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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（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）　 6月4日（土）、11日（土）、18日（土）、
25日（土）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」

　　 1601M01 1601M02

・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」

　　
1601M03 1601M04

・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」

　　 1601M05 1601M06

　※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
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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

【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。

株式会社オリエンタルランドでは、個人情報の保護に関する法律に従い、個人情報管理をしております。
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「プライバシーポリシー」
（www.tokyodisneyresort.jp）をご覧ください。
《個人情報に関するお問い合わせ窓口》
　東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター　�TEL�0570-00-8632（9:00～19:00）
　※一部のPHS・IP電話、国際電話の方は（045-330-5211）になります。
《お問い合わせ番号》　T150016

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。

【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。

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

支部 
番号 

氏名 

住所 

ご購入パスポート番号 

フリガナ 

支部 
名称 

歳 男   女 年
齢 

性
別 

職
業 

〒 

勤め人     自営業     主婦     学生 
その他（　　　　　  　　　　　） 

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。

1 

○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

切り取り 
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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。

※�前売り券、予約券も同様となりますのでご了承ください。（2016年4月以降の日付指定の前売り券、予約券
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、M2～M3ページをご覧ください。
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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〜」
2016年1月12日（火）〜3月18日（金）
小学生以下の女の子が、ディズニーの“リトルプリンセス”として、ディズニープリンセスと�
特別なひとときをお楽しみいただけるスペシャルプログラムです。

エンターテイメント
◇「シンデレラのプリンセス・ウェルカム」
3歳から小学6年生までの女の子が、「シンデレラのフェアリーテイル・�

ホール」で特別なひとときを過ごすことができる有料プログラム�
です。東京ディズニーランドホテル内のビューティーサロン「ビビディ・�
バビディ・ブティック」を当日利用した“リトルプリンセス”や、お持ちの�
ドレスなどを着用して来園した“リトルプリンセス”もご参加�
いただけます。シンデレラやプリンス・チャーミングとグリーティングを�
したり、一緒にダンスを踊ったりすることで、シンデレラの世界や魅力に
浸りながら、憧れのプリンセスになることができます。

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！

1601L01

1601L03

1601L02
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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」
2016年3月25日（金）〜6月15日（水）
緑や花々があふれる春いっぱいの“ひみつの
イースターガーデン”では、ミッキーマウスを�
中心にイースターバニーやディズニーの仲間たちが�
“エッグレース”でヘンテコ楽しく大盛り上がり。
また、メインパレードにはウサギの耳をつけた
ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとする�
たくさんのディズニーの仲間たちが新しいコスチュームで登場するほか、“エッグレース”をテーマとしたデコレーション
やグッズを新たに展開し、恒例のエッグハントプログラムも引き続き実施するなど、春ならではのイースターの
世界を満喫していただけます。

1601L051601L04
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東京ディズニーシー情報

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。
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。

■�開催日：� �2016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。

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。

1601S01

1601S02
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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」
2015年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。

1601S03

東京ディズニーシー・アトラクション

「タワー・オブ・テラー：Level 13
シャドウ・オブ・シリキ」
2016年1月6日（水）〜3月18日（金）
東京ディズニーシー史上“最恐”アトラクションが期間限定でスペシャル
バージョンに！落下回数の増加と特殊効果がもたらす、さらなる恐怖の世界。
呪いの偶像“シリキ・ウトゥンドゥ”が仕掛ける恐怖にあなたは耐えられる？

1601S04

期間限定
スペシャル

バージョン！
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東京ディズニーシー 15 周年

「“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”」
2016年４月15日（金）、スタート！
“Wish”…それは、未来を思い描き、そこへ向かうワクワクする気持ち。
15周年を迎える東京ディズニーシーでは、ディズニーの仲間たちが、あなたの“Wish”を�

よりいっそうキラキラと輝かせる、新たな冒険の旅へと誘います。パークはさまざまな色の�
クリスタルで彩られディズニーの仲間たちのコスチュームやグッズにもクリスタルが�
輝きます。15周年のきらめく海へ、“Wish”を輝かせる旅に出よう！

東京ディズニーシー・新規ハーバーショー

「クリスタル・ウィッシュ・ジャーニー」
2016年4月15日（金）〜2017年3月17日（金）
「東京ディズニーシー15周年“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”」
のオープニングを飾る、期間限定のハーバーショー。“Wish”を輝
かせる新たな冒険の旅へ期待に胸を膨らませるゲストの前に、�
クリスタルに導かれた、さまざまな願いを持ったディズニーの
仲間たちが旅の案内役として登場し、15周年の冒険の旅立ちを
盛大にお祝いします。

1601S05

1601S06
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東京ディズニーランド / 東京ディズニーシー 2016年度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 2016年度のスケジュール
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6月16日（木）～7月7日（木）

「ディズニー七夕デイズ」

2017年1月1日（日）～1月5日（木）

お正月のプログラム

1月13日（金）～3月17日（金）

｢スウィート・ダッフィー｣
1月13日（金）～3月17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｣

7月9日（土）～8月31日（水）

スペシャルイベント

｢ディズニー夏祭り｣

7月9日（土）～8月31日（水）

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16日（木）～7月7日（木）

「ディズニー七夕デイズ」

9月9日（金）～10月31日（月）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

11月8日（火）～12月25日（日）

スペシャルイベント

｢クリスマス・ウィッシュ｣

2017年1月1日（日）～1月5日（木）

お正月のプログラム

9月9日（金）～10月31日（月）

スペシャルイベント

｢ディズニー・ハロウィーン｣

11月8日（火）～12月25日（日）

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
3月25日（金）～6月15日（水）

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

4月15日（金）スタート！

東京ディズニーシー15周年

｢“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”｣

詳しくはM9ページへ

7月9日（土）～

ハンガーステージ

｢アウト・オブ・シャドウランド｣

4月15日（金）～

ブロードウェイ・ミュージックシアター

｢ビッグバンドビート｣

リニューアル

4月15日（金）～2017年3月17日（金）

ハーバーショー

｢クリスタル・ウィッシュ・ジャーニー｣

1601L05

1601S05
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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：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）� 6,300円（通常料金 6,900円）

高校生・中学生（12 ～ 17歳） 5,400円（通常料金 6,000円）

小学生・幼児（4 ～ 11歳） 3,900円（通常料金 4,500円）

販売期間：2015年11月6日（金）〜2016年3月18日（金）

※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）、短大生、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。

春のキャンパスデーパスポート

キッズもおトクに！



2016年1−3月号

— M12 —

1601T01

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。

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。

1601T02
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東京ディズニーリゾート共通情報

東京ディズニーリゾート謎解きプログラム

「ディズニーヴィランズからの挑戦状」

東京ディズニーリゾートの3つの施設で、本格的な謎解き
プログラムを開催します。
「ディズニーヴィランズからの挑戦状」を共通のテーマに、
ディズニーの仲間たちとあなたは、ヴィランズからの挑戦を�
受けて立ち、彼らに打ち勝つべく難解な謎解きに挑戦します。

■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「海の魔女アースラの野望」�
　実施概要：東京ディズニーシーの開園時間中にて開催�
　実 施 日：2016年1月12日（火）～3月18日（金）の67日間�
　販売方法：東京ディスニーシーのパーク内一部店舗にて当日販売�
　※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「悪の大臣ジャファーの魔術」�
　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：2016年1月12日（火）～3月18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（フリーきっぷ付き謎解きプログラム）�

■ディズニーアンバサダーホテル�
◇ディズニーアンバサダーホテル�謎解きプログラム「招かれなかったマレフィセント」�
　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：2016年2月16日（火）、2月17日（水）、18日（木）、�
　　　　　　3月2日（水）、3日（木）、7日（月）、8日（火）、10日（木）、11日（金）　全18回�
　販売方法：ローソンチケットにて事前販売�
　※宴会プラン単体での販売となります。（宿泊予約は不要） 

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。

1601R01
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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 1601R02

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＞　
※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）
� 1601R03
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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

※ 「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。

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）� 1601R04

「ヴェネツィア・サイド」の客室（イメージ）
� 1601R05

「ポルト・パラディーゾ・サイド」の客室
（イメージ）� 1601R06
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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！

大好評を博した本プログラムは、ゲストの皆さまに“魔法のアイマスク”�
をつけてコース料理を召し上がっていただきます。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、プログラムの案内役�
“マジカルシェフ”の魔法によりディズニー映画『リトル・マーメイド』の世界へ�
誘われ、まるで物語の世界に入り込んだかのような不思議な食体験を味わうこと
ができます。
この冬の再公演では、お連れ様と一緒のテーブルでお楽しみいただける「ペア
回」が新たに登場するほか、18歳以上の学生が対象となっていた「学生限定回」
の年齢制限を16歳以上に引き下げるなど、気心知れたご友人、パートナーや�
同世代の仲間たちと一緒にお楽しみいただける機会が広がりました。
この冬は、新たな楽しみが加わった「ディズニー・ダイニング・ウィズ・ザ・
センス�～ディズニー映画『リトル・マーメイド』より～」でイマジネーション
あふれる食体験をしてみてはいかがですか。

ディズニー・ダイニング・ウィズ・ザ・センス　～ディズニー映画『リトル・マーメイド』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」
●開 催 日：2016年2月2日（火）～5日（金）、9日（火）、10日（水）
� 3月7日（月）、8日（火）、12日（土）
※ 開催時間は日程ごとに異なります。また、通常回、ペア回、学生限定回の対象日時について詳しくは、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。
●価　　格：１名様13,000円
　　　　　　※ペア回：2名様26,000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および白・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16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。

【ペア回】
2名１組でご参加いただく回です。通常の回では、お連れ様と別々のテーブルへご案内いたしますが、この

回では同じテーブルへご案内いたします。なお、お席は向かい合わせにお座りいただき、他のお客様と相席と
なります。
【学生限定回】
16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。�
※ 通常と同様にお連れ様と別々のテーブルへのご案内となります。

� 1601R07
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東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル情報

「ディズニープリンセス」連動宿泊プランのお知らせ
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＆レストランプランを実施。
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・�
スクエアミラー」を、またレストランプランご利用の方には、限定の「オリジナル・デミタスカップ」をそれ
ぞれプレゼント！

＜実施期間＞　2016年1月12日（火）～3月18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。

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」　スクエアミラー＆デミタスカップ

■オリジナル・デミタスカップ
（イメージ）

■オリジナル・スクエアミラー
（イメージ）� 1601R08
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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

バレンタイン・ナイト2016　〜コンサート・オブ・ラブ〜
鑑賞とスペシャルメニューを楽しむ 2DAYS
2016年より内容を一新してお届けする「バレンタイン・ナイト」のスペシャル

ショー「バレンタイン・ナイト2016　～コンサート・オブ・ラブ～」を鑑賞できる�
チケットとパーク内またはホテルのレストランでの優雅なお食事が付いた1泊2日の�
プランです。

＜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
　・�「バレンタイン・ナイト2016�～コンサート・オブ・ラブ～」�
（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、夕食１回（昼食を選択できるプランもあります）
●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

＜設定日＞
2016年1月22日（金）～24日（日）、29日（金）～31日（日）、2月1日（月）、5日（金）～9日（火）、11日（木・祝）～14日（日）

バレンタインナイト2016
� 1601R09

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
「ベッラヴィスタ・ラウンジ」のスペシャルメニュー
（イメージ）� 1601R10
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あの感動がふたたび！
映画『アナと雪の女王』の世界を思いっきり楽しむ 2DAYS
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。

＜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

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/vp/list/バケーションパッケージ 検 索

※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　　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

「アナとエルサのフローズンファンタジー」の
パレード� 1601R11

「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� 1601R12
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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！
あなたも公式ファンクラブメンバーになって
東京ディズニーリゾートを、もっと楽しく、もっと身近に！

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。　※写真はイメージです。

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！

1601R13

特典1

特典2

特典3

※写真は2015年の年末にお届けした2016年のオリジナルカレンダーです。
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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。

他に
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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）」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 な々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。

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

� 1601R14

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〜

◇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 休止期間

ピーターパン空の旅 2015/6/1（月）～2016/2/29（月）
ホーンテッドマンション 1/5（火）～1/15（金）
スプラッシュ・マウンテン 1/18（月）～2/4（木）
カリブの海賊 2/9（火）～4/28（木）
イッツ・ア・スモールワールド 3/1（火）～3/12（土）

ショー 休止期間
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド） 1/5（火）～1/8（金）
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（火）～1/19（火）
ミッキーとミニーのポリネシアン・パラダイス 1/5（火）～3/20（日）
リロのルアウ＆ファン 1/6（水）～3/20（日）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド） 1/11（月）～1/15（金）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーランド） 1/18（月）～1/19（火）

ショップ 休止期間
スプラッシュダウン・フォト 1/18（月）～2/4（木）

レストラン 休止期間
ザ・ダイヤモンドホースシュー ※1 1/5（火）～1/19（火）
ポリネシアンテラス・レストラン※2 1/5（火）～3/20（日）
フレッシュフルーツオアシス 1/6（水）～2/19（金）
キャンティーン 1/12（火）～2/10（水）
センターストリート・コーヒーハウス 1/12（火）～
ブルーバイユー・レストラン 2/9（火）～4/28（木）
ロイヤルストリート・ベランダ 3/19（土）～4/28（木）
※1ディナーショーのみ休止いたします。
※2ディナーショーは、１月５日より休止いたします。
　 ランチショーは、１月６日より休止いたします。

東京ディズニーシー
アトラクション 休止期間

ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ（アメリカンウォーターフロント） 1/12（火）～2/26（金）
ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ（ポートディスカバリー） 1/12（火）～2/26（金）
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 1/19（火）～3/18（金）
マーメイドラグーンシアター 2/23（火）～3/19（土）
シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 3/22（火）～4/4（月）

ショー 休止期間
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 1/7（木）～1/8（金）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 1/11（月）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 1/14（木）～1/15（金）
ファンタズミック！ 1/16（土）～2/4（木）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 1/18（月）～1/21（木）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 1/25（月）～1/28（木）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 2/2（火）～2/4（木）
キング・トリトンのコンサート 2/23（火）～3/19（土）
ハピネス・オン・ハイ（東京ディズニーシー） 2/26（金）
ビッグバンドビート 3/20（日）～4/14（木）

レストラン 休止期間
マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー 1/5（火）～1/11（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。


