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東京ディズニーランド®／東京ディズニーシー®

「ディズニー・ハロウィーン」
9 月 8 日（金）～10 月 31 日（火）

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、9 月 8 日（金）から 10 月 31 日（火）までの
54 日間、秋のスペシャルイベント「ディズニー･ハロウィーン」を開催します。
初めて東京ディズニーランドでハロウィーンイベントを開催してから 20 周
年を迎える今年は、定番のエンターテイメントに加え、2 つのパークで初めて
ディズニーキャラクターのフル仮装（※1）を毎日お楽しみいただけます。ディ
ズニーの世界観の中で、ディズニーキャラクターに扮する特別感。気軽な仮装
から、本気で臨むフル仮装まで、開催期間中はいつでも好きなときにご体験い
ただけます。
東京ディズニーランドでは、今年も“ハロウィーン・ミュージックフェスティ
バル”をテーマに、ディズニーの仲間たちとおばけやスケルトンといったハロ
ウィーンのエンターテイメントのスターたちがゲストを巻きこみ、最高に楽し
仮装しているゲスト

い音楽で盛り上げます。
パレードルートでは、
「ハロウィーン・ポップンライブ」を
公演。ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たち
とハロウィーンのおばけやスケルトンといったエンターテイ
メントのスターたちが、様々なジャンルの音楽パフォーマン
スを繰り広げます。今年は音楽を一新し、さらにミッキーマ
ウスやミニーマウスたちは新しいコスチュームを着て登場す
るほか、フェスティバルをより盛り上げる MC も新たに登場
します。
また、ディズニーの仲間たちやダンサー、キャストと一緒

東京ディズニーランド「ハロウィーン・ポップンライブ」

に、ゲストがミュージックフェスティバルのようにタオルを
振り、一体となって盛り上がれるスペシャルグッズや、手軽に食べ歩けるスペシャルメニューなど
を販売します。
さらに、ミュージックフェスティバルでパフォーマンスをするディズニーの仲間たちのフォト
ロケーションが設置されるほか、パーク全域でかぼちゃやおばけを中心とするデコレーションが施
され、東京ディズニーランドらしい賑やかなハロウィーンを感じていただけます。

一方、東京ディズニーシーでは、今年も“クールで妖しいハロウィーン”をテーマに、妖しげな
異空間に変貌したパークで、ディズニーヴィランズ（※2）が、ディズニーの仲間たちと、ヴィラン
ズ流にハロウィーンを盛大にお祝いします。
メディテレーニアンハーバーでは、ヴィランズ流のハーバー
ショー「ザ・ヴィランズ・ワールド」を公演します。ヴィラン
ズが主役のハロウィーン・パーティーに招待されたミッキーマ
ウスとディズニーの仲間たちは、ヴィランズをイメージしたコ
スチュームを身にまとってハロウィーン・パーティーに参加し、
ゲストと一緒に盛り上がります。そして、これまで以上に強まっ
たマレフィセントの魔力が解き放たれると、パーティーの盛り
上がりは最高潮に達し、盛大なフィナーレを迎えます。
また、ヴィランズをテーマにした新たなスペシャルグッズや

東京ディズニーシー「ザ・ヴィランズ・ワールド」

スペシャルメニューも発売するほか、ヴィランズがメインとなっ
たデコレーションが施されたエリアでは、東京ディズニーシーならではの妖しげな異空間をお楽しみ
いただけます。
ディズニーホテルや、ディズニーリゾートラインも、ハロウィーンの雰囲気に包まれるこの時期、
ぜひご家族やお友だち、そしてディズニーの仲間たちと一緒に、ディズニーならではのハロウィーン
をお楽しみください。

※1：東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでの“ディズニーキャラクターのフル仮装”には制限があるため、
ご紹介の際は、
「東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイト参照、もしくは要問い合わせ」の旨を
ご記載くださいますようお願いいたします

※2：ディズニーアニメーションに登場する悪役の総称

©Disney

©Disney/Pixar

※写真はすべて昨年のものです

※本リリースは、2017 年 6 月 14 日に発信したものに、2017 年 9 月 1 日付で一部訂正を加えたものです

一般の方からのお問い合わせ先
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・国際電話からは TEL 045-330-5211

添付資料
【エンターテイメント・プログラム】
■東京ディズニーランド
『ハロウィーン・ポップンライブ』
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日 2 回）
出演者数：約 95 人
フロート台数：6 台
｢ハロウィーン・ポップンライブ｣は、ディズニーの仲間たち、
おばけやスケルトンたちとタッグを組んでバラエティに富んだ
音楽パフォーマンスを繰り広げる、ハロウィーンらしさあふれ
る楽しいパレードです。
昨年好評だったミュージックフェスティ
バルのテーマはそのままに、音楽を一新し、ミッキーマウスやミ
ニーマウスたちは新しいコスチュームを着て登場します。
このパレードの主催者であるグーフィーを先頭に、かぼちゃ
や魔女などのハロウィーンらしいモチーフの衣装に身を包んだ
ディズニーの仲間たちと、おばけやスケルトンといったハロ
ウィーンのエンターテイメントのスターたちが、ノリノリの音
楽やダンスを披露します。

東京ディズニーランド「ハロウィーン・ポップンライブ」
※写真は昨年のものです

パレードは途中 7 カ所で停止し、各フロートではクラブやポップス、ジャズ、ロック、ラテンと
いったさまざまなジャンルの個性豊かな音楽パフォーマンスを繰り広げます。さらに一部のフロー
トには、ミュージックフェスティバルを盛り上げる MC も登場。ゲストも一緒にタオルを振ったり
ダンスや手拍子をしたりと、盛り上がりは最高潮に。ディズニーの仲間たちと一緒にハロウィーン
らしい最高に楽しい時間を過ごすことができます。
＜パレード構成＞
ユニットのテーマ

出演キャラクター

ミッキーマウスたちとコウモリによる、とびき
① １
ミッキーマウス（※）、マックス（※）
りクールなクラブステージ
②
③
④
⑤
⑥

三匹の子ぶたと蘇ったアイドルマミーたちによ 三匹の子ぶた（ファイファー、フィドラー、プ
る、かわいいポップスステージ
チップとデールたちがスケルトンと共演する、
愉快なジャズステージ

ラクティカル）
チップ、デール、プルート

ドナルドダックたちがかぼちゃでできた楽器を ドナルドダック、ヒューイ、
演奏する、底抜けに陽気なラテンステージ
スティッチ率いる黒猫バンドによる、はちゃめ
ちゃ楽しいロックステージ

デューイ、ルーイ
スティッチ、エンジェル

ミニーマウスたちが魔女と歌う、妖しくも華麗 ミニーマウス（※）、デイジーダック（※）、ク
なコーラスステージ

※は新しいコスチュームで登場します

ラリス（※）

その他
一部のステージショーや、パーク全域で行われているアトモスフィア・エンターテイメントも、ハ
ロウィーン期間限定のスペシャルバージョンになって登場します。
ショー

場所

スーパードゥーパー・ジャンピンタイム

プラザパビリオン・バンドスタンド

アトモスフィア・エンターテイメント

場所

東京ディズニーランド・バンド

ワールドバザール／プラザテラス

バイシクルピアノ
ワイルドウエスト・チャンス

ウエスタンランド

ラウンドアップ＆プレイ
オーパス・ファイブ

トゥモローランド

ファン・メンテナンス

パレードルート

ウェルカムフラワーバンド

エントランス

ジップンズーム・ガイドツアー
※出演場所は公演回により異なります

■東京ディズニーシー
『ザ・ヴィランズ・ワールド』
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約 25 分（1 日 3 回）
出演者数：約 120 人
バージ（船）数：5 隻
メディテレーニアンハーバーでは、ディズニーアニメー
ションに登場する悪役たち“ディズニーヴィランズ”が
主役のハロウィーン・パーティーを今年も開催します。
ヴィランズに招待されたディズニーの仲間たちは、招待
してくれたヴィランズをイメージしたコスチュームを
身にまとってハロウィーン・パーティーに参加します。
妖しげなナレーションによってハロウィーン・パー
ティーのスタートが告げられると、メディテレーニアン
ハーバーにはヴィランズを乗せたバージ（船）が 5 隻
登場。マレフィセントが、ディズニーの仲間たちを招き

東京ディズニーシー「ザ・ヴィランズ・ワールド」
※写真は昨年のものです

入れ、ハロウィーン・パーティーの開幕を力強く宣言
してショーはスタートします。
ヴィランズは、ディズニーの仲間たちや手下のダンサーたちと一緒に、
“美しさ”、
“ユーモア”、
“気品”、
“ 魔法”といった自分たちの魅力をアピールするパフォーマンスを披露します。そして、
マレフィセントが雄たけびをあげながら魔力を振るうと、それぞれのヴィランズたちの魅力が集結し、

パーティーは最高潮に盛り上がって華やかなフィナーレを迎えます。
＜5 隻のバージ（船）＞
ディズニーヴィランズ

招待されたキャラクター

①

ウィックド・クイーン（
『白雪姫』
）

②

キャプテン・フック、ミスター・スミー（
『ピーター・パン』
） ミッキーマウス、プルート

③

ハデス、ペイン、パニック（『ヘラクレス』）

ドナルドダック、チップ、デール

④

ジャファー（
『アラジン』
）

グーフィー

マレフィセント（
『眠れる森の美女』
）

クラリス

アースラ（
『リトル・マーメイド』
）

デイジーダック

⑤

ミニーマウス

※ディズニーヴィランズのカッコ内は出演ディズニー映画

＜『ザ・ヴィランズ・ワールド』に登場する主要な 6 人のディズニーヴィランズ＞
ディズニーヴィランズ

出演ディズニー映画

マレフィセント

『眠れる森の美女』

キャプテン・フック

『ピーター・パン』

ウィックド・クイーン

『白雪姫』

ハデス

『ヘラクレス』

ジャファー

『アラジン』

アースラ

『リトル・マーメイド』

オーロラ姫にのろいをかけ、ドラゴンにも
変身する強い魔力を持った魔女
ピーターパンの宿敵で、鉤（かぎ）の手を
持つ悪名高き海賊船の船長
魔女に変身し、毒りんごで白雪姫を狙おうと
する美しい女王
神々の国オリンポスの支配を企む、冥界
（死者の国）をしきる冷徹な王
魔法の杖で自由自在に魔法を操り、国王の
座を狙うアグラバーの大臣
トリトン王の地位を奪おうとする、妖しげな
魅力を持つ海の魔女

■東京ディズニーランド/東京ディズニーシー
『ナイトハイ・ハロウィーン』
ハロウィーンの音楽にのせて、両パークの夜空を花火が色鮮やかに彩ります。

※各エンターテイメント・プログラムは天候等の状況により、内容が変更または中止になる場合が
あります

【スペシャルプログラム】
■東京ディズニーシー
『ヴィランズ・ハロウィーン・パーティー』
実施場所：ウォーターフロントパーク
ヴィランズの世界をイメージしたバナーなどの装飾が施され、妖し
げな雰囲気に包まれたウォーターフロントパークやその周辺では、
ヴィランズによるグリーティングを行うほか、ヴィランズの力で魅
力的な人間の姿に変えられた手下たちが、ゲストにヴィランズの素
晴らしさをアピールしてその世界に引き込もうとしたり、ヴィランズ
にふさわしい理想的なファッションコーディネートになるようゲス
トのファッションチェックをしたりします。

『カスバ・マジックトリート』
実施場所：アラビアンコースト
ジャファーをイメージしたデコレーションが施された「カスバ・
フードコート」では、「マジックランプシアター」に登場するシャ
バーンとアシーム、その他アラビアのマジシャンたちが、様々なマジック
でお食事中のゲストをおもてなしします。
また、宮殿の中庭では、ジャファーをはじめ、シャバーンとアシーム、
妖しげな黒魔術師とそれに対する正統派マジシャンが、華やかな
マジックを披露します。

※写真はすべてイメージです

【仮装】
東京ディズニーランドで初めてハロウィーンイベントを開
催してから 20 周年を迎える今年は、東京ディズニーランドと
東京ディズニーシーの両パークで初めて、スペシャルイベン
ト「ディズニー・ハロウィーン」の実施期間は毎日、ディズ
ニーキャラクターのフル仮装をしてご入園いただけます。
ディズニーキャラクターのコスチュームと色味を合わせた
コーディネートをした方や、全身で変身するフル仮装をした
方など、仮装を楽しむたくさんのゲストがいらっしゃるパー
クは、ハロウィーンならではの特別感であふれ、より一層楽

ディズニーヴィランズをイメージした
フル仮装をしているゲスト

しい空間となることでしょう。

※安全確保のため、仮装のままではご利用いただけないアトラ
クションがありますので、仮装での入園についてご紹介いただ
く際には、あわせて点線部分をご掲載いただくか、
「ディズニー
キャラクターのフル仮装については制限があるため、東京ディ
ズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト参照、もしくは
要問い合わせ」の旨をご掲載くださいますようお願いいたし

ドナルドダックをイメージした
色味でコーディネートしているゲスト
※写真はいずれも昨年のものです

ます
※ ディズニーキャラクター以外の仮装をしての入園はお断りいたします

※ 実施期間以外は、ディズニーキャラクターであっても、フル仮装での入園はお断りいたします（小学
生以下を除く）
※ 顔を覆う仮装や、顔を塗る、傷を描く（シールをつける）、髭をつけるなどの仮装メイク、とがったも
のを装着した仮装、長い棒や杖などの危険物を伴う仮装、歩行が困難な仮装、肌露出の多い仮装はご
遠慮ください
※ 東京ディズニーリゾートのキャスト（コスチューム）への仮装はお断りいたします
※ 園内外のレストルーム、車椅子優先レストルームおよびコインロッカー付近を使用しての着替えはご
遠慮ください
※ ショー鑑賞時は、他のゲストの鑑賞の妨げとなるような大きな仮装具は取り外していただく場合がご
ざいます
※ 上記内容やその他安全性やテーマ性を損なう仮装をしての入園はお断りいたします
▼仮装に関する特設ページ
（http://www.tokyodisneyresort.jp/special/tdr_halloween_kaso/）

【スペシャルグッズ】
■東京ディズニーランド
「ハロウィーン・ポップンライブ」に連動し、パレードのフロートをモ
チーフにした“ポップ”でキュートなデザインと、
“クール”でロックテイ
ストなデザインのスペシャルグッズを、約 35 種類販売します。昨年に引
き続き、キャラクターたちやダンサー、キャスト、ゲストがミュージッ
クフェスティバルのようにタオルを振り、一体となって盛り上がれるグッ
ズや、リストバンドなどの身につけグッズも登場します。

フェスティバルタオル 各 1,200 円
リストバンド 各 500 円
※写真はイメージです

■東京ディズニーシー
「ザ・ヴィランズ・ワールド」に登場するヴィランズを全面にデザイン
した様々なスペシャルグッズを約 35 種類販売します。さらに、ハロウィー
ンのお菓子をテーマに楽しく仮装したダッフィーたちや、新しいお友だち
のステラ・ルーのグッズも 8 種類登場します。
■東京ディズニーランド/東京ディズニーシー
トートバッグ

ミッキーマウスたちがシーツをかぶっておばけに扮したハロウィーン

3,000 円

らしいデザインや、かぼちゃを大きくポップにデザインしたグッズなど、
約 45 種類を販売します。このほか、自分でお菓子を選ぶことのできる「ス
ウィーツ・セレクション」は、今年は 2 パークで実施します。お好きな
デザインのポーチに入れる新たなスタイルとなって登場します。
※スペシャルグッズは 9 月 1 日（金）より先行販売します
※ダッフィー関連グッズは 9 月 4 日（月）より先行販売します

上）クリアホルダーセット 920 円
下）ボールペンセット 2,400 円

【スペシャルメニュー】
■東京ディズニーランド
“ハロウィーン・ミュージックフェスティバル”を盛り上げる、手軽で楽しい
メニューが登場します。
「キャプテンフックス・ギャレー」では、かぼちゃや紫イモ
を使ったピザ、
「ザ・ガゼーボ」では食べ歩きもできるフォトジェニックなメニュー
など、
“フェス飯”感覚でお楽しみいただけます。また、「プラザパビリオン・レス
トラン」では、ハロウィーン定番のかぼちゃのモチーフがかわいいスペシャルセット
を販売します。
スペシャルセット 730 円
店舗：キャプテンフックス
・ギャレー

■東京ディズニーシー
今年もヴィランズ一色のさまざまなスペシャルメニューが登場します。
「カス
バ・フードコート」では、スペシャルセットのデザートが、
“ジャファー”をイ
メージしたデザートと妖艶な色合いのラッシーの 2 種類からお選びいただけます。
「ノーチラスギャレー」では、
“ハートの女王”をイメージした、黒と赤のコントラ
ストが目を引くギョウザドックが新たに登場。また「シーサイドスナック」では、
昨年ご好評いただいた“アースラ”をモチーフにした「スペシャルうきわまん（スパ
イシーシュリンプ＆ポーク）
」を販売します。

■東京ディズニーランド/東京ディズニーシー

スペシャルセット 1,580 円
店舗：カスバ・フードコート

ハロウィーン限定のミニスナックケースを販売します。
※スペシャルメニューは 9 月 1 日（金）より先行販売します
※写真はすべてイメージです

【デコレーション】
■東京ディズニーランド
ディズニーキャラクターたちとハロウィーンの陽気で楽し
いミュージシャンのパフォーマンスを再現したデコレーショ
ンが登場します。
ワールドバザール中央やストリートには、クモの巣やおばけ、
大きなかぼちゃなどが飾られるほか、ウエスタンランドやファ
ンタジーランド、トゥーンタウンにも、かぼちゃとおばけを中
心とした明るく楽しいデコレーションが施されます。そのほか、
夜になるとシンデレラ城とその周辺のデコレーションがライト
アップされ、ハロウィーンの雰囲気をより一層盛り上げます。
■東京ディズニーシー
昨年に引き続き、ヴィランズが主役のハロウィーンをテーマ
にしたデコレーションが飾られます。
ヴィランズのパワーが一段と高まった様子を表現したエン
トランスでは、ゲストをヴィランズの妖しい世界へ誘います。
また、アメリカンウォーターフロントのウォーターストリー
トでは、今年はマレフィセントのイバラをイメージした装飾
が施されます。メディテレーニアンハーバーやニューヨークエ
リアでは、ヴィランズをモチーフとしたミステリアスな雰囲気
の様々なデコレーションが登場します。アラビアンコーストでは、昨年に続き、ジャファーをモチー
フとしたデコレーションが施され、ヴィランズ一色になったハロウィーンをいたるところでお楽し
みいただけます。
※写真はいずれも昨年のものです

【アトラクション】
東京ディズニーランドの「ウエスタンランド・シューティングギャラリー」では、10 発全て命中
したスコアカード、または「ラッキー」と表示されたスコアカードが出たら、ハロウィーン仕様の
グーフィーの保安官バッジを期間限定でプレゼントします。
また、ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」では、9 月 2 日（土）から 2018 年 1
月 3 日（水）までの期間、ショーの内容を変更し、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』をモチーフにした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”
」を実施します。

【東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ】
ディズニーホテルなどでの宿泊や、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでのハロウィーン
のエンターテイメント・プログラムのショー鑑賞券、時間指定の無いファストパス・チケットな
どが付いた宿泊プランを販売中です。このプランでは、2つのパークのハロウィーンイベントを存分
にお楽しみいただけます。
※詳細については、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/）でご確認いただけます

【東京ディズニーリゾート内各施設のハロウィーン】
■ディズニーホテル
3 つのディズニーホテルのレストランとラウンジでは、パークのスペシャルイベント「ディズニー・
ハロウィーン」と連動した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では、東京ディズニーランドのイ
ベントコンセプトである“ハロウィーン・ミュージックフェスティバル”をイメージしたお料理を
季節の食材ととも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、
ディズニーヴィランズの“クールで妖しいハロウィーン”の雰囲気をお楽しみいただけるお料理を
提供します。ホテルごとに趣向を凝らした「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルメニューを
ぜひお楽しみください。

■ディズニーリゾートライン
ディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーランドと東京
ディズニーシーの「ディズニー・ハロウィーン」をイメージしたデ
ザインのフリーきっぷを2種類販売します。
また、ディズニーリゾートラインの各駅では、ハロウィーンのデ
コレーションが登場し、ゲストのみなさまをお迎えします。

フリーきっぷ
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■イクスピアリ®
イクスピアリでは、9 月 8 日（金）から 10 月 31 日（火）までの 54 日間、
「イクスピアリ・ハロ
ウィーンタウン」を開催します。
今年もセレブレーション・プラザにはジャイアント・パンプキンが登
場するほか、イクスピアリの街中がハロウィーンの雰囲気たっぷりにデ
コレーションされます。
また、子どもから大人まで楽しめるイベントや、開催日限定のワーク
ショップ（体験講座）などお楽しみが盛りだくさん。さらに、ショップ
やレストランでも、おばけやかぼちゃなどハロウィーンモチーフのアイ
テムやスペシャルメニューなどを取りそろえ、街全体でハロウィーンを
盛り上げます。

※写真はすべてイメージです

