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東京ディズニーシー®10th アニバーサリー
『Be Magical!』いよいよ開幕
2011 年 4 月 23 日（土）
東京ディズニーシーの開園 10 周年を華やかにお祝いするアニバーサリーイベント 東京ディ
ズニーシー10th アニバーサリー『Be Magical!』が、いよいよ 4 月 23 日（土）に開幕します。
開幕を華々しく飾るのは、新ナイトタイム・スペクタキュラー「ファンタズミック！」。夜のメ
ディテレーニアンハーバーを舞台に、魔法使いの弟子となったミッキーマウスが、水や炎といった
さまざまな特殊効果を用いて壮大なイマジネーションの世界を繰り広げます。
そのほか、10 周年のオリジナルコスチュームを身に纏ったディズニーの仲間たちが登場する
期間限定（6 月 30 日まで）のグリーティングショー「Be Magical!」や、S.S.コロンビア号前のド
ックサイドステージを舞台に行われるレビューショー「テーブル・イズ・ウェイティング」など、
魔法に溢れた新しいエンターテイメントが続々とスタートします。
東京ディズニーシー10 周年の魔法はこれだけではありません。
ロストリバーデルタには、ミッキーマウス、ミニーマウス、
グーフィーとの記念撮影や触れ合いをお楽しみいただける
キャラクターグリーティング施設「ミッキー＆フレンズ・グ
リーティングトレイル」が新たにオープン。また、東京ディ
ズニーシー10th アニバーサリー『Be Magical!』を象徴するのが、
各テーマポートに登場するマジカルハット（魔法の帽子）の形を
した大きなモニュメント。このモニュメントにはゲスト自身が魔
法を体験できる“秘密”が隠されています。
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【東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ 10th ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ「Be Magical！」ｲﾒｰｼﾞ写真】

さらには、ショップやレストランには魔法をテーマにしたスペシャルグッズやスペシャルメニュー
が並んだりと、パークのどこにいてもマジカルな体験がゲストをお待ちしています。
いよいよ開幕する東京ディズニーシー10th アニバーサリー『Be Magical!』では、4 月以降
も季節に応じたさまざまなプログラムを展開していきます。約 1 年間にわたってお届けするミッ
キーマウスの魔法による壮大なディズニーファンタジーの世界を、ご家族みなさまでどうぞお
楽しみください。

エンターテイメント
ナイトタイム・スペクタキュラー「ファンタズミック！」
メディテレーニアンハーバー水上
1 日 1 回～2 回公演

約 20 分

出演者数：約 45 人
「ファンタズミック！」は、夜のメディテレーニアンハーバーを舞台に、魔法使いの弟子となっ
たミッキーマウスがお届けする“イマジネーションの世界”をテーマにしたナイトエンターテイ
メントです。
『アラジン』や『シンデレラ』、『ファインディング・ニモ』を始めとする多くの
ディズニー映画の主人公たちが登場する華やかなシーンや、ミッキーマウスが巨大なドラゴン
に立ち向かう迫力あふれるシーンなど、幻想的でワクワクするような世界が、水や炎といった
さまざまな特殊効果を用いてメディテレーニアンハーバー全体で繰り広げられます。
主な登場キャラクター：ミッキーマウス、シンデレラ、スティッチなど 27 人
※「ファンタズミック！」は、株式会社 NTT ドコモが提供いたします

グリーティングショー「Be Magical!」（6 月 30 日までの期間限定）
メディテレーニアンハーバー
1 日 2 回～3 回公演 約 20 分
出演者数：約 55 人
ディズニーの魔法の素晴らしさを感じることのできるゲスト参加型のプログラムです。
10 周年のデザインが施された特別なバージに乗って登場するミッキーマウスが、ゲストと
ともに魔法の呪文“Be Magical！”を唱えると、メディテレーニアンハーバー全体に魔法が
かかり、10 周年のオリジナルコスチュームを纏ったディズニーの仲間たちが 10 周年を祝
う楽しい音楽や華麗なダンスを披露します。
主な登場キャラクター：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、チップ＆
デール、ジーニー、アリエルなど
レギュラーショー「テーブル・イズ・ウェイティング」
ドックサイドステージ
1 日 5 回公演

約 30 分

出演者数：約 30 人
豪華客船 S.S.コロンビア号での世界一周旅行を終えたミッキーマウスが、世界各国から持
ち帰ったアメリカのハンバーガーや日本の幕の内弁当など楽しいお土産を、おもてなし役
のルミエールが愉快に楽しく紹介するレビューショーです。
登場キャラクター：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、ルミエール
※本ショーは、2008 年秋に公演しご好評いただいた期間限定ショー「テーブル・イズ・ウェ
イティング」に、一部リニューアルを加えミッキーマウス、ミニーマウスが新たなコス
チュームで登場します。

※エンターテイメント・プログラムの公演回数は、日によって異なります

新規キャラクターグリーティング施設
「ミッキー＆フレンズ・グリーティングトレイル」オープン
ロストリバーデルタ
開園 15 分後～閉園 45 分前まで（一部時間を除く）
※運営時間は変更になる場合があります
テーマの異なる 3 つの建屋で、ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフィーとの記念撮影や、触れ合
いを楽しむことができるグリーティング施設です。
また、お目当てのディズニーキャラクターが待っている建屋へと続く道の途中では、冒険家や
探険家の気分になれる体験もお楽しみいただけます。

ショップ
【スペシャルグッズ】
10 周年の特別仕様にデコレーションされたコンセプトショップの「ノーチラスギフト」や
「エンポーリオ」を中心に、パーク内全体で約 300 アイテムのスペシャルグッズを販売し
ます。ミッキーマウスのぬいぐるみやダッフィーのコスチュームなど、定番アイテムが 10
周年バージョンとして登場するほか、マジカルワンド（魔法の杖）や魔法の帽子をイメージし
たファンキャップといった魔法をモチーフにしたアイテムも数多く販売します。
そして、パーク初登場となるスペシャルグッズが“マジカルワンド”（2,500 円）。この“マ
ジカルワンド”は、モニュメントにかざすと、光や音とともに魔法がたまるというインタラク
ティブ性に富んだグッズです。パーク内 6 箇所に登場する魔法の帽子の形をしたモニュメント
の全てから魔法をためたゲストには、魔法使いの弟子になれた証として、オリジナルのマジ
カルメダルをプレゼントします。
このほか、「ファンタズミック！」のスタートを記念した約 60 アイテムのスペシャルグッズ
も販売します。夜にぴったりの光るトゥインクルペンダントやカチューシャ、うちわなどに加
え、グランドオープニングのロゴ入りグッズなどが登場します。
【コラボレーショングッズ】
「ヴェネツィアン・カーニバル・マーケット」に、東京ディズニーシーオリジナルブラン
ド「D’24」と世界中の女性たちから絶大な人気を誇るトップブランドを展開する株式会社
サマンサタバサジャパンリミテッドとのコラボレーションアイテムが登場します。
※販売開始日は、4 月 24 日からとなります

レストラン
【スペシャルメニュー】
「カフェ・ポルトフィーノ」では、10 周年の特別仕様の店内デコレーションやスペシャルメ
ニューが楽しめるテーマレストラン「“Be Magical!”カフェ」を開催するほか、テーブル
サービス・レストランのスペシャルコースや、10 周年のオリジナルコスチュームを着たディ
ズニーキャラクターがデザインされたスーベニア付きのデザートやランチケースセットな
どさまざまなスペシャルメニューが登場します。このほか、「セイリングデイ・ブッフェ」
では、新レギュラーショー「テーブル・イズ・ウェイティング」のショーに出てくるメニュー
をお楽しみいただけるなど、10 周年期間中のレストランは、料理の味だけではなくいつもと
違う店内の雰囲気もお楽しみいただけます。

【フードバウチャー】
アメリカンウォーターフロントのフードワゴンでは、コレクタブルスプーン ＊ が付いた
「スペシャルフードバウチャー＆コレクタブルスプーンセット（3,000 円）」を販売しま
す。フードバウチャーには「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」、「ユカタン・ベース
キャンプ・グリル」、「カスバ・フードコート」、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
のいずれかの店舗でご利用いただけるスペシャルセット引換券と東京ディズニーシーの全飲
食施設でご利用いただける 500 円分の食事券がセットになっています。
＊柄の部分にキャラクターが描かれたコレクタブルスプーンは、シーズン毎に違う絵柄が登場します

デコレーション
各テーマポートには、ディズニーの仲間たち扮する“魔法使いの大使”がかける魔法の力に
よって、マジカルハット（魔法の帽子）の形をしたモニュメントが登場します。このモニュ
メントでは、スペシャルグッズとして販売しているマジカルワンドをかざすと、光ったり音が鳴っ
たりと、魔法使いになったような体験をお楽しみいただけます。
テーマポート

魔法使いの大使

モニュメントのデザイン
ディズニーシー・アクアスフィアの水から

メディテレーニアンハーバー
（ディズニーシー・プラザ）

ミッキーマウス

登場させた高さ約 8ｍのマジカルハット。
各テーマポートの親善大使であるディズニ
ーの仲間たちが勢ぞろいしています。
ニューヨークにある噴水の水から登場させ

アメリカンウォーターフロント

ミニーマウス

たピンクのマジカルハット。大きなリボン
とハートのオーナメントが特徴です。
古代のパワーを取り込んで登場させたマジ

ロストリバーデルタ

ドナルドダック

カルハット。遺跡の雰囲気や、絡まる蔓が
特徴です。
ミステリアスアイランドの科学や自然の鉱

ミステリアスアイランド

グーフィー

物が融合されたデザインのマジカルハッ
ト。クリスタルが象徴として取り込まれて
います。
螺旋形状の軌道やストームの渦をイメージ

ポートディスカバリー

チップ＆デール

した台座が特徴的なマジカルハット。チッ
プ＆デールの大きさに合わせて少し小ぶり
になっています。
キング・トリトンキャッスルのイメージを

マーメイドラグーン

アリエル

取り込んだマジカルハット。珊瑚や大きな
ヒトデが女の子らしいデザインになってい
ます。

アラビアンコースト

ジーニー

ジーニーの友達のマジックカーペットが巻
かれたマジカルハット。

その他の 10 周年関連プログラム
【エンターテイメント】
アトモスフィア・エンターテイメントとして、キャラクターとバンドやファン・カストーディ
アルなどがコラボレーションしたプログラムを公演します。
【ガイドツアー】
パークの知識が豊富なキャストとともにパークを巡り、ゲストに合わせたパークの楽しみ方を
ご提案するガイドツアー。10 周年を期に「テーブル・イズ・ウェイティング」のショーに参
加できる「ディズニーシー・アカデミー：エンターテイメントの世界へ」や、ツアーの途中に
サプライズな特典がついた「ディズニーマジックの海へ」の 2 つの新しいプログラムがスター
トします。
【東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ】
「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」では、開業 10 周年をお祝いするイベント「東京
ディズニーシー・ホテルミラコスタ 10th アニバーサリー」を開催します。10 周年限定デザイ
ンのルームキーやご宿泊の方だけがご購入できるホテル限定商品など、ご宿泊をさらにお楽し
みいただける 10 周年ならではの特典をご用意。また、館内のレストランやラウンジでは、
「ファンタズミック！」やスペシャルイベントをテーマにした特別なメニューが楽しめ
ます。
【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、開業 10 周年をお祝いしたデコレーションで皆さまをお迎
えします。

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）
PHS、一部の IP 電話・国際電話からは TEL 045-330-5211

