2017 年 3 月 2 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®「ディズニー・イースター」
4 月 4 日（火）～ 6 月 14 日（水）
東京ディズニーランド®と東京ディズニーシー®では、4 月 4 日（火）から 6 月 14 日（水）ま
での 72 日間、ディズニーならではの楽しく華やかな春のスペシャルイベント「ディズニー・イー
スター」を開催します。昨年は東京ディズニーランドのみで開催していた「ディズニー・イース
ター」を、今年は 2 年ぶりに東京ディズニーシーでも展開し、東京ディズニーリゾート全体でイー
スターを盛り上げます。
東京ディズニーランドでは、今年初登場のキャラクター “うさたま”とディズニーの仲間たちが
繰り広げる、ヘンテコ楽しいドタバタ大騒動をテーマに、
「ディズニー・イースター」を開催しま
す。ウサギの耳がついた、いたずら好きで好奇心旺盛なヘンテコなタマゴのキャラクター“うさ
たま”。ディズニーの仲間たちがイースターのお祝いの準備
のためにイースターエッグをつくっていたところ、イースター
エッグ工場で思わぬハプニングが起こり、
次々と誕生した
“う
さたま”たちがパーク中に逃げ出し、ドタバタ大騒動を繰り
広げます。パレードルートでは、逃げ出した“うさたま”た
ちを捕まえるために、ディズニーの仲間たちが奮闘する新規
パレード「うさたま大脱走！」を公演。ミッキーマウスたち
が、
“うさたま”を捕まえる“うさたまチェイサー”に扮し、
巨大な掃除機や虫取り網などさまざまな方法で“うさたま”
を追いかけるヘンテコ楽しいパレードです。また、ディズニー
映画『ズートピア』のジュディ・ホップスとニック・ワイル
ドも東京ディズニーリゾートに初めて登場し、ディズニーの

東京ディズニーランド「ディズニー・イースター」

仲間たちと一緒に“うさたま”を追いかけます。
そのほか、新たに「エッグハントプログラム～“うさたま”を探せ！～」も登場。専用マップ（無
料）に記された“うさたま”の目撃情報を頼りに、パーク中に逃げ出した“うさたま”を探しながら
ゴールを目指します。
一方、東京ディズニーシーでは、2015 年度以来 2 度目
となる「ディズニー・イースター」を開催します。カラ
フルなイースターエッグや美しい花々で彩られるパーク
で、今年のファッショントレンドの“イースターバニ―
ボンネット”
（ウサギの耳をモチーフにした素敵な飾りが
付いた帽子）で着飾ったディズニーの仲間たちが、東京
ディズニーシーならではのファッショナブルなイース
ターを繰り広げます。

東京ディズニーシー「ファッショナブル・イースター」

メディテレーニアンハーバーでは、華やかな新しいコス
※写真は全てイメージです
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チュームを身にまとったディズニーの仲間たちとアメリカンウォーターフロントやマーメイドラ
グーンなどの 4 つのテーマポートから集まったおしゃれなファッションに身を包んだアーティスト
たちによる、春の祝祭「ファッショナブル・イースター」を公演。それぞれのファッションテー
マにあわせた音楽やダンスで春の祝祭を盛り上げます。
また、メディテレーニアンハーバーを中心に、色鮮やかなイースターエッグや“イースターバ
ニーボンネット”をモチーフとしたデコレーションが施され、おしゃれで華やかなイースターを
演出します。
このほか、
「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」などでも「ディズニー・イースター」
に連動したプログラムを開催します。
楽しく華やかな春の東京ディズニーリゾートで、ご家族やお友だちと一緒に「ディズニー・イー
スター」ならではの世界観をお楽しみください。

本リリースは、2017 年 1 月 10 日に発信したものに、2017 年 3 月 2 日付で一部改定を加えたものです
一般の方からのお問い合わせ先は、以下の通りご紹介くださいますようお願いいたします。
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 045-330-5211
報道関係の皆さまの本件に関するお問い合わせ先 ： 株式会社オリエンタルランド広報部 TEL 047-305-5111

添付資料
◆東京ディズニーランド「ディズニー・イースター」◆
エンターテイメント・プログラム
「うさたま大脱走！」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日/2～3 回）
出演者数：約 90 人
フロート台数：7 台
今年初登場の「うさたま大脱走！」は、ディズニーの仲間たちと、ウサギの耳がついたタマゴの
キャラクター“うさたま”がヘンテコ楽しいドタバタ大騒動を繰り広げるパレードです。
イースターの準備に大忙しのある日、イースターエッグをつくっていると、“うさたま”が次々
と誕生し、パーク中に逃げ出します。パークのさまざまな場所に隠れている“うさたま”を探し出
そうと、“うさたまチェイサー”に扮したミッキーマウスやディズニーの仲間たちは、巨大な掃除
機や虫取り網、“うさたま”探知機などを使って、“うさたま”を捕まえようと奮闘します。よう
やく、“うさたま”を捕まえて、ハプニング一件落着かと思いきや、再び逃げ出そうとする“うさ
たま”たちの姿が、まだまだ騒動が続くことを予感させます。
7 台のフロートを中心に、大小様々なカートが連なるパレードは途中で停止し、ゲストと一緒に
“うさたま”を探して捕まえたり、また逃げられたりを繰り返しながら、これまでとはちょっと違っ
た、にぎやかでヘンテコ楽しいイースターをお送りします。
＜パレード構成＞
ユニットのテーマ
シーン 1 うさたま大脱走！イースターのハプニングのはじまり
シーン 2

出演キャラクター
プルート

ミッキーマウス率いる“うさたまチェイサー”たちが大
ミッキーマウス
活躍

シーン 3 うさたまがイースターガーデンでかくれんぼ

サンパー、ミス・バニー、
ブレア・ラビット、ラビット、
ホワイトラビット
チップ、デール

シーン 4 うさたまを探して気球に乗るミニーマウス

ミニーマウス

シーン 5 カフェでドナルドダックが大ピンチ！

ドナルドダック、
クララ・クラック

シーン 6 デイジーダックたちとうさたまがおしゃれに夢中

デイジーダック、クラリス、
クララベル・カウ

シーン 7 うさたま探知機を使うグーフィーとマックス

グーフィー、マックス

シーン 8

ジュディ・ホップスとニック・ワイルドがうさたまを
確保！？

ジュディ・ホップス、
ニック・ワイルド

※ 一部のキャラクターは、カートに乗ってもしくは歩いて登場します
「うさたま大脱走！」は日本航空株式会社が提供します

アトモスフィア・エンターテイメント
一部のアトモスフィア・エンターテイメントも、
「ディズニー・イースター」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。
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
バイシクルピアノ

場所
ワールドバザール／プラザテラス

ラウンドアップ＆プレイ

ウエスタンランド

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
ジップンズーム・ガイドツアー

エントランス

※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

「エッグハントプログラム～“うさたま”を探せ！～」
東京ディズニーランドでは、
“うさたま”を探す新しいエッグハントプログラムを実施します。
パーク内で配布する専用マップ（無料）に書かれた“うさたま”の目撃情報を頼りに、逃げ出し
た“うさたま”を探してゴールを目指します。好奇心旺盛な“うさたま”たちが逃げ出したのは、
パーク中のあらゆるところ。見事にゴールまでたどり着いたゲストには、プログラム達成の証で
あるオリジナルシールをプレゼントします。
ぜひ、ご家族やお友だちと一緒に新しくなった「エッグハントプログラム～“うさたま”を探
せ！～」をお楽しみください。

デコレーション
東京ディズニーランドでは、新しいキャラクター“うさたま”をデザインしたデコレーション
をお楽しみいただけます。
エントランスでは、イースターエッグメーカーから次々と生み出された“うさたま”がパーク
へ逃げ出していく様子を表現したデコレーションが設置されるほか、好奇心旺盛な“うさたま”
が初めて見るパークの中で、遊んだり、いたずらをしたりと、パークを思う存分楽しんでいる様
子をご覧いただけます。また、シンデレラ城前のプラザでは、逃げ出した“うさたま”たちを捕ま
えようとしたり、
“うさたま”と楽しくじゃれあったりしているディズニーの仲間たちのユーモアあふ
れるフォトロケーションも登場します。
「ディズニー・イースター」恒例のディズニーのキャラクターがモチーフとなったイースター
エッグも約 50 種類パークに飾られます。今年は新しくディズニー映画『美女と野獣』のミセス・
ポットとチップ、ディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』や『ファインディング・
ドリー』に登場するニモとドリー、ディズニー映画『ジャングル・ブック』のバルーとキング・
ルイがモチーフとなったイースターエッグが登場します。

◆東京ディズニーシー「ディズニー・イースター」◆
エンターテイメント・プログラム
「ファッショナブル・イースター」
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 115 人
船の数：5 隻
東京ディズニーシーの４つのテーマポートから集まったディズニーの仲間たちと、個性あふれ
るファッションに身を包んだアーティストたちによる、おしゃれに着飾る春の祝祭「ファッショ
ナブル・イースター」が開幕します。
春の訪れを祝う美しい音楽にのせて、アメリカンウォーターフロント、ロストリバーデルタ、
マーメイドラグーン、ミステリアスアイランドの各テーマポートを代表するアーティストたちが、
船に乗りメディテレーニアンハーバーに登場します。今年のファッショントレンドは、ディズニー
の仲間たちがファッションアドバイザーとなって、アーティストと考えた、ウサギの耳の飾りが付
いたおしゃれな帽子“イースターバニーボンネット”
。思い思いの“イースターバニーボンネット”
と華やかなファッションに身を包んだディズニーの仲間たちが、それぞれのテーマに合わせたダン
スナンバーでファッションの魅力を披露します。全てが披露されると、アーティストたちは自分
たちのファッションが一番だと主張しはじめますが、ミッキーマウスが「ファッションは個性、
それぞれの個性を楽しもう」と言うと、お互いを認め合う素晴らしさに気が付きます。華やかな
春の祝祭は、パイロが打ち上がる中、それぞれの個性を生かしながらも一体感のある音楽とダン
スで盛大にクライマックスを迎えます。
テーマポート
アメリカンウォーターフロント
ロストリバーデルタ

乗船するキャラクター
ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、
シェリーメイ、ジェラトーニ
グーフィー、マックス、ホセ・キャリオカ、
パンチート

マーメイドラグーン

チップ、デール、クラリス

ミステリアスアイランド

ドナルドダック、デイジーダック、スティッチ

※上記のほか、各テーマポートを代表するアーティストたちの乗る船が 1 隻登場します

アトモスフィア・エンターテイメント
ウォーターフロントパークでは、
「東京ディズニーシー・マリタイムバンド」が華やかでおしゃ
れなコスチュームで登場するほか、アメリカンウォーターフロントやロストリバーデルタ
で楽しいパフォーマンスを繰り広げている、
「ファン・カストーディアル」もにぎやかに「ディズ
ニー・イースター」を盛り上げます。
※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、メディテレーニアンハーバーとアメリ
カンウォーターフロントを中心にイースターエッグや“イースター
バニーボンネット”
、春らしい花々をモチーフにしたデコレーション
が飾られ、華麗でおしゃれなイースターの世界をお楽しみいただ
けます。

フォトロケーション（メディテレーニアンハーバー）

メディテレーニアンハーバーには、今年新たに“イースターバニーボンネット”でおしゃれに
着飾ったディズニーの仲間たちのフォトロケーションが登場するほか、ウォーターフロントパークに
は、各テーマポートをモチーフにしたイースターエッグや、カラフルな花々やタマゴで飾られたバス
ケットなどが設置され、春の祝祭ならではの華やかな雰囲気に包まれます。

◆ 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
東京ディズニーランドでは、パークに逃げ出した“うさたま”
と、
“うさたまチェイサー”となって“うさたま”を追いかける
ディズニーの仲間たちが描かれたグッズが約 40 種類登場しま
す。
“うさたま”キャラクターのかわいらしいタマゴ型のフォ
ルムが特徴的なぬいぐるみやクッションのほか、レジャーシート
やタオルも販売します。

ぬいぐるみ

ぬいぐるみバッジ

1,800 円

1,300 円

東京ディズニーシーでは、
「ファッショナブル・イースター」に登場
するディズニーの仲間たちが描かれたグッズが約 35 種類登場しま
す。ファッションモデルに扮したディズニーの仲間たちが優雅にラン
ウェイを歩く様子をデザインしたＴシャツやパスケースなど、おしゃれ
で春らしいグッズを販売します。
Ｔシャツ

2,500 円 / トートバッグ

4,300 円

東京ディズニーランド、東京ディズニーシー共通のグッズとして、
実際にパークで身に付けて楽しむことができる“うさみみ”カチュー
シャを販売します。今年はご家族やお友だちみんなで色違いで付けて
楽しむことができるよう、4 色の“うさみみ”カチューシャをご用意
します。また色だけでなく、自分好みにカスタマイズできるようヘア
ゴムなどの飾り（別売り）もお選びいただくことができるのに加え、
うさみみカチューシャ 各 1,300 円
ヘアゴム 各 500 円

など

ウサギのしっぽをモチーフにした飾りも登場します。しっぽのように
付けるのはもちろん、腕やバッグに付けて楽しむこともできます。

合わせて、ディズニーキャラクターたちをモチーフにしたイースターエッグのデザインのグッズも
約 30 種類販売します。今年は新しくディズニー映画『ズートピア』のジュディ・ホップスやニッ
ク・ワイルド、ディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』のニモやドリーもデザイン
に加わります。
このほか、昨年に続き、ミス・バニーやサンパーなどかわいいウサギたちがデザインされたパ
ステルカラーが特徴的な女性向けのグッズも登場します。洋服やバッグなど気軽なファッション
アイテムとしてご使用いただけるグッズのほか、ルームウェアやシュシュなど日常生活でご使用
いただける商品も販売します。

※写真は全てイメージです
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※スペシャルグッズは 4 月 3 日（月）から先行販売します
※ミス・バニーやサンパーが描かれたグッズは 3 月 18 日（土）から先行販売します

スペシャルメニュー
東京ディズニーランドでは、イースターの楽しさをお
食事でも味わえるカラフルでかわいいスペシャルメニュー
が登場します。
「イーストサイド・カフェ」では、タマゴやウサギを
モチーフにしたイースターならではのスペシャルコース
が登場します。また、
「スウィートハート・カフェ」では
タマゴの形をしたバンズでできたサンドイッチのスペ
シャルセットを、「グランマ・サラのキッチン」では

「グランマ・サラのキッチン」

「スウィートハート・カフェ」

タマゴが割れてそこから料理が飛び出したかのように

スペシャルセット 1,580 円

スペシャルセット 990 円

盛り付けられたスペシャルセットをご用意するほか、
「ザ・ガゼーボ」では“うさたま”をイメー
ジした食べ歩きができるメニューを販売します。合わせて、タマゴをモチーフにした丸みを帯びた
スーベニア付きのメニューなどをご用意します。
東京ディズニーシーでは、イースターの春らしい雰囲気の中にも、おしゃれな要素が散りばめ
られたスペシャルメニューが登場します。
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、
イースターの象徴であるタマゴを使用したスペシャ
ルセットが登場します。また、
「セバスチャンのカリ
プソキッチン」では、春らしいピンクのバンズでで
きた、おしゃれなサンドイッチのスペシャルセット
を販売するほか、「バーナクル・ビルズ」や「ザン
ビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、おしゃ
れなスペシャルカクテルを販売します。合わせて、
ウサギをモチーフにしたスーベニア付きのメニュー
「セバスチャンのカリプソキッチン」
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
スペシャルセット 1,580 円

スペシャルセット 990 円

などをご用意します。

※スペシャルメニューは 4 月 3 日（月）から先行販売します

※グッズ、メニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了の際はご了承ください
※写真は全てイメージです
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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◆
時間指定のないファストパス®・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、２つのパークでそれぞれの「ディズニー・イースター」をたっぷ
りとお楽しみいただける、バケーションパッケージだけのオリジナルカラーの「“うさみみ”カ
チューシャ」が付いた『２つのパークで“うさみみ”つけて「ディズニー・イースター」を楽しむ
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」、「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」でも、パークのスペシャルイベント「ディズニー・イースター」の雰囲気を
満喫することができます。期間中、「ディズニーアンバサダーホテル」、「東京ディズニーランド
ホテル」にご宿泊いただいたゲストを対象に、東京ディズニーランドの「ディズニー・イースター」
のコスチュームに身を包んだディズニーの仲間たちと“うさたま”を描いた限定デザインのペーパー
バッグをご用意します。ほかにも、ホテルでデザインの異なるルームキーやタマゴ型のポストカード
もご用意します。さらに「ディズニーアンバサダーホテル」には、宿泊ゲストを対象としたエッグハ
ントプログラムが登場し、スペシャルイベントの雰囲気をお楽しみいただけます。
またレストランとラウンジでは、彩り豊かな春の食材をご堪能いただけるメニューや、イースターを
楽しむディズニーの仲間たちをイメージしたメニューなどをご用意します。
ぜひ、ディズニーホテルで春の訪れをお楽しみください。

ペーパーバッグ

ディズニーアンバサダーホテル

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

ルームキー

ルームキー

ポストカード

◆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も、イベントに連動した期間限定デザインフリーきっぷを2種類販売
します。また、リゾートゲートウェイ・ステーションには、イースターエッグをモチーフとしたデコ
レーションが登場しゲストをお迎えします。

デコレーション

フリーきっぷ

※写真は全てイメージです
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