2017 年 9 月 8 日
報道関係各位
株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーリゾート®のクリスマス
11 月 8 日（水）～12 月 25 日（月）
東京ディズニーリゾートでは、11 月 8 日（水）から 12 月 25 日（月）の 48 日間、東京ディズニー
ランド ® や東京ディズニーシー ® をはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、
イクスピアリの各施設で、クリスマスのスペシャルイベントを開催します。
今年は、東京ディズニーランドで期間限定のキャッスルプロジェクションを新たにスタートす
るほか、クリスマスの季節を盛り上げるショーやデコレーションの展開など、東京ディズニーリ
ゾートならではのクリスマスをお楽しみいただけます。
東京ディズニーランドでは、
“ディズニーの仲間たちのクリスマスがあふれ出すストーリーブック”
をテーマに、ディズニーならではのファンタジックで楽しいクリスマスをお届けするスペシャルイ
ベント「クリスマス・ファンタジー」を開催します。
今年は新たに、クリスマス期間限定の特別なナイトエンターテ
イメント「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」を実施します。
このナイトエンターテイメントは“クリスマスの贈り物”をテー
マにした、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちによる新し
いキャッスルプロジェクションです。シンデレラ城にたくさんの
賑やかな映像が映し出され、心温まる特別なストーリーへとゲス
トの皆様をお連れします。
また、昨年に引き続き実施するパレード「ディズニー・クリス
マス・ストーリーズ」では、絵本の中から飛び出してきたクリスマ
スを楽しむディズニーの仲間たちの物語がパレードになって綴ら
れます。

東京ディズニーランド
「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」

エントランスやシンデレラ城前のプラザには、クリスマスの準備を楽しむディズニーの仲間
たちのデコレーションが新たに登場します。パークのいたるところで東京ディズニーランドな
らではのクリスマスの世界をお楽しみいただくことができます。
東京ディズニーシーでは、
“大切な人と過ごすロマンティッ
クなクリスマス”をテーマに、スペシャルイベント「クリ
スマス・ウィッシュ」を開催します。今年はエンターテイメン
ト・プログラムやデコレーションなどさまざまな場面で、
イルミネーションが煌めく中、美しく雪が舞うパークをお楽
しみいただけます。
夜、メディテレーニアンハーバーの水上で公演する「カ
ラー・オブ・クリスマス」では、今年新たに雪が舞い降りる

東京ディズニーシー
「カラー・オブ・クリスマス」

演出が加わり、
よりロマンティックな雰囲気をお楽しみいただ
けるほか、ディズニーの仲間たちも新しいコスチュームで登場し、ゲストと一緒に願いをかけ、
水上のクリスマスツリーを幻想的に輝かせます。
※写真はイメージです
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日中に行われるハーバーショー「パーフェクト・クリスマス」では、ディズニーの仲間たちが
集い、思い思いのクリスマスを披露します。今年は新たにデイジーダックがクリスマスのお菓子
を紹介するシーンと雪が舞い降りる演出が加わり、これまで以上にクリスマスの雰囲気を盛り上
げます。
また、アメリカンウォーターフロントの豪華客船 S.S.コロンビア号の前には雪化粧をした高さ
約 15 メートルの巨大なツリーが設置されるなど、パークのいたるところで温かなイルミネー
ションが光り輝き、パーク全体がロマンティックな雰囲気で彩られます。このほか、ロストリ
バーデルタの「フィエスタ・デ・ラ・ルース」（スペイン語で「光の祭り」の意）の温かなイル
ミネーションなど、バラエティに富んだクリスマスをお楽しみいただくことができます。
あわせて、
「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」
、
「ディズニーリゾートライン」
、
「イクスピアリ」の各施設でも、魅力
あふれるさまざまなクリスマスイベントを開催します。
クリスマスの雰囲気に包まれた東京ディズニーリゾートで、ご家族やご友人、大切な人と一緒に
素敵な思い出に残るひとときをお過ごしください。

※本リリースは、2017 年 8 月 10 日に発信したものに、2017 年 9 月 8 日付で一部訂正を加えたものです
一般の方のお問い合わせ先
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
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添付資料
◆ 東京ディズニーランド「クリスマス・ファンタジー」◆

【エンターテイメント・プログラム】
◇「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」
公演場所：シンデレラ城
（キャッスル・フォアコート）

公演時間：約 15 分（1 日 1～2 回／夜間）
「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」は、ミッキーマウスをはじめとするディズニー
の仲間たちによる“クリスマスの贈り物”をテーマにした新しいキャッスルプロジェクション
です。
このキャッスルプロジェクションでは、クリスマスならではのファンタジックな映像が、シ
ンデレラ城の形状を生かしたプロジェクションマッピング技術によりイルミネーションのよう
に色鮮やかに映し出され、ゲストの皆様をディズニーの仲間たちとともに素敵なクリスマスの
世界へ誘います。
また、ストーリーの中では、誰もが一度は耳にしたことのあるクリスマスソングが響き渡り、
心温まるクリスマスの世界を演出します。
※鑑賞方法の詳細については、9月下旬以降に東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでご確認ください

◇「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 40 分（1 日 2 回／日中）
出演者数：約 110 人
「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」は、ディズニーの仲間たちが大切な人たちと一緒に
過ごすクリスマスの物語が綴られる、ファンタジックで楽しいパレードです。
サンタクロースに扮したドナルドダックが、デイジーダッ
クや甥っ子たちと一緒に楽しく過ごすアットホームなクリス
マスのフロートを先頭に、ミッキーマウスとミニーマウスが
大切な仲間たちと一緒にクリスマスを過ごしている様子のフ
ロートなど、7つのストーリーをお楽しみいただけます。
途中パレードが停止すると、鐘の音が鳴り響きクリスマス

東京ディズニーランド
「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」

パーティーが始まります。クリスマスソングが流れる中、身
ぶり手ぶりで参加するゲストと共に、ディズニーの仲間たちが鈴を鳴らしパーティーを更に盛り上
げます。フィナーレではパレードルートに雪が舞い降り、ゲストとディズニーの仲間たちが一緒に
心温まるクリスマスをお祝いします。
「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」は日本航空株式会社が提供します
＜パレード構成＞

※写真はイメージです
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ユニットのテーマ
第1話

ドナルドダックたちのアットホームな
クリスマス

第 2 話 おもちゃの世界の賑やかなクリスマス
第 3 話 白雪姫とこびとたちの温かなクリスマス
第4話
第5話

主な出演キャラクター
ドナルドダック、デイジーダック、
スクルージ・マクダック、
ヒューイ、デューイ、ルーイ
ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤー、
ブルズアイ、グリーンアーミーメン
白雪姫、七人のこびと

ミッキーマウスが友だちと過ごす楽しい

ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフィー、

クリスマス

マックス、プルート、チップ、デール

常夏のハワイで迎えるスティッチたちの
クリスマス

リロ、スティッチ、エンジェル

第 6 話 ベルとビーストのロマンティックなクリスマス ベル、ビースト
第 7 話 アナとエルサの雪と氷の世界

アナ、エルサ、オラフ

※パレードは、①ウエスタンランド／ファンタジーランド、②プラザの 2 カ所で停止します

◇その他
パレードやショー、一部のアトモスフィア・エンターテイメント、キャラクターグリーティングも、
クリスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場します。
パレード／ショー
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
スーパードゥーパー・ジャンピンタイム

公演場所
パレードルート
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

公演場所

東京ディズニーランド・バンド
バイシクルピアノ

ワールドバザール／プラザテラス

サックス・フォー
ワイルドウエスト・チャンス
ラウンドアップ＆プレイ

ウエスタンランド

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、その他

ウェルカムフラワーバンド

エントランス／ワールドバザール

ジップンズーム・ガイドツアー

／プラザテラス
キャラクターグリーティング

トゥーンタウンを中心に、クリスマスアイテムを身につけたディズニーの仲間たちが登場します。
※各エンターテイメント・プログラムは、公演回数が変更になる場合や、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

【デコレーション】

※写真はイメージです
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東京ディズニーランドのエントランスやシンデレラ城前のプラザには、今年は新たにディズニー
の仲間たちがクリスマスを楽しむ様子がデザインされたデコレーションが登場します。
エントランスでは、部屋の中でミッキーマウスがミニーマウスたちと一緒にクリスマスパーティー
の準備をしている様子を表現したデコレーションが登場するほか、シンデレラ城前のプラザでは
ディズニーの仲間たちが思い思いにクリスマスを楽しんでいる様子をご覧いただくことができます。
そのほかにも、ワールドバザールのクリスマスツリーをはじめ、各テーマランドには、クリスマス
ならではの装飾や体験型フォトロケーションなどが登場し、東京ディズニーランドのファンタジック
で楽しいクリスマスを彩ります。

エントランスのフォトロケーション

シンデレラ城前のプラザのフォトロケーション

【アトラクション】
2 つのアトラクションでは、期間限定のスペシャルプログラムをお楽しみいただけます。
アトラクション
ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”
カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”

実施期間
9 月 2 日(土) ～ 2018 年 1 月 3 日(水)
11 月 3 日(金) ～ 12 月 28 日(木)

そのほかにも、西部一のガンマン目指してライフルの腕だめしができる「ウエスタンランド・
シューティングギャラリー」では、
「ラッキー」と表示されたスコアカードが出るか、10 発全て
命中するともらえるバッジが、クリスマス限定でディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』
シリーズのウッディのデザインになるなど、クリスマスならではの楽しみをご用意しています。

※写真はイメージです
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◆ 東京ディズニーシー「クリスマス・ウィッシュ」◆

【エンターテイメント・プログラム】
◇「カラー・オブ・クリスマス」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約 15 分（1 日 1 回／夜間）
出演者数：約 25 人
高さ約 15 メートルの大きなクリスマスツリーや小さなツリーのオブジェが光り輝く幻想的な
夜の水上エンターテイメントです。
今年は新たに雪が舞う演出が加わり、夜のメディテレーニアン
ハーバーをよりロマンティックに彩るほか、ミッキーマウスをは
じめとするディズニーの仲間たちもオーナメントをあしらった
新しいデザインのコスチュームで登場します。またジェラトー
ニやステラ・ルー、ジーニーやアブーも初めて登場し、クリス
マスの夜に輝きを加えます。
「クリスマスの夜に人々の願いごとが集まると、ツリーが光

東京ディズニーシー
「カラー・オブ・クリスマス」

り輝いて幸せをもたらす」という、クリスマスツリーの物語が
ナレーションで流れるとショーが始まります。鐘の音が鳴り響

き、夜空から眩い光が降りてくると、ミッキーマウスたちが船に乗って登場し、
「みんなでクリス
マスツリーに願いを届けよう」と呼びかけ、クリスマスソングを歌いながら小さなツリーのオブ
ジェに色鮮やかな光を灯していきます。
ゲストとディズニーの仲間たちが一緒に願いをかけると、ハーバーの中央に光が集まり、大き
なクリスマスツリーが現れ、美しく光り輝くクリスマスツリーとオブジェで、メディテレーニアン
ハーバーが幻想的な輝きに包まれます。
ショーの後半からは、雪が舞い始め、噴き上がる噴水や鮮やかなパイロやレーザーとともに夜
を彩り、美しく華やかなフィナーレを迎えます。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、
チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー、ピノキオ、ゼペット、
ジーニー、アブー
◇「カラー・オブ・クリスマス －アフターグロウ」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約 3 分（「スターブライト・クリスマス（花火）」終了後、約 15 分ごと）
「カラー・オブ・クリスマス」で人々の願いが集まり光り輝い
たクリスマスツリーとツリーのオブジェは、花火が終わった後も
光と音楽が連動して色鮮やかに変化し、輝き続けます。また今年、
一部の公演では雪も舞い、よりロマンティックな雰囲気をお楽し
みいただけます。
東京ディズニーシー
「カラー・オブ・クリスマス－アフターグロウ」
※写真はイメージです
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◇「パーフェクト・クリスマス」
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／日中）
出演者数：約 115 人
「パーフェクト・クリスマス」は、ディズニーの仲間たちが
思い思いのクリスマスを披露しながら、クリスマスの楽しさや
家族や仲間と過ごすクリスマスの素晴らしさを伝えていく心温
まるエンターテイメントです。
今年は、新たにデイジーダックがクリスマスのお菓子を紹介
するシーンが加わるほか、ショー中には雪が降り、クリスマス
の雰囲気を盛り上げます。
ミッキーマウスと仲間たちの楽しそうな会話が聞こえてく

東京ディズニーシー
「パーフェクト・クリスマス」

ると、ショーが始まります。クリスマスソングが流れる中、ディズニーの仲間たちが、クリスマ
スツリーやクリスマスのお菓子、雪だるま、クリスマスソング、くるみ割り人形と、それぞれの
クリスマスへの思いをダンスや歌にのせて披露します。
その後、サンタクロースが船に乗って登場すると、みんな大喜びで歌い踊り、サンタクロース
を迎えます。さらにディズニーの仲間たちも加わり、家族や仲間など大切な人と一緒に過ごすク
リスマスをみんなでお祝いします。
ショーの最後には、たくさんの雪が舞う中、色鮮やかなパイロが打ち上がり、華やかなフィナーレ
を迎えます。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、プルート、グーフィー、
チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイ、マックス、クラリス、スクルージ・マクダック、
アラジン、ジャスミン、ジーニー、アリエル、エリック、サンタクロース
◇その他
ショーや一部のアトモスフィア・エンターテイメント、キャラクターグリーティングも、ク
リスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場します。
アトモスフィア・エンターテイメント
東京ディズニーシー・マリタイムバンド
ファン・カストーディアル

公演場所
ウォーターフロントパーク

キャラクターグリーティング

場所

ダッフィー

ヴィレッジ・グリーティングプレイス

シェリーメイ

エントランス

アリエル

アリエルのグリーティンググロット

上記以外にもクリスマスアイテムを身につけたキャラクターが各所に登場します。
※各エンターテイメント・プログラムは、公演回数が変更になる場合や、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
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【デコレーション】
東京ディズニーシーの各テーマポートにはさまざまなクリスマスのデコレーションが登場し、
パーク全体を光輝かせます。
アメリカンウォーターフロントの豪華客船 S.S.コロンビア号の前には、高さ約 15 メートルの巨
大なツリーが登場します。今年はツリーが雪化粧され、より一層ロマンティックな雰囲気に包まれ
ます。ウォーターフロントパークでは、雪の結晶がモチーフになったイルミネーションが飾られる
ほか、夜になるとミッキーマウスとミニーマウスのモニュメントが華やかな光に包まれる「スノー
クリスタル・イルミネーション」を実施します。
また、ロストリバーデルタでは、中南米をイメージした赤や緑の原色の飾りが幻想的なイル
ミネーション「フィエスタ・デ・ラ・ルース」
（スペイン語で「光の祭り」の意）を今年も実施
します。

アメリカンウォーターフロントのクリスマスツリー

ミラコスタ通りのデコレーション

◆ 東京ディズニーランド ／ 東京ディズニーシー ◆
【エンターテイメント・プログラム】
◇「スターブライト・クリスマス（花火）」
公演場所：パークワイド
公演時間：約 5 分（1 日 1 回）
クリスマスソングに合わせて、星やベルの形の花火やクリスマスカラーの華やかな花火が打
ち上がり、夜空を華麗に彩ります。
※東京ディズニーランドでは、11 月 17 日（金）、12 月 1 日（金）は公演がありません

※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

※写真はイメージです
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【スペシャルグッズ】
東京ディズニーランドでは、
“温かく過ごすクリスマス”をテーマに、シンデレラ城で繰り広げ
られる「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」のストーリーやモチーフを活かし、ショーに
出てくるクリスマスを過ごすキャラクターたちの様子がデザインされたブック型のメモセットや
パスケース、リップクリームセット、キーチェーンセットなどのグッズを約 30 種類販売します。
東京ディズニーシーでは、
“ロマンティックに過ごすクリスマス”をテーマに、ロマンティック
な雪降るクリスマスを楽しむディズニーの仲間たちの様子がデザインされたメモやボールペンセッ
トなどのグッズを約 35 種類販売します。雪にちなみ「白」を基調にしたリュックやポーチ、ヘア
ポニー、ブランケットなどのグッズを販売します。
また、ブロードウェイのステージに立つことを夢見るステラ・ルーが登場して初めてのクリス
マスとなる東京ディズニーシーでは、ダッフィーたちがアイススケートを楽しむ様子のグッズや、
バレエの「くるみ割り人形」のストーリーをテーマにしたグッズなど、ステラ・ルーとダッフィー
たちがニューヨークの冬を楽しく過ごす様子がデザインされたグッズが合わせて25種類登場します。
両パーク共通のグッズとして、昨年に引き続き“スノースノー”のグッズが登場します。今年
はスノーミッキーとスノーミニーに加えて新たにスノーチップ＆スノーデールが加わり、
“スノース
ノー”のぬいぐるみに着せかえのパーツなどを選ぶことができるスノースノー“メイク・イット・
マイン”やパーツをつけてカスタマイズ出来るファンキャップなど約 50 種類のグッズを販売し
ます。
※スペシャルグッズは、11 月 1 日（水）から先行販売します
※アイススケートを楽しむダッフィーたちのグッズは、10 月 23 日（月）から先行販売します
※「くるみ割り人形」のストーリーをテーマにしたダッフィーたちのグッズは、11 月 2 日（木）から先行販売します
※スペシャルグッズは販売数に限りがあるため、売り切れとなる場合があります

メモセット 900 円
（東京ディズニーランド）

ボールペンセット 1,500 円
（東京ディズニーシー）

コスチュームセット 各 4,800 円
※ぬいぐるみ(S)は別売りです
（東京ディズニーシー）

スノースノー“メイク・イット・マイン”
ベーシックセット 2,200 円
パーツ 各 400 円
（両パーク共通）

ファンキャップ 2,000 円
パーツ 各 600 円
（両パーク共通）

ストラップ 各 1,700 円
（東京ディズニーシー）

※写真はイメージです
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【スペシャルメニュー】
東京ディズニーランドでは、ショーなどを観ながら“おいしいクリスマスプレゼントをパー
クに持ち出そう”をコンセプトに、
「リフレッシュメントコーナー」や、
「キャプテンフックス・
ギャレー」でクリスマスらしい色合いの温かなメニューを販売します。
そのほか、
“わいわい賑やかなディズニーのクリスマスパーティー”をコンセプトに、「プラ
ザパビリオン・レストラン」や「グランマ・サラのキッチン」では、ご家族や仲間と楽しいお
食事ができるセットメニューをご提供するとともに、「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」
では、エリア全体で初めてのクリスマスムードを演出し、ゲストの皆様をお迎えいたします。
東京ディズニーシーでは、クリスマスの雰囲気漂う“フィエスタ・デ・ラ・ルース”をご覧
いただいた後に、
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」でクリスマスのひとときをお楽しみい
ただけるセットメニューを販売します。
また「カフェ・ポルトフィーノ」では“大切な人と過ごすロマンティックなクリスマス”をテー
マに、温かみある色合いのクリームソースのパスタを、「ハドソンリバー・ハーベスト」では、
ベイクドポテトにチキンを加え、口の中いっぱいに広がるチーズがかかったメニューをご提供
します。
そのほか、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの両パークでりんごなどを使った甘
酸っぱいスーベニアスプーン付きのホットドリンクや、カップルやお友だちだけでなくご家族で
もお楽しみいただけるフォトジェニックなスーベニアカップ付きのデザートをはじめ、チョコ
レート味のチュロスを販売します。
※スペシャルメニューは、11 月 1 日（水）から先行販売します
※スペシャルメニューは内容が変更、または売り切れとなる場合があります

「リフレッシュメントコーナー」
スペシャルセット 900 円
（東京ディズニーランド）

「カフェ・ポルトフィーノ」
スペシャルセット 2,180 円
（東京ディズニーシー）

※写真はイメージです
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◆ 東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ ◆
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの 2 つのパークのクリスマスを存分にお楽しみ
いただける、エンターテイメント・プログラムの鑑賞券、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『2 つのパークで「ディズニー・クリスマス」を楽しむ 2DAYS／
3DAYS』、
『「ディズニー・ギフト・オブ・クリスマス」を楽しむ 2DAYS』を販売中です。
※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/）
でご確認ください

◆ ディズニーホテル ◆
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
ランドホテルのレストランとラウンジでは、パークで開催されるクリスマスのスペシャルイベン
トと連動したメニューを提供します。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
ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、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」のモチーフやエンターテインメント・プログラムをイメージしたスペ
シャルメニューをご用意します。それぞれのディズニーホテルの個性あふれる華やかなメニュー
をぜひお楽しみください。
また、ディズニーアンバサダーホテルでは、今年もホテルエントランスのイルミネーション
をお楽しみいただけます。昨年、初めて登場した映画のフィルムをモチーフにしたクリスマス
ツリーは、ハリウッド黄金期を迎えた 1930 年代のアメリカをテーマにしたディズニーアンバサ
ダーホテルならではのデザインです。
そして、昨年オープンした 2 棟からなる東京ディズニーセレブレーションホテル ®では、今年
初めてそれぞれの館内にクリスマスのデコレーションを施し、クリスマスムードを盛り上げます。
ディズニーホテルで、心温まる素敵なクリスマスをお過ごしください。

ディズニーアンバサダーホテルの
クリスマスイルミネーション

東京ディズニーセレブレーションホテル：
ウィッシュのクリスマスデコレーション

東京ディズニーセレブレーションホテル：
ディスカバーのクリスマスデコレーション

※写真はイメージです
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◆ 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、各駅でクリスマスのデコレーションが登場し、東京ディズニー
リゾートのクリスマスの雰囲気を演出します。
また、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのスペシャルイベントをイメージしたデザ
インのフリーきっぷ 2 種類を各ステーションで販売します。

フリーきっぷ

※写真はイメージです
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◆ イクスピアリ ◆
イクスピアリでは、
“ホワイトサンタ”が手掛けるクリスマスイベント「イクスピアリ・クリ
スマスタウン」を開催します。皆様を楽しませることが大好きなホワイトサンタが、イルミネー
ションをはじめホワイトとゴールドをテーマにしたデコレーションでイクスピアリの街中を演
出します。さらにこの季節ならではのワークショップ（体験講座）や、スペシャルライブなど
たくさんのエンターテイメントもご用意して皆様をお迎えします。
ショップやレストランではプレゼントにぴったりなグッズや、クリスマスディナー、限定メ
ニューもお楽しみいただけます。
“ホワイトサンタ”がお届けする、心もからだもほっと温かくなるようなクリスマスを、ど
うぞお楽しみください。

ホワイトサンタ

昨年の様子

※写真はイメージです

©Disney

