2018 年 1 月 10 日
報道関係各位
株式会社 オリエンタルランド

1～3 月の東京ディズニーリゾート®
パーク初、
「ピクサー・プレイタイム」を開催
冬のイベント「アナとエルサのフローズンファンタジー」も実施
2018 年 1 月 11 日（木）～3 月 19 日（月）
東京ディズニーリゾートでは、2018年1月11日（木）から3月19日（月）の間、冬の季節ならでは
のさまざまなプログラムを開催します。
東京ディズニーシー®では、ディズニー/ピクサー映画の世界
を感じていただくことができるスペシャルイベント「ピクサー・
プレイタイム」が初開催。おなじみのディズニー/ピクサー映画
のキャラクターたちが、パークのあちこちで繰り広げるさまざま
なエンターテイメント・プログラムや、これまでにない体験型
のデコレーションとしてゲームブースが登場。お子さまから大
人の方まで楽しむことができる数々の魅力的なプログラムがご
体験いただけます。
東京ディズニーランド®では、冬のスペシャルイベント「アナ

東京ディズニーシー
「ピクサー・プレイタイム」

とエルサのフローズンファンタジー」がファイナルを迎えます。
ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにしたパレード「フ
ローズンファンタジーパレード」やグリーティングショー
「アナとエルサのウィンターグリーティング」など、昨年に引
き続き実施するほか、今年は、映画でも印象的なエルサの氷の
城のシーンを彷彿とさせるような体験型のフォトロケーショ
ンが登場し、アナやエルサになりきって写真を撮ることがで
東京ディズニーランド
「アナとエルサのウィンターグリーティング」

きます。

そのほか、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでもパークで開催されるスペシャルイベ
ントと連動したプログラムを実施します。
この冬は、東京ディズニーリゾートでしか体験できないスペシャルイベントを、ぜひお楽しみくだ
さい。
※本リリースは、2017 年 10 月 13 日に発信したものに、2018 年 1 月 10 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は、
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
※写真はイメージです
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添付資料
◆ 東京ディズニーシーのスペシャルイベント ◆
■ピクサー・プレイタイム
【エンターテイメント・プログラム】
◇「ピクサー・プレイタイム・パルズ」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
（ピアッツァ・トポリーノ）
公演時間：約25分（1日2～3回公演）
出演者数：38名
「ピクサー・プレイタイム」は、ボードゲームをテーマに
しており、ピアッツァ・トポリーノは重要なポイントの１つ
です。
ここでは、ピクサーの仲間たちが大集合し、楽しくショー
を繰り広げながらゲストと一緒に楽しいゲームを行います。
ゲストは、『トイ・ストーリー』シリーズ、『Mr.インクレ
ディブル』、
『ファインディング・ニモ』シリーズの 3 つの世
界で、様々なゲームに挑戦。みんなで力を合わせて、ゲーム
のクリアを目指します。全てのゲームをクリアにすると、ピ
クサーの仲間たちが次々と登場し、盛り上がりは最高潮に達
します。
ピクサーの仲間たちと一緒に、
ワクワクするエンターテイメント・プログラムをお楽しみください。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称

ディズニー/ピクサー映画 登場作品

ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、
『トイ・ストーリー』シリーズ
ブルズアイ、ロッツォ・ハグベア
Mr.インクレディブル、インクレディブル
『Mr.インクレディブル』
夫人
マイク、サリー

『モンスターズ・インク』シリーズ

レミー

『レミーのおいしいレストラン』

カールじいさん、ラッセル、ダグ

『カールじいさんの空飛ぶ家』

メリダ

『メリダとおそろしの森』

ヨロコビ、カナシミ

『インサイド・ヘッド』

※写真はイメージです
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◇「ライトニング・マックィーン・ヴィクトリーラップ」
公演場所：アメリカンウォーターフロント
（ニューヨークエリア）
公演時間：約20分（1日3～4回公演）
アメリカンウォーターフロントに、世界的に有名なレーサーとなったライトニング・マックィーン
がグリーティングにやってきます。
大勢のゲストが見守る中、ライトニング・マックィーンが
登場。彼の合図とともに、ゲストはアメリカンウォーターフ
ロントのドライブをスタートし、ニューヨークエリアを練り
歩きます。後半になるにつれ音楽も盛り上がり、お祭りムー
ド一色に染まります。最後はチェッカーフラッグが振られて
ゴールです。

「ライトニング・マックィーン・
ヴィクトリーラップ」
※写真はディズニー・カリフォルニア・
アドベンチャー・パークのものです

＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
ライトニング・マックィーン

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『カーズ』シリーズ

◇「レミーの“誰でも名シェフ”」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
（
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」前）
公演時間：約20分（1日2～4回公演）
映画『レミーのおいしいレストラン』に登場する人気フレンチレストラン「ラタトゥーユ」の出張
店舗が、メディテレーニアンハーバーにやってきます。陽気なウェイターと見習いシェフの 2 人が登
場し、ゲストにオーダーをとって“本日のスペシャルコース”を作りはじめるものの、料理は大失敗。
そこへレミーが到着し、みんなで一緒に料理を作ろうと提案します。レミーの指示に合わせて、ゲ
ストも見習いシェフも一緒になって楽しく料理し、最後にはみんなで協力して作ったスペシャルなフ
レンチコースが出来上がるというショーです。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
レミー

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『レミーのおいしいレストラン』

※写真はイメージです
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◇「ピクサー・パルズ・スチーマー」
公演場所：東京ディズニーシーの水上
公演時間：約20分（1日2～3回公演）
ボードゲームを楽しむゲストと一緒に遊ぼうとピクサーの仲間たちが、トランジットスチーマーラ
インに乗り込んでご挨拶をしながら、東京ディズニーシーの水上を 1 周します。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称

ディズニー/ピクサー映画 登場作品

ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、
『トイ・ストーリー』シリーズ
ロッツォ・ハグベア
マイク、サリー、CDA

『モンスターズ・インク』シリーズ

◇アトモスフィア・エンターテイメント
公演場所：アメリカンウォーターフロント
「東京ディズニーシー・マリタイムバンド」が、「ピクサー・プレイタイム」開催期間限定のスペ
シャルバージョンとなって登場します。
※各エンターテイメント・プログラムは、公演回数や公演場所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】
東京ディズニーシーでは、ディズニー/ピクサー映画の世界を感じていただくことができるデコレー
ションが飾られます。
ウォーターフロントパークは、ボードゲームの象徴となる場所に様変わり。床面にボードゲームの
マス目となるカラフルなデコレーションが施されます。
さらに、体験型のデコレーションとしてパーク内にはゲームブースが登場。
ライトニング ・マックィ ーン のタイヤ交換を手伝ったり、料理好きなレミーのメニューの仕上げを手
伝ったりなど、仲間と協力してクリアするゲームが、パークのあちらこちらに設置されます。

ウォーターフロントパークの
床面デコレーション

『カーズ』シリーズがテーマ
のゲームブース

『レミーのおいしいレストラン』
がテーマのゲームブース

『カールじいさんの空飛ぶ家』
がテーマのゲームブース

※写真はイメージです
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【スペシャルグッズ】
「ピクサー・プレイタイム」のボードゲームをテーマとしたスペシャルグッズが登場します。ボー
ドゲームのコマに扮したピクサーの仲間たちが大集合したイラストのTシャツやボールペン、ルーレッ
ト型のパスケースやスロット型のキーチェーンなど、仲間と一緒に楽しめるグッズを約50種類販売し
ます。また、
「ピクサー・プレイタイム」のロゴマークが付いたイヤーハットは、耳の部分に好きなス
テッカーを貼れば、自分だけのオリジナルグッズにカスタマイズができます。ステッカーは36デザイ
ン販売され、お気に入りのステッカーを見つけて家族や友人とお揃いで身につけてお楽しみいただけ
ます。
※スペシャルグッズは、2018年1月9日（火）から先行販売します

Tシャツ 100、120cm 各1,900円
140cm 2,300円
S、M、L、LL 各2,600円
3L 2,900円

パスケース 1,800円

ピクサー･プレイタイムのイヤーハット 1,800円

キーチェーン 950円

ステッカー 各200円

※Ｔシャツの柄は複数あるため写真と
異なる場合がございます

【スペシャルメニュー】
ピクサーの世界をテーマとしたお食事を、パーク全体でお楽しみいただけます。「カフェ・ポルト
フィーノ」
、
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」、
「ニューヨーク・デリ」では、個性あふれるスペ
シャルメニューを販売。
「サルタンズ・オアシス」では、映画『モンスターズ・インク』をイメージ
したワンハンドメニューが登場します。
さらに「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、2018年3月16日（金）に日本公開のデ
ィズニー/ピクサー最新作『リメンバー・ミー』をイメージしたスペシャルメニューも登場し、新作
映画の世界を一足早く感じていただけます。
このほか、ピクサーをイメージしたスーベニア付きメニューや、ミニスナックケースなども販売し
ます。
※スペシャルメニューは、2018年1月9日（火）から先行販売します
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、変更または売り切れとなる場合があります

※写真はイメージです
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◆ 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」
【エンターテイメント・プログラム】
◇「フローズンファンタジーパレード」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 40 分（1 日 1～2 回）
出演者数：86 人
フロート台数：5 台
ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにした、アナ
やエ ル サ 、オ ラ フ な ど 映 画 に 登 場 す る キ ャ ラ ク タ ー た ち
に 会 う こ と が で き る ス ペ シャルパレードです。
パレードの途中では雪遊びをしたいというアナの願いを叶
えるため、エルサは魔法でたくさんの雪を降らせます。最後は
雪が舞う美しい風景の中、仲間たちと一緒に「レット・イット・
ゴー～ありのままで～」を歌い、フィナーレを締めくくります。
映画の代表的なシーンで使われた音楽に乗せて、雪が舞う美し

「フローズンファンタジーパレード」

いパレードを、ぜひお楽しみください。
＜出演キャラクター＞
アナ、エルサ、オラフ、クリストフ、ハンス、トロール

◇「フローズン・フォーエバー」
公演場所：シンデレラ城
公演時間：約 15 分（1 日 1 回）

全編を通してディズニー映画『アナと雪の女王』のシーンで構
成されるキャッスルプロジェクションを昨年に続き公演します。
シンデレラ城全体に映し出された映像に、パイロなどの演出が
加わることで、迫力や華やかさが増したディズニー映画『アナと
雪の女王』の世界を、ご覧いただくことができます。
おなじみの数々の名場面や、誰もが一度は耳にした「レット・
イット・ゴー～ありのままで～」
、
「生まれてはじめて」、
「とび
ら開けて」などの名曲が響き渡り、最後は打ち上がるパイロと

「フローズン・フォーエバー」

ともに感動的なフィナーレをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです
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◇「アナとエルサのウィンターグリーティング」
公演場所：キャッスル・フォアコート
公演時間：約 18 分（1 日 1 回）
出演者数：16 人
シンデレラ城前のキャッスル・フォアコートで、アナと
エルサ、オラフが子どもたちと一緒に遊ぶグリーティン
グショーです。
子どもたちがアレンデールの住人と練習した歌やダンス
を、アナとエルサ、オラフにプレゼントすると、それを喜ん
だエルサが魔法で雪を降らせ、子どもたちと一緒に「レット・
イット・ゴー～ありのままで～」を歌います。
また、アナ、エルサがフロートから降りて子どもたちと触
れ合う時間もあり、キャラクターたちと一緒に楽しいひとと

「アナとエルサのウィンターグリーティング」

きをお過ごしいただけます。
＜出演キャラクター＞
アナ、エルサ、オラフ
※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】
今年は、アナやエルサになりきって楽しめる、体験型の
フォトロケーションが新たに登場します。プラザテラスに
は、エルサの氷の城をイメージしたフォトロケーションが
設置され、まるでエルサになった気分で写真を撮ることが
できます。
ファンタジーランドには、アナが代表曲「生まれてはじ
めて」を歌う映画のシーンをイメージしたブランコのフォト
ロケーションが登場します。

エルサの氷の城をイメージした
フォトロケーション

また、昨年に続き、シンデレラ城の近くには、スケートを
楽しむアナとエルサのフォトロケーション、ファンタジーラ
ンドには、そりに乗って、スヴェンと一緒に写真を撮ることが
できるフォトロケーションが登場します。
そのほかにもパークのいたるところに短編映画に登場した小
さい雪だるまのスノーギースがいたり、ファンタジーランドにア
レンデール王国のお城や広場をイメージしたデコレーションが
施されたりと、ここでしか味わえないディズニー映画『アナと雪

映画のシーンをイメージしたフォトロケーション

の女王』の世界をお楽しみいただけます。
※写真はイメージです
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【スペシャルグッズ】
今年は、3 種類の「アナとエルサのフローズンファンタジー」ならではのアートが登場します。
1 つ目のデザインは、
「フローズンファンタジーパレード」の世界をイメージしたアートで、文具や
ぬいぐるみ、玩具など約 25 種類のグッズが登場します。
2 つ目は、映画『アナと雪の女王』でアレンデール王国のアナとエルサをイメージして描かれたアー
トとなっており、マグやノート、クッションやポーチなど約 10 種類を販売します。
そして最後のアートは、アナとエルサ、オラフをパークシーンごとに描いたアートで、ミニタオル
セットやリップクリームセットなど約 20 種類のグッズを販売します。
※スペシャルグッズは、2018 年 1 月 9 日（火）から先行販売します

ぬいぐるみ 各 3,500 円
ノート＆シールセット 1,000 円
ライティングペンダント 1,800 円

ポーチ 2,200 円
マグ 1,900 円
ノート 1,500 円

きんちゃくセット 1,600 円

【スペシャルメニュー】
「スウィートハート・カフェ」や「グランマ・サラのキッチン」
、
「リフレッシュメントコーナー」で
は、
『アナと雪の女王』の映画の世界をお楽しみいただけるスペシャルセットを販
売します。
「プラザパビリオン・レストラン」では、アナやエルサ、雪の結晶な
どをモチーフとした新たな店舗装飾を施し、スペシャルセットを提供します。
また、今年もオラフをイメージしたブレッドコーンや、雪のような砂糖をまぶ
したバニラ風味の白いチュロスなどを販売。このほかに、オラフをモチーフとし
たスーベニア付きメニューをはじめ、アナとエルサが描かれたスーベニアカッ
プやスーベニアプレート付きのデザートも登場します。
※スペシャルメニューは、2018 年 1 月 9 日（火）から先行販売します
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、変更または売り切れとなる

リフレッシュメントコーナー
スペシャルセット 900 円

場合があります

【その他】
今年新たに、小学生以下のお子さまを対象に、アナやエルサになりきってパークを
お楽しみいただける様々なポイントをご案内する「アナとエルサだいすきキッズガイ
ドブック」を東京ディズニーランドやディズニーホテルなどで配布します。
アナとエルサ
だいすきキッズ
ガイドブック
※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 ◆
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「東京ディズニーリゾート・バ
ケーションパッケージ」では、東京ディズニーランドで開催する「フローズンファンタジーパレー
ド」と、
「フローズン・フォーエバー」を鑑賞できる「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』を満喫する 2DAYS/3DAYS」などのプランをご用意しています。
※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 ®ホテルと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と連動し、
「ピクサー・プレイタイム」を開催します。
ディズニーアンバサダーホテルでは、ご宿泊の方を対象に、
「ピクサー・プレイタイム」のアート
が描かれたホテルオリジナルデザインのカードを滞在の記念にお渡しいたします。また、限定デザイン
のポストカードやぺーパーバッグが客室に用意されています。
レストランやラウンジでも、ディズニー/ピクサー映画のキャラクターや「ピクサー・プレイタ
イム」の世界観をイメージしたスペシャルメニューを提供します。
※スペシャルメニューは2018年1月6日（土）より先行販売します

ディズニーアンバサダーホテル
滞在記念のカード（表面）

ディズニーアンバサダーホテル
ポストカード（2 種類）

◆ ディズニーリゾートライン ◆
ディズニー/ピクサー映画に登場するキャラクターたちがラッピングされたモノレール「ピクサー・プ
レイタイム・ライナー」が運行するほか、リゾートゲートウェイ・ステーションには「ピクサー・プ
レイタイム」に連動したフォトロケーションもお目見えします。さらに、
「アナとエルサのフローズン
ファンタジー」に合わせて、アナとエルサたちのフォトロケーションが東京ディズニーランド・ステー
ションに登場します。

東京ディズニーシー
「ピクサー・プレイタイム」
デザインのフリーきっぷ

東京ディズニーランド
「アナとエルサのフローズンファンタジー」
デザインのフリーきっぷ

※写真はイメージです
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