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1～3 月の東京ディズニーリゾート®
2015 年 1 月 6 日（火）～3 月 20 日（金）
東京ディズニーリゾートでは、2015 年 1 月 6 日（火）より、冬の季節ならではのプログラムがス
タートします。ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにした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」
（1 月 13 日～）や、ダッフィーとシェリーメイをモチーフにした、
かわいらしくておいしいスウィーツあふれる期間限定プログラム「スウィート・ダッフィー」
（1 月 13 日～）など、魅力的なプログラム盛りだくさんでゲストのみなさまをお迎えします。
■東京ディズニーランド®
新規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」
1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）
ディズニー映画『アナと雪の女王』のその後の世界をテーマにしたスペ
シャルイベントです。日中は初登場のアナとエルサとオラフがグリーティ
ングパレードを繰り広げ、夜はナイトエンターテイメント「ワンス・アポ
ン・ア・タイム」の公演内容の一部を、
『アナと雪の女王』をイメージした
新たなシーンに変更した特別バージョンで公演します。
パーク以外でも、東京ディズニーランド®ホテルに特別なデコレーション
が施された客室が登場するほか、ディズニーリゾートラインではラッピン
グ車両が運行するなど、イベントに連動した特別なプログラムを展開します。
「ディズニープリンセス～ようこそ、リトルプリンセス～」
1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）
小学生以下の女の子が“リトルプリンセス”として、楽しいひとときをお楽しみいただける
プログラムです。
「プリンセス・レッスンブック」を手に、憧
れのプリンセス気分でパークを楽しめるほか、参加型のミニ
ショー「リトルプリンセスデビュー」で、憧れのディズニー
プリンセスたちやご家族にダンスを披露します。そのほか、
レストランでのスペシャルメニューや、
「シンデレラのフェア
リーテイル・ホール」内で開催される「シンデレラのプリン
セス・ウェルカム」でシンデレラと特別なひとときを過ごす
など、プログラム体験を通してディズニープリンセスをより
身近に感じていただけます。

■東京ディズニーシー®
「スウィート・ダッフィー」
1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）
ダッフィーとシェリーメイをモチーフにした、かわいらしいスウィーツ
がいっぱいの心温まるプログラムです。今回は、2014 年 7 月に東京ディ
ズニーシーに登場したダッフィーの新しいお友だち、ジェラトーニも加
わります。ダッフィーモチーフのカップケーキが描かれたスーベニア付
きのデザートや寒い季節にぴったりなホットドリンクなどのスペシャル
メニューが登場するほか、実用的でかわいいキッチングッズや自分だけ
のオリジナルグッズが作れるハンドクラフトグッズなど、約 50 種類の
スペシャルグッズを販売します。また、今回はアメリカンウォーターフロ
ントからメディテレーニアンハーバーまで展開エリアが広がります。
新バージョン「タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・シリキ”」
1 月 6 日（火）～3 月 20 日（金）
超常現象により垂直落下するエレベーターの中で、ゲストを
恐怖と絶叫の渦に巻き込む人気アトラクション「タワー・オブ・
テラー」
。いつもと違うスリルと興奮で好評をいただいた昨年の
「タワー・オブ・テラー：Level 13」に、今年は呪いの偶像“シ
リキ・ウトゥンドゥ”がパワーアップして、さらなる超常現象
を引き起します。
■東京ディズニーリゾート
「謎解きプログラム」
1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）
東京ディズニーリゾートでは、4 つの施設で、バラエティーに富ん
だ 5 つの本格的謎解きプログラムを初めて同時に開催します。
東京ディズニーランドでは、閉園後のパークを舞台に貸し切りで、東
京ディズニーシーでは、開園中のパークで開催します。ディズニーア
ンバサダー®ホテルでは、宿泊と宴会場（ランチ、またはディナー）ご利
用ゲスト向けに異なる 2 つのプログラムをご用意します。 また、今回
初開催となるディズニーリゾートラインでは、リゾートライナーに乗
って 4 つの駅をめぐるプログラムを開催します。
魅力的なプログラムが盛りだくさんの 1～3 月の東京ディズニーリゾートに、ぜひお出掛けください。
※写真はすべてイメージです ©Disney

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

添付資料
※当添付資料は、11 月 18 日付で一部情報を追記したものです
※写真はすべてイメージです ©Disney

東京ディズニーリゾート「アナとエルサのフローズンファンタジー」
東京ディズニーランドと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で開催され
る、ディズニー映画『アナと雪の女王』のその後の世界をテーマにした新スペシャルイベントです。
■東京ディズニーランド
エンターテイメント
◇「フローズンファンタジー・グリーティング」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 40 分（1 日 2 回）
出演者数：約 25 人
エルサの魔法で雪が降る中、アナとエルサ、雪だるまのオラフが初登場し、ゲストと一緒に映
画の主題歌「レット・イット・ゴー～ありのままで～」を歌いながら、パレードルートをグリー
ティングしていきます。
◇「ワンス・アポン・ア・タイム～スペシャルウィンターエディション～」
公演場所：シンデレラ城
公演時間：約 20 分（1 日 1～2 回）
ナイトエンターテイメント「ワンス・アポン・ア・タイム」の公演内容の一部を、期間限定で
映画『アナと雪の女王』をイメージした新たなシーンに変更した特別バージョンで公演します。
デコレーション
エントランスには、アナとエルサたちのデコレーションが登場
します。さらにプラザやワールドバザールのほか、ファンタジー
ランドの一部に、バナーや、映画の世界をイメージした雪と氷の
結晶などをモチーフにしたデコレーションが施されます。
エントランスのデコレーション

スペシャルグッズ
文房具や缶バッジ、ポストカードやお菓子など、約 25 種類のスペシャルグッズを販売します。
スペシャルメニュー
「クリスタルパレス・レストラン」では、
“フローズンファンタジーパー
ティー”をコンセプトに、映画の世界をイメージしたデコレーションを施
し、雪や氷の結晶をモチーフにしたメニューが並ぶスペシャルブッフェを
展開します。また、
「プラザパビリオン・レストラン」ではオラフをイメー
ジしたハンバーグのスペシャルセットが登場します。さらに、
アナとエルサ、
オラフが描かれたスーベニアカップやスーベニアプレート、ポップコーンバ
ケットなども販売します。
※「クリスタルパレス・レストラン」でのスペシャルブッフェは、1 月 21 日（水）
から実施します
クリスタルパレス・レストランの
デコレーション

その他
「ディズニーギャラリー」で実施している、ディズニーキャラクターを描く「ディズニードロー
イングクラス」のスタンダードコースに、期間限定でオラフを描くクラスを開講します。
■東京ディズニーランドホテル
東京ディズニーランドホテルでは、客室に特別なデコレーショ
ンが施された「
“アナとエルサのフローズンファンタジー”スペシ
ャルルーム」が登場します。客室には、ディズニー映画『アナと
雪の女王』に登場する美しいアレンデール城を描いた壁画や、ア
ナとエルサのドレスをイメージしたベッドスローなどがあしらわ
れ、部屋いっぱいにファンタジーの世界が広がります。また、
「ド
リーマーズ・ラウンジ」
（ロビーラウンジ）と「シャーウッドガー

“アナとエルサのフローズンファンタジー”
スペシャルルーム

デン・レストラン」
（ブッフェ）では、イベントに連動したスペシャルメニューをご用意します。
1.対象客室、価格
“アナとエルサのフローズンファンタジー”スペシャルルーム（スタンダード）
1室1泊51,300円 ～ 85,300円（1室大人2～3名様）
“アナとエルサのフローズンファンタジー”スペシャルルーム（コンシェルジュ）
1室1泊71,900円 ～ 101,700円（1室大人2～3名様）
※料金は日によって異なります
※コンシェルジュのお部屋は、コンシェルジュ、スイートのカテゴリーにご宿泊のお客様専用ラウンジ「マーセリン
サロン」をご利用いただけます
※コンシェルジュのお部屋は、
「ドリーマーズ・ラウンジ」のブレックファスト（ブッフェ）がついています
※客室タイプは、スタンダードは「デラックスルーム」
、コンシェルジュは「タレットルーム」となります

2.予約開始
11月7日（金）9：00より
3.予約方法
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト（www.tokyodisneyresort.jp/online/）、
または東京ディズニーリゾート総合予約センター（電話番号：0570‐05‐1118）からお申込み
ください。
※東京ディズニーリゾート総合予約センターから予約される場合で、一部のPHS・IP電話・国際電話をご利用
の方は、045-683-3333へご連絡ください

■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、アナとエルサ、オラフなどがデザイ
ンされたラッピング車両「アナとエルサのフローズンファンタジー・ラ
イナー」を運行します。また、イベントをイメージしたデザインフリー
きっぷも販売します。
ディズニーリゾートラインの
車内デコレーション

東京ディズニーランド「ディズニープリンセス～ようこそ、リトルプリンセス～」
小学生以下の女の子を対象に、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
◇「リトルプリンセスデビュー」
公演場所：キャッスルフォアコート
公演時間：約 15 分（1 日 1 回）
出演者数：約 20 人
ディズニープリンセスの立ち居振る舞いやダンスを学んだ後に、憧れのプリンセスやご家族に
レッスンの成果を披露する参加型のミニショーです。今回はシンデレラ、ベル、ラプンツェルた
ちが登場し、リトルプリンセスたちと優雅なひとときを過ごします。
◇「シンデレラのプリンセス・ウェルカム」
公演場所：
「シンデレラのフェアリーテ
イル・ホール」内
公演時間：約 25 分（1 日 1～2 回）
出演者数：約 10 人
料

金：5,500 円（1 回）

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”を対象に、「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プログラムです。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
力に浸ることができます。今回は、参加されたお子様のお名前を入れた参加証を記念として
お渡しします。
※詳細は、11 月中旬頃、「ビビディ・バビディ・ブティック」オフィシャルウェブサイト
(www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/bbb/)にてお知らせします
スペシャルメニュー
「イーストサイド・カフェ」では、小学生以下の女の子を対象に、オリジナルのランチョンマッ
トが付いたリトルプリンセスのためのスペシャルメニューを販売します。ハートや王冠などの
モチーフを用いた見た目も華やかなメニューで、まるでプリンセスになったような気分でお食
事をお楽しみいただけます。
「プリンセス・レッスンブック」
小学生以下の女の子を対象に、ディズニープリンセスのストーリーや魅力を学ぶことができる
ブックレット「プリンセス・レッスンブック」を配布します。リトルプリンセスの証であるブッ
クレット内のシールを服に貼り、憧れのプリンセスになった気分でパークをお楽しみください。

東京ディズニーランド新規プログラム「ディズニースペシャルフォトセッション」
パークでお楽しみいただいている姿を、東京ディズニーリゾー
トのカメラマンキャストが同行して撮影するプログラムです。
パークのお勧めのフォトスポットを巡りながら、ゲストのご要
望にもお応えし、ご家族やご友人、大切な方とのかけがえのな
い瞬間をプロならではの視点で写真に収めます。
実 施 日 ：1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）
所要時間：約 1 時間（撮影時間 約 45 分）
価 格 ：１グループ 30,000 円
（1 グループ 6 名まで 3 歳未満のお子様含む）
【料金に含まれるもの】
台紙付き写真 3 枚（撮影当日お渡し）、スナップフォト CD（フォトデータ 80 カットまで）
※ゲストご自身にインターネット上の東京ディズニーリゾート・オンラインフォトで選択い
ただいた後、ご自宅へ郵送します
予約方法：ご利用 1 ヶ月前の同日より東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト
にて事前予約
※ディズニーホテルにご宿泊の方は、11 月下旬より先行予約を開始します

東京ディズニーシー「スウィート・ダッフィー」
ダッフィーとシェリーメイをモチーフにした、かわいらしい
スウィーツがいっぱいの心温まるプログラムです。今年は、2014 年
7 月に東京ディズニーシーに登場したダッフィーの新しいお友だち、
ジェラトーニが加わるほか、エリアをアメリカンウォーターフロント
からメディテレーニアンハーバーまで拡大して展開します。
スペシャルメニュー
ダッフィーをモチーフにしたカップケーキが描かれたスーベニアが付くデザートや、ランチ
ケース付きのスペシャルメニューなどが登場します。また、ジェラトーニが住むイタリアを
イメージしたホットチョコレートドリンクも販売します。
スペシャルグッズ
エプロンやミトン、ボウルや計量スプーン、ダッフィーの顔をデザインしたパンナコッタ型
などの実用的でかわいいキッチングッズやパティシエ風のコスチュームセットなど、約 50 種類
のスペシャルグッズを販売します。ダッフィーやシェリーメイがデザインされたカットクロス
セットやボタン、リボン、ワッペンなどのハンドクラフトグッズも登場し、世界に一つだけの
雑貨や小物を作って楽しむことができます。
また、2 月 1 日（日）から、ダッフィーとジェラトーニをデザインした、ホワイトデーにぴっ
たりのギフトアイテムも販売します。

グリーティング
期間中、ダッフィーとシェリーメイはパティシエ風の新しいコスチュームを着て、
「ヴィレッジ・
グリーティングプレイス」やウォーターフロントパークでグリーティングを行います。
デコレーション
アメリカンウォーターフロントとメディテレーニアンハーバーでは、ダッフィーたちをモチーフ
にしたかわいらしいデコレーションが施されます。ダッフィーと一緒に写真が撮れるフォトス
ポットも登場し、
「スウィート・ダッフィー」の世界観を楽しむことができます。

東京ディズニーシー「ダッフィーバス」の展示
2014 年 2 月より、東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー」のぬいぐるみと同
じ生地で車体をラッピングした「ダッフィーバス」が、ハッピーを各地の皆さんにお届けす
るため全国を旅していました。この楽しかった旅のフィナーレをみなさんとお祝いしようと、
1 月 13 日（火）から 3 月 20 日（金）の期間限定で、東京ディズニーシー・パーキングに「ダッ
フィーバス」が登場します。
「ダッフィーバス」の外側から一緒に記念写真を撮影したり、車体
のふわふわとした生地に触ったりしてお楽しみいただけます。
※1 月 16 日（金）
、2 月 6 日（金）は展示を行いません

東京ディズニーシー
新バージョン「タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・シリキ”」
超常現象により垂直落下するエレベーターの中で、ゲストを恐怖と絶叫の渦に巻き込む人気
アトラクション「タワー・オブ・テラー」。いつもと違うスリルと興奮で好評をいただいた昨年
の「タワー・オブ・テラー：Level 13」に、今年は呪いの偶像“シリキ・ウトゥンドゥ”がパ
ワーアップして、さらなる超常現象を引き起します。勇気あるゲストをお待ちしています。

東京ディズニーリゾート
謎解きプログラム「ディズニーの仲間たちの夢を追え！」
東京ディズニーリゾートの 4 つの施設で、5 つの謎解きプログラムを初めて同時開催します。
東京ディズニーリゾートの魅力を活かした本格的な謎解きプログラムの中で、ゲストは「ディズ
ニーの仲間たちの夢を追え！」を共通のテーマに、それぞれのキャラクターの夢の前に立ちはだ
かる難解な謎解きに挑戦します。
■東京ディズニーランド
◇東京ディズニーランド 謎解きプログラム「ミッキーと魔法使いの試練」
実施概要：閉園後の東京ディズニーランドを貸切営業にて開催
実 施 日：1 月 16 日（金）
、20 日（火）～23 日（金）
、26 日（月）～30 日（金）の 10 日間
販売方法：販売代理店にて事前販売（東京ディズニーランド 1 デーパスポート付チケット）
※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでのホテル宿泊と組み合わ
せたプランも、11 月中旬よりオンライン予約・購入サイトにて公開予定です

■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「ドナルドと宝の地図」
実施概要：東京ディズニーシーの開園時間中、ロストリバーデルタにて開催
実 施 日：1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）の 67 日間
販売方法：東京ディズニーシーのパーク内飲食店舗にて当日販売
※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
■ディズニーアンバサダーホテル
＜宿泊者対象のプログラム＞
◇ディズニーアンバサダーホテル 謎解きプログラム「グーフィーとマックスの秘密の日記」
実施概要：ホテル滞在期間中に実施する、客室内やホテル館内を利用したプログラム
実 施 日：1 月 13 日（火）～3 月 20 日（金）の 67 日間
販売方法：ディズニーアンバサダーホテル フロントカウンターおよび、アンバサダー
ラウンジなどにて当日販売
※別途、ディズニーアンバサダーホテルの宿泊予約が必要となります
※宿泊料金には含まれていません
※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでの宿泊と組み合わせたプ
ランは事前販売となります
＜宴会場のプログラム＞
◇ディズニーアンバサダーホテル 謎解きプログラム「ミニーと謎のレシピ」
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：1 月 16 日（金）
、17 日（土）、23 日（金）～28 日（水）、2 月 3 日（火）、4 日（水）
、
6 日（金）
、7 日（土） 全 23 回
販売方法：販売代理店にて事前販売
※宴会プラン単体での販売となります（宿泊予約は不要）
■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「チップとデールとまぼろしのどんぐり」
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：1 月 13 日（火）～3 月 20 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（謎解きプログラム付きフリーきっぷ）
※各プログラムの難易度や、チケット販売方法等の詳細つきましては、11 月上旬に東京ディ
ズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてお知らせします

東京ディズニーランドホテル「ビビディ・バビディ・ブティック」
小学生以下の女の子が、憧れのディズニープリンセスに変身できる東京ディズニー
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」では、
1 月 13 日（火）からディズニー映画『アナと雪の女王』のアナとエルサに変身で
きるドレスが新たに登場します。
※詳細は 11 月中旬頃、
「ビビディ・バビディ・ブティック」オフィシャルウェブサイト

(www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/bbb/)にてお知らせします

