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東京ディズニーリゾート®のクリスマス
11 月 8 日（火）～12 月 25 日（日）
東京ディズニーリゾートでは、11 月 8 日（火）から 12 月 25 日（日）の 48 日間、東京ディズニー
シー ®や東京ディズニーランド ® 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。
「東京ディズニーシー15周年“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”」
を開催中の東京ディズニーシーでは、15 周年のテーマである
“Wish”（願い）の象徴となる色鮮やかな「ウィッシュ・クリスタル」
の煌めきが加わった光り輝くクリスマスをお楽しみいただける、
今年ならではの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。
夜、メディテレーニアンハーバーの水上で公演される「カラー・

東京ディズニーシー
「カラー・オブ・クリスマス～ナイトタイム・ウィッシュ～」

オブ・クリスマス～ナイトタイム・ウィッシュ～」では、「ウィッシュ・
クリスタル」の色に合わせた新しいコスチュームを着たディズニー
の仲間たちとゲストの“Wish”が、クリスマスツリーを幻想的
に輝かせます。クリスマスバージョンにアレンジされた東京ディズ
ニーシー15 周年のテーマソングが流れると、
「ウィッシュ・クリス
タル」の色に鮮やかに光り輝くツリーやオブジェが登場し、ロマン
ティックな雰囲気に包まれます。

東京ディズニーシーのイルミネーション

また、アメリカンウォーターフロントにあるウォーターフロントパークには、「ウィッシュ・
クリスタル」をモチーフにしたクリスマスツリーが登場します。豪華客船 S.S.コロンビア号の前に
設置される高さ約 15 メートルの巨大なツリーにも 15 周年のロゴが付くなど、パーク全体が今年
ならではのデコレーションで彩られます。
このほか、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あう昼のショー「パー
フェクト・クリスマス」や、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。
東京ディズニーランドでは“ストーリーブックからあふれ出す
ディズニーの仲間たちのクリスマス”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。
パレードルートでは、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
れる「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」を公演します。

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」
※写真は全てイメージです ©Disney

また、エントランスやシンデレラ城前のプラザには、クリスマスの絵本を楽しむディズニーの仲間
たちや、飛び出す絵本のようなデコレーションが登場します。ほかにも、まるで自分が飛び出す
絵本の中に入り込んだかのような写真を撮影することができる、体験型のフォトロケーションが
新たに登場するなど、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賑やかなクリスマス
の世界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いたします。

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
心温まるひとときをお過ごしください。

※11月、12月の土日祝日は日付指定券限定入園日の対象となり、ご入園いただけるパークチケットが
限定されます。対象日に確実にご入園いただくためには、事前に日付指定券をご購入いただくことを
お勧めいたします。
日付指定券限定入園日の詳細については、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの
チケット情報 （http://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/）をご確認ください

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
◆ 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～ナイトタイム・ウィッシュ～」
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 20 人
「カラー・オブ・クリスマス～ナイトタイム・ウィッシュ～」は、高さ約 15 メートルもの大きな
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夜の水上エンターテイメントです。今年
は東京ディズニーシー15 周年の「ウィッシュ・クリスタル」に願いを込めてクリスマスツリー
を輝かせます。ディズニーの仲間たちも「ウィッシュ・クリスタル」の色に合わせた新しいコス
チュームで登場し、15 周年の東京ディズニーシーならではのクリスマスを演出します。
夜のメディテレーニアンハーバーに、クリスマスの素敵な物語がナレーションで流れるとショー
が始まります。眩い光が水上を包み込み、ディズニーの仲間たちが美しいクリスタルが施された
船に乗って登場します。ミッキーマウスが「ここに集まったみんなの願いをクリスマスツリーに
届けて、みんなの“Wish”でツリーを光り輝かせよう」と呼びかけ、クリスマスツリーのオブジェ
に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掛けると、光がハーバーの中央へと集まり、
そこに大きなクリスマスツリーが現れます。美しく光り輝く、大きなツリーとオブジェで、メディ
テレーニアンハーバー全体が幻想的な輝きに包まれます。
そして、クリスマスバージョンにアレンジされた東京ディズニーシー15 周年のテーマソングが
流れると、ダッフィーやシェリーメイ、マックスとクラリスも船に乗って登場し、ディズニーの
仲間たちはそれぞれの色のクリスタルやオーナメントで、ツリーを色鮮やかに飾りつけていきます。
クリスマスツリーはさらに美しく光り輝き、噴き上がる噴水や色鮮やかなパイロやレーザーが、
メディテレーニアンハーバーを彩り、華やかなフィナーレを迎えます。
なお「カラー・オブ・クリスマス～ナイトタイム・ウィッシュ～」では、15 周年を記念して販売
しているスペシャルグッズの“クリスタルコンパス”が、ツリーの輝きに合わせて光ります。
＜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、マックス、クラリス

◇「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
（
「スカイハイ・ウィッシュ（花火）
」終了後、約 15 分ごと）
「カラー・オブ・クリスマス～ナイトタイム・ウィッシュ～」で人々の願いが集まり光り輝
いたクリスマスツリーとオブジェは、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、
パーククローズ時間まで幻想的でロマンティックな時間をお過ごしいただけます。

◇「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 2 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あう、
クリスマスの楽しさがつまった華やかなエンターテイメントです。
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ると、ショーがスタート。クリスマス
ソングが流れるメディテレーニアンハーバーでは、ディズニーの仲間たちが、クリスマスツリー
やクリスマスプレゼント、雪だるまなど、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、みんな大喜びでサンタクロースを迎えます。
他の船でやってきた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、色鮮やかなパイロが打ち上がり、明るく
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、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。
ショー

場所

テーブル・イズ・ウェイティング －クリスマスキュイジーヌ ドックサイドステージ
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
キャラクターグリーティング

場所
ウォーターフロントパーク

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

ウォーターフロントパーク

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着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

【デコレーション】
東京ディズニーシーでは、開催中の「東京ディズニーシー15 周年“ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ”
」
ならではの祝祭感あふれるクリスマスらしいデコレーションが施され、ロマンティックなクリス
マスを演出します。
アメリカンウォーターフロントには、15周年のロゴが付いた高さ
約15メートルのツリーが登場するほか、ウォーターフロントパークで
は「スノークリスタル・イルミネーション」を実施します。今年は
新たに15周年の「ウィッシュ・クリスタル」をモチーフにした光り
輝くクリスタルのツリーが登場します。ウォーターフロントパーク内
では、15周年を記念して販売しているスペシャルグッズの“クリスタル
コンパス”も反応して光り、お祝いムードを盛り上げます。

ウォーターフロントパークの
「スノークリスタル・イルミネーション」

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）を実施します。

ロストリバーデルタの
「フィエスタ・デ・ラ・ルース」

※写真は全てイメージです ©Disney

◆ 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・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 45 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 7 つの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。今年は、
ミッキーマウスとミニーマウス、プルートが新しいコスチュームで登場します。
先頭となる第 1 話は、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、カラフルに飾られたボートで楽しく過ごすアットホームなクリスマスのフロートです。
第 2 話はウッディやバズ・ライトイヤーたち、第 3 話は白雪姫と七人のこびとたち、そして第 4 話
では、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
をお楽しみいただけるフロートが続きます。そして、第 5 話のスティッチと仲間たち、第 6 話の
ベルとビーストのフロートが続き、最後の第 7 話のフロートではアナとエルサの雪と氷の世界が
広がります。
途中 3 カ所でパレードが停止すると、鐘の音が鳴り響きクリスマスパーティーが始まります。
ディズニーの仲間たちが奏でる鈴の音と、わくわくする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、パーティーは更に盛り上がります。フィナーレではパレードルート
に雪が幻想的に舞い降り、心温まるクリスマスをみんなでお祝いします。
＜パレード構成＞
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、③トゥモローランド／
トゥーンタウンの 3 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

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
東京ディズニーランド・バンド

場所
ワールドバザール／プラザテラス

バイシクルピアノ
ジャングル・サウンデュオ

アドベンチャーランド

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

ジュニア・ヒーローズ
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

ジップンズーム・ガイドツアー

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着けたキャラクターが登場します。
※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】
東京ディズニーランドのエントランスやワールドバザール、
シンデレラ城前のプラザでは、イベントのテーマである“ストー
リーブックからあふれ出すディズニーの仲間たちのクリスマス”
と連動したデコレーションを展開します。
ファンタジーランドには、今回新しく体験型のフォトロケー

エントランスのデコレーション

ションが登場します。まるで自分が飛び出す絵本の中に入り
込んだかのような写真を撮影することができます。
そのほかにも、各テーマランドには、クリスマスらしい装飾
やフォトロケーションが登場し、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。
体験型のフォトロケーションでの撮影イメージ

※写真は全てイメージです ©Disney

【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 3 日(土) ～ 2017 年 1 月 4 日(水)
11 月 7 日(月) ～ 12 月 28 日(水)

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。

◆ 東京ディズニーランド ／ 東京ディズニーシー ◆
【スペシャルグッズ】
東京ディズニーシーでは、ウォーターフロントパークに設置されるクリスタルのツリーや、
15 周年のモチーフである「ウィッシュ・クリスタル」の色に合わせたコスチュームを身に付けた
ミッキーマウスと仲間たちをデザインしたスペシャルグッズを約50種類販売します。
また、
サンタクロースをテーマにしたダッフィーたちのクリスマスグッズを約25 種類展開します。
東京ディズニーランドでは、パレードに出てくるクリスマスを楽しむキャラクターたちの様子や、
ワールドバザールのデコレーションとして設置される本を重ねて作ったツリーをデザインした
スペシャルグッズを約 45 種類販売します。
両パーク共通のグッズは、ミッキーマウスとミニーマウスの形をした雪だるまの“スノースノー”が
デザインされたグッズ約 70 種類が登場し、
“スノースノー”のぬいぐるみに着せかえのパーツなど
を選んでカスタマイズすることができる“メイク・イット・マイン”などを販売します。
このほか、今年のクリスマスは贈り物に最適なグッズをプレゼント仕様のパッケージで約 35
種類販売。お友達同士や日頃お世話になっている人へのプレゼントや、自分へのご褒美として
もぴったりです。
※スペシャルグッズは、11 月 1 日（火）から先行販売します
※ダッフィーのグッズは、11 月 2 日（水）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

ミニタオル

1,000 円

コスチュームセット

（東京ディズニーシー）

各 4,800 円

ハンドクリームセット

2,100 円

（東京ディズニーランド）

※ ぬいぐるみ（S）は別売りです
（東京ディズニーシー）

メイク・イット・マイン （袋付き）

各 3,400 円

※ 着せ替えパーツ（帽子、マフラー、洋服）含む

ルームソックス

1,900 円

（両パーク共通）

（両パーク共通）
※写真は全てイメージです ©Disney

【スペシャルメニュー】
東京ディズニーシーの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」や
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、イルミネーション「フィエ
スタ・デ・ラ・ルース」と共にクリスマスのひと時を楽しむことが
できる、カラーやモチーフがクリスマスらしいメニューを販売します。
また、「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」や「マゼランズ」では
大切な人と過ごすクリスマスにおすすめのスペシャルコースをお楽しみ
いただけます。
東京ディズニーランドでは、イベントのテーマに合わせ、ストーリー
ブックの中のクリスマスをイメージしたメニューを展開します。
「イーストサイド・カフェ」ではロマンティックなクリスマスコースを、
「プラザパビリオン・レストラン」では賑やかなクリスマスセットを販売
します。また「キャプテンフックス・ギャレー」では、クリスマス

「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」
スペシャルセット
1,580 円

ツリーをモチーフにしたピザセットが登場します。
ほかにも、両パーク共通でりんごなどを使った甘酸っぱいホット
ドリンクを、かわいらしい“スノースノー”のスーベニアスプーン
付きで販売します。また、サンタクロースに扮したミスター・ポテト
ヘッドのポップコーンバケットや、クリスマス柄のポップコーンケース、
トナカイに扮したリトルグリーンメンのケースに入ったおまんじゅう
が登場するなど、パーク内のさまざまなレストランでクリスマスの
雰囲気をお楽しみいただけます。

※スペシャルメニューは、11 月 1 日（火）から先行販売します

「イーストサイド・カフェ」
スペシャルコース
2,800 円

※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

※写真は全てイメージです ©Disney

◆ ディズニーホテル ◆
ディズニーホテルでは、11 月 8 日（火）から 12 月 25 日（日）までの間、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」、そして開園 15 周年で賑わう東京ディズ
ニーシーのスペシャルイベント「クリスマス・ウィッシュ」と連動し、パークの楽しさその
ままに心温まるクリスマスを演出します。

ディズニーアンバサダーホテルでは、今年もクリスマスの
デコレーションを施した客室が登場します。
「クリスマス・ファン
タジー」のテーマ“クリスマスのストーリーブック”をモチーフ
にデコレーションされた客室は、ミッキーマウスやミニーマウス
のほか、ディズニーの仲間たちがデザインされています。
さらに今年はホテルエントランスのイルミネーションが一新
されます。映画のフィルムをモチーフにしたクリスマスツリー
にはミッキーマウスがデザインされており、驚きや楽しさあふ
れるディズニーアンバサダーホテルならではのクリスマスを

ディズニーアンバサダーホテル
「クリスマス・ファンタジー」デコレーション
の客室
※写真は昨年のものです

お過ごしいただけることでしょう。

レストランでは、イベント感あふれるスペシャルメニューを 11 月 1 日（火）から一足早く
提供します。
ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
（カリフォルニア料理）では、クリスマス
ならではの彩り豊かな食材を使用し、まるで雪を降らせたかのようなお料理が登場します。
東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」
（ブッフェ）では、クリスマス
の雰囲気を楽しめるお料理と、味だけではなく見た目も楽しめるパンやデザートを提供します。
東京ディズニーシーとともに開業 15 周年を迎える東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
「オチェーアノ」
（地中海料理）では、クリスマスツリーに見立てたお料理やクリスタルをイメージ
したデザートなど、祝祭感あふれるクリスマスをお楽しみいただけます。
さらに 12 月 20 日（火）から 12 月 25 日（日）の期間、一部のレストランでは特別なメニューを
ご用意し、大切な人と過ごす心に残るひとときをお届けします。

ディズニーアンバサダーホテル
「エンパイア・グリル」
エンパイアディナー

東京ディズニーランドホテル
「シャーウッドガーデン・レストラン」
ブッフェ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
「オチェーアノ」
ディナーコース
※写真は全てイメージです ©Disney

◆ 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、11 月 8 日（火）から 12 月 25 日（日）までの間、一部の車両に
クリスマスをイメージしたデコレーションが施された吊革が登場するほか、ディズニーリゾートラ
インの各駅では、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のスペシャルイベント「クリスマス・ファンタジー」と東京ディズ
ニーシーのスペシャルイベント「クリスマス・ウィッシュ」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。

東京ディズニーシー・ステーション

◆ イクスピアリ ◆
イクスピアリでは、11 月 8 日（火）から 12 月 25 日（日）までの期間、開業時からお馴染みの
“ホワイトサンタ”がプロデュースす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。白い服に身を包み、人々を楽しませることが大好きなホワイトサンタが、クリスマス
イルミネーションをはじめ、クリスマスならではのワークショップ（体験講座）
、スペシャルライブ
などたくさんのエンターテイメントをご用意して皆さまをお迎えします。また、ショップやレストラン
ではギフトにぴったりなアイテムや限定メニューを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

◆ 東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ ◆
開園 15 周年を祝うアニバーサリーイベントを開催中の東京ディズニーシーと、東京ディズニー
ランドの 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「東京ディズニーシー
の 15 周年と 2 つのパークのクリスマスを満喫する 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/top/）でご確認ください
※写真は全てイメージです ©Disney

