、6日
（土）
、

7日
（日）
、8日
（月）
、9日
（火）
、11日
（祝・木）
、12日
（金）
、

13日
（土）
、14日
（日）
■ 会 場： ブロードウェイ・ミュージックシアター
バレンタイン・ナイト2016鑑賞券（座席指定／大・中・小人均一料金）
S席： 5,500円（1F ／ A〜Cブロック）
A席： 4,500円（1F ／ D〜Fブロック）
B席： 3,500円（2F ／ G〜Iブロック）
※ご鑑賞には別途パークチケットが必要です。
※上記料金にはパーク入園料は含みません。
※パーク内、およびパーク窓口での鑑賞券の販売はございません。

1511S05

鑑賞券の販売場所など、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。
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東京ディズニーリゾート ２パーク共通情報
キッズもおトクに！

春のキャンパスデーパスポート
利用期間：2016年1月6日
（水）
〜3月18日
（金）

大学生・大学院生・短大生・専門学生（18歳以上）
高校生・中学生（12 ～ 17歳）
小学生・幼児（4 ～ 11歳）

6,300円（通常料金 6,900円）
5,400円（通常料金 6,000円）
3,900円（通常料金 4,500円）

（金）
～2016年3月18日（金）
販売期間：11月6日
※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
（小学生・幼児を除く）
。
※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
（小学生・幼児を除く）
。
※本チケットは、大学生
（大学院生）
、短大、各種専門学校生、高校生、中学生、小学生、4 ～ 6歳の幼児が対象となります。
※販売期間は販売場所によって異なります。
※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。

2015年11−12月号
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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。

1511R01

＜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。
1511R02
※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11−12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。

1511R03

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）

1511R04

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11−12月号
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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。
詳しくは

1511R05

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）

1511R06

＜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」

1511R07
※
「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）

1511R08

詳しくは
ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト
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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）
1511R09

ディズニーホテルのクリスマス
3つのディズニーホテルでは、
11月9日
（月）から12月25日（金）
までの間、
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」
と連動し、パークの楽しさそのままに誰もが笑顔になれるクリスマスを演出します。
★「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では、クリスマスデコレーションの
客室が今年も登場します。
“クリスマスのストーリーブック”
をテーマに
デコレーションされ、クリスマスのコスチューム姿のミッキーマウスや
ミニーマウスのほか、ディズニーの仲間たちがデザインされた客室で、
大切な人やご家族とお過ごしいただけます。
「クリスマス」デコレーションの客室（イメージ）

1511R10

「クリスマス」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］
）
(※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
（https://reserve.tokyodisneyresort.jp/top/）

★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
2日
（月）
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）
では、クリスマスツリーに
見立てたお料理やストーリーブックから登場する心おどるデザートなど、

見た目にも楽しいメニューを提供します。
「エンパイア・グリル」メニューの一例
（イメージ）

1511R11

■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
「オチェーアノ」
（地中海料理）では、
クリスタルのように煌めく食材が
ちりばめられたお料理などを提供し、クリスマスで賑わうパークを眺め
ながらお食事をお楽しみいただけます。

■東京ディズニーランドホテル
「カンナ」
（創作料理）では、
彩り豊かな食材に雪の結晶があしらわれた
お料理など、クリスマスの雰囲気を盛り上げるメニューをご用意します。

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

「オチェーアノ」メニューの一例（イメージ）

1511R12

「カンナ」メニューの一例（イメージ）

1511R13
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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

1511R14

お料理のイメージ

1511R15

オリジナルグッズ（イメージ）

1511R16

■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
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

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/
2015年11−12月号
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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を特別に楽しむプラン
ディズニーホテルに泊まって、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」を満喫する1泊2日のプランです。
昼と夜、ディズニーの仲間たちが繰り広げるクリスマスならではの
エンターテイメントを特別鑑賞席からお楽しみいただけるショー鑑賞券
が付いています。
＜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 3枚
・
「パーフェクト･クリスマス」
（東京ディズニーシー）
・
「カラー・オブ・クリスマス」
（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
●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。

クリスマス

1511R17

ディズニーアンバサダーホテル
「クリスマス・ファンタジー」デコレーションの
客室（イメージ）
1511R18

●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25日
（金）
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「アナとエルサのフローズンファンタジー」
を満喫するプラン
2016年1月12日
（火）
～3月18日
（金）
に開催する東京ディズニーランドの
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」を、
ディズニーホテルに泊まって満喫する1泊2日のプランです。東京
ディズニーランドでは楽しさいっぱいのパレードを特別鑑賞席から
お楽しみいただけます。ご宿泊はディズニーアンバサダーホテルの
「アナとエルサのフローズンファンタジー」
デコレーションの客室も
お選びいただけます。

「アナとエルサのフローズンファンタジー」の
パレード
1511L03

＜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 3枚
・
「アナとエルサのフローズンファンタジー」のパレード
（東京ディズニーランド）
・
「ワンス・アポン・ア・タイム」
（東京ディズニーランド）
・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1回
※昼食は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの6つのカウンターサービスのレストランから、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。

●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＞
2016年1月12日
（火）
～ 3月18日
（金）

※内容は予告なく変更になる場合があります。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。
※設定期間内でも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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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！
東京ディズニーリゾートを、もっと楽しく、もっと身近に！
今入会すると年末にオリジナルカレンダーがもらえます。

特典のご紹介
特典1

1511R19

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。 ※写真はイメージです。

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！

※写真はスペシャルグッズの2015年カレンダーです。
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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（ご入会から1年間） 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。
ファンダフル・ディズニー

検索

www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/fanclub/
※「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。
1511R20
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
ウエスタンリバー鉄道
ビッグサンダー・マウンテン
オムニバス
ロジャーラビットのカートゥーンスピン
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
ガジェットのゴーコースター
チップとデールのツリーハウス
ドナルドのボート
ショー
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド）
ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス
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”
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド）
ワンス・アポン・ア・タイム
ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス
”ミッキー＆カンパニー”
ザ・ダイヤモンドホースシュー・プレゼンツ
ショップ
アドベンチャーランド・バザール

休止期間
6/1（月）～2016/2/29（月）
9/28（月）〜12/18（金）
11/4（水）〜11/20（金）
11/9（月）〜12/25（金）
11/24（火）〜12/4（金）
12/7（月）〜12/14（月）
12/7（月）〜12/15（火）
12/7（月）〜12/18（金）
12/7（月）〜12/18（金）
休止期間
12/4（金）
12/4（金）
12/4（金）
12/31（木）
12/31（木）
12/31（木）
12/31（木）
休止期間
6/22（月）～

東京ディズニーシー
アトラクション
アクアトピア
レイジングスピリッツ
ショー
ビッグバンドビート
カラー・オブ・クリスマス
ビッグバンドビート
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー）
レストラン
パパダキス・フレッシュフルーツ
リストランテ・ディ・カナレット
※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
9/24（木）〜12/27（日）
9/28（月）〜11/16（月）
休止期間
11/6（金）〜11/8（日）
11/27（金）
12/26（土）〜12/27（日）
12/31（木）
休止期間
10/2（金）〜11/7（土）
11/2（月）〜11/4（水）

