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夏を満喫できる楽しいコンテンツがいっぱい！

夏の東京ディズニーリゾート®
7 月 9 日（土）～ 8 月 31 日（水）
夏の東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®、ディズニーホ
テルなどの各施設で、この時期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
で新しいミュージカルショーがスタートするほか、夏のスペシャルイベントでは、2つのパークともに
水しぶきで気分爽快になれるショーを展開するなど、夏を満喫できる楽しいコンテンツが目白押しです。
＜東京ディズニーシー＞
■新規ミュージカルショー「アウト・オブ・シャドウランド」
7 月 9 日（土）～
ロストリバーデルタのハンガーステージにて、まったく新
しいミュージカルショー「アウト・オブ・シャドウランド」がス
タートします。
色鮮やかな映像と迫力あるライブパフォーマンスや、ダ
イナミックなシーンが次々と繰り広げられる、今までに体
験したことのない世界にぜひご期待ください。
「アウト・オブ・シャドウランド」

■スペシャルイベント「ディズニー・サマーフェスティバル」
7 月 9 日（土）～8 月 31 日（水）
開園15周年で盛り上がる東京ディズニーシーでは、今年もフ
ルーツいっぱいの、トロピカルでラテンなノリのフェスティバル
を開催します。メディテレーニアンハーバーで公演する「ミニー
のトロピカルスプラッシュ」では、ミニーマウスやデイジーダッ
ク、クラリスが新しいコスチュームで登場するほか、ホセ・キャ
リオカとパンチートも加わり、フルーツの豊作をお祝いします。
ビビットなカラーやジューシーなフルーツをイメージしたグッ
ズやメニュー、デコレーションも登場し、サマーフェスティバ
ルを盛り上げます。

「ミニーのトロピカルスプラッシュ」

＜東京ディズニーランド＞
■スペシャルイベント「ディズニー夏祭り」
7 月 9 日（土）～8 月 31 日（水）
ディズニーの仲間たちと踊って盛り上がる、東京ディズニーラ
ンドならではの夏祭りを開催します。シンデレラ城前では、昨
年まで熱い演舞で競い合っていたディズニーの仲間たちが、今
年は 1 つのチームとなり、ショーを盛り上げます。
“彩”
（さい）“涼”
（りょう）
“華”
（はな）“雄舞”
（ゆうぶ）をテーマと
したグループで登場し、コスチュームも音楽も装い新たに、
「彩
涼華舞」（さいりょうかぶ）を公演。フロートから降りかかる水し
ぶきの中で、ゲストも一緒に踊って清涼感溢れるお祭りに参加
します。グッズやメニュー、デコレーションも夏らしいデザイ
ンで夏祭りを盛り上げます。

「彩涼華舞」
※写真はすべてイメージです
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さらに東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーのパラッツォ・カナルに、ジェ
ラトーニが手がけた様々なアートが登場します。また、7 月 1 日（金）より、ダッフィーたちの
新しいレギュラーグッズやジェラトーニの新しいメニューを販売します。
ディズニーホテルや、ディズニーリゾートライン、イクスピアリなど、東京ディズニーリゾー
ト全体が夏の高揚感に包まれるこの時期、ご家族やお友だち、そしてディズニーの仲間たちと一
緒に、夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

一般の方からのお問い合わせ先
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 045-330-5211

添付資料
＜東京ディズニーシー＞
■新規ミュージカルショー「アウト・オブ・シャドウランド」
ロストリバーデルタにあるハンガーステージで新たにスタートするエンターテイメント「アウ
ト・オブ・シャドウランド」は、内気でおとなしい少女が、自分の心の中にも勇気が宿っている
ことに気づき、その勇気と自らの想像力とで不安や恐れを乗り越えることを学んでゆく姿を描く、
ハンガーステージのために書き下ろされたまったく新しいオリジナルストーリーのミュージカル
ショーです。
未開の地で不安を抱えたまま一人きりで夜を明かすことになってしまった少女メイが、恐怖を
まぎらわそうとテントの中で影絵遊びをしていると、不思議なことに自分が作り出した影の世界
に引きずり込まれてしまいます。その世界で、メイは生命と光と色彩をよみがえらせる手助けを
します。そしてついには、現実世界での自信を手に入れるための戦いに挑みます。
色鮮やかな映像と迫力あるライブパフォーマンスや、ダイナミックなシーンが次々と繰り広げ
られる、今までに体験したことのない世界にぜひご期待ください。
公演場所：ロストリバーデルタ ハンガーステージ
公演時間：約 25 分（1 日 3～6 回公演）
出演者数：18 人
投資金額：約 35 億円（予定）
※ショーの鑑賞は抽選方式となります。スマートフォンまたはビリエッテリーア（ゴンドリエ・
スナック横）で行います
※「ハンガーステージ」のミュージカルショー「ミスティックリズム」は、2015 年 4 月 5 日（日）
をもって公演を終了いたしました

■スペシャルイベント「ディズニー・サマーフェスティバル」
【エンターテイメントプログラム】
「ミニーのトロピカルスプラッシュ」

公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演回数：1 日 3 回（日中）
公演時間：約 20 分
大量の水が降りかかるミニーマウスが主役の“ホット”で“クール”なウォータープログラムが、
新たにホセ・キャリオカとパンチートが加わり、昨年からバージョンアップします。
“カーニバルクイーン”に扮したミニーマウスやデイジーダック、クラリスはより一層華やかな
新しいコスチュームを身にまとい、瑞々しい色とりどりのトロピカルなフルーツをモチーフにした
船に乗って、メディテレーニアンハーバーに登場します。
船上からミニーマウスがフルーツの豊作をお祝いするカーニバルの開催を宣言すると、熱いラテ
ンのリズムが鳴り響き、カーニバルがスタートします。
このカーニバルを盛り上げようとミッキーマウスやドナルドダックたちも加わり、船上や陸上か
ら放水がスタート、さらにはゲストも巻き込んで、どんどんヒートアップして盛り上がります。
そしてフィナーレではホセ・キャリオカとパンチートも加わって新しいバナナダンスを踊り、ト
ロピカルなカーニバルは最高潮を迎えます。

【スペシャルグッズ】
「ミニーのトロピカルスプラッシュ」に登場するディズニーの仲間た
ちがデザインされたグッズや、トロピカルなフルーツがモチーフのグッ
ズを約 40 種類販売します。T シャツやスウェットパンツ、ファッショ
ン用グラスなど夏のパークを思いっきり楽しむためのグッズのほか、
チップとデールの大きなスイカのクッションやバナナ型のポケットに
収納できるロングタオルなど、スイカやバナナをモチーフにしたグッズ
が登場します。
また、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
も約 20 種類販売します。ミッキーマウスをモチーフにしたウォー
タードロップが描かれたフード付きタオルやトートバッグなど、夏
に大活躍なグッズも登場します。

ファッション用グラス 2,000 円
販売店舗：エンポーリオ

※スペシャルグッズは 7 月 8 日（金）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

【スペシャルメニュー】
夏にぴったりのトロピカルなメニューやスパイシーなメニューが登場しま
す。
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、ソースにフルーツを使った
ハンバーグのスペシャルセットを販売するほか、
「ザンビーニ・ブラザーズ・
リストランテ」では、スパイシーなトマトソースを使ったパスタのスペシャ
ルセットを販売します。そのほか、レモンやキウイ、パイナップルなどの
フルーツのカクテルも 6 種類ご用意します。また、フルーツをモチーフに
した 2 種類のデザインのミニスナックケースが付くラムネキャンディーが
登場するほか、
「ディズニー・サマーフェスティバル」のコスチュームを身
にまとったディズニーの仲間たちが描かれた、スーベニアポップコーンケー
スを初めて販売します。

スペシャルセット 1,580 円
販売店舗：ユカタン・ベースキャンプ・グリル

※スペシャルメニューは 7 月 1 日（金）から先行販売します。
なお、一部のスペシャルメニューは 7 月 8 日（金）から先行販売します

【デコレーション】
メディテレーニアンハーバー周辺は、たくさんのフルーツのフォトスポットやスイカやバナナ
をモチーフしたパラソルが設置されて、南国ムードを盛り上げ、東京ディズニーシー15 周年の夏を
彩ります。また、ロストリバーデルタにもフルーツの収穫を祝うカラフルなリボンやミッキーマ
ウスをかたどった花飾りが施されます。

【ディズニーホテル】
東京ディズニーシー･ホテルミラコスタ®では、
「ディズニー・サマーフェスティバル」と連動した
スペシャルメニューが登場します。各レストランのスペシャルメニューのコースでは、
「ミニーのトロピ
カルスプラッシュ」に登場するミニーマウスやデイジーダック、クラリスそれぞれのキャラクターのコス
チュームをイメージしたデザートが華やかに彩ります。他にも、南国の雰囲気を感じられるトロピカル
フルーツを使った料理などをお楽しみいただけます。
※7 月 8 日（金）から先行販売します

「オチェーアノ」
ランチコース

「シルクロードガーデン」
ランチコース

「ベッラヴィスタ・ラウンジ」
ランチコース

■東京ディズニーシー ジェラトーニが描いたアートがパラッツォ・カナルに登場
ダッフィーたちの新グッズやジェラトーニの新メニューが登場
7 月 9 日（土）より、メディテレーニアンハーバーのパラッツォ・
カナルに、ジェラトーニが手がけた様々なアートが期間限定で登場
します。
絵を描くことが得意なジェラトーニが手がけたアート作品
をパラッツォ・カナルのあちらこちらで見ることができます。
また、7 月 1 日（金）からは、パラッツォ・カナルを楽しむジェ
ラトーニの様子を描いた新しいアートのグッズ約 10 種類や、ジェ
ラトーニのスーベニアカップ付きデザートも販売します。また、ダッ
フィーとシェリーメイの新グッズも登場します。ダッフィーとシェ
リーメイのグッズはボディのふわふわをイメージしたトートバッ
グやティッシュボックスカバーなど、約 15 種類を販売します。

グッズ（イメージ）

＜東京ディズニーランド＞
■スペシャルイベント「ディズニー夏祭り」
【エンターテイメントプログラム】
さいりょう か

ぶ

「彩 涼 華舞」
公演場所：キャッスル・フォアコート
およびプラザ周辺
公演回数：1 日 3 回公演（日中）
公演時間：約 20 分
大量の水を浴びながら、ディズニーの仲間たちと踊って盛り上がる和をテーマにした清涼感たっぷ
りのプログラムです。
昨年まで熱い演舞で競い合っていたディズニーの仲間たちは、今年は 1 つのチームとなり、ディ
さい
りょう
ズニー夏祭りを盛り上げます。チップ、デール、クラリスが“彩”、グーフィーとマックスが“ 涼 ”
、
はな
ゆう ぶ
ミニーマウスとデイジーダックが“華”
、そしてミッキーマウス、ドナルドダック、プルートが“雄舞”
をテーマとしたグループで登場し、コスチュームも音楽も装い新たに、演舞を披露します。
シンデレラ城前のキャッスル・フォアコートに、色鮮やかなフロートに乗ったそれぞれのグルー
プが登場し、ショーがスタート。その後、それぞれのフロートは水しぶきをあげながら、まさに
お祭りの山車のようにパレードルートを進んでいきます。最後はキャッスル・フォアコートに全員
が集合すると、たくさんの水が降り注ぐ中、
“彩”、
“涼”
、
“華”、
“雄舞”それぞれの個性豊かな演
舞は、ゲストも巻き込んでますますヒートアップ。ディズニーの仲間たちと一緒に踊りながらショー
は最高潮を迎えます。
※4つのグループのフロートは、シンデレラ城前と、プラザ周辺のパレードルート上にて水を撒きます

＜参加グループ＞
グループ

キャラクター

彩

チップ、デール、クラリス

涼

グーフィー、マックス

華

ミニーマウス、デイジーダック

雄舞

ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート

※シンデレラ城前の中央観賞エリアでご覧いただくには抽選が必要となります

【スペシャルグッズ】
「彩涼華舞」に登場するディズニーの仲間たちがデザインされた、
約 35 種類のスペシャルグッズを販売します。T シャツやハーフパン
ツ、ヘッドタオルやうちわなど、実際にパークで身に付けて夏祭りを
楽しむのにおすすめのグッズのほか、てぬぐいやきんちゃくセットな
ど和テイストのグッズも登場します。そのほか、夏にぴったりのくず
きり入りレモンゼリーなどのお菓子も販売します。
また、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も
約 20 種類販売します。ミッキーマウスをモチーフにしたウォーター
ドロップが描かれたポンチョやトートバッグ、ビーチサンダルのほ
か、ボディシートセットや日やけ止めなど夏に大活躍なグッズも登
場します。

Ｔシャツ 1,900 円～2,900 円
販売店舗：グランドエンポーリアム

※スペシャルグッズは 7 月 8 日（金）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

【スペシャルメニュー】
「彩涼華舞」
の 4 つのグループをイメージした暑い夏にぴったりなスペシャルメニューが登場し
ます。
グループ
“彩”をイメージ
“涼”をイメージ
“華”をイメージ
“雄舞”をイメージ

メニュー
彩り鮮やかな和風のピザのスペシャル
セット
爽やかな白いホットドッグのスペシャ
ルセット
華やかな赤色の冷製のクレープ
和風ソースのカツをはさんだミッキー
ブレッドサンドのスペシャルセット

販売店舗
キャプテンフックス・ギャレー
リフレッシュメントコーナー
カフェ・オーリンズ
トゥモローランド・テラス

また、
「彩涼華舞」に登場するディズニーの仲間たちが描かれたスーベニアポップコーンケース
を初めて販売するほか、スーベニアカップも登場します。そのほか、
「れすとらん北齋」ではスー
ベニア箸付きのちらし寿司のスペシャルメニューが登場します。
※スペシャルメニューは 7 月 1 日（金）から先行販売します。
なお、一部のスペシャルメニューは 7 月 8 日（金）から先行販売します

【デコレーション】
パーク内のいたるとことに、
「彩涼華舞」をイメージしたデザインのバナーやパラソル、提灯な
どのデコレーションが施され、ディズニーならではの夏祭りを盛り上げます。また、シンデレラ
城前のプラザには、
「彩涼華舞」に登場するディズニーの仲間たちがデザインされた、お祭り感あ
ふれるフォトロケーションが登場します。
【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ランド®ホテルでは、
「ディズニー夏祭り」と連
動したスペシャルメニューが登場します。
ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」（カリフォルニア料理）では、季節感
あふれるお料理をお楽しみいただけるほか、各レストランではイベント感たっぷりなスペシャルメ
ニューをご用意します。東京ディズニーランドホテルでは、
「シャーウッドガーデン・レストラン」
（ブッフェ）と「ドリーマーズ・ラウンジ」
（ロビーラウンジ）にて夏祭りや和をイメージしたスペ
シャルメニューをご用意します。
※7 月 8 日（金）から先行販売します

「エンパイア・グリル」
エンパイアディナー

「シャーウッドガーデン・レストラン」
ブッフェ（イメージ）

「ドリーマーズ・ラウンジ」
アフタヌーンティーセット

＜その他＞
■東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ
（東京ディズニーシー／東京ディズニーランド共通）
夏のエンターテイメントプログラムを特別鑑賞席から楽しめる鑑賞券付きプランのほか、お子
様向けに、カストーディアルキャスト体験ができる夏休みに人気のプログラム「カストーディア
ル・キッズ！」（提供：花王株式会社）や、キャストと子どもたちだけで夜のトムソーヤ島を探
険するプログラム「キッズ・ナイト・アドベンチャー“島にかくされた宝の鍵”」に参加できる
3 世代やご家族でのご利用におすすめの宿泊プランなどを販売しています。
※詳細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/）をご覧ください
■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、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー夏祭
り」と東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ディズニー・サマーフェスティバル」をイメー
ジした期間限定デザインフリーきっぷを、7 月 8 日（金）～ 8 月 31 日（水）で各１種類販売し
ます。
■イクスピアリ
イクスピアリでも、夏イベントを7月21日（木）から8月31日（水）の期間で開催します。2階セレ
ブレーション・プラザで夏ムードたっぷりのダンスなどのステージイベントを行うほか、館内で
は夏休みの宿題にぴったりのワークショップも開催されるなど、わくわくする体験が目白押しです。
また、レストランでもファミリー向けメニューなど、夏を元気に楽しめるメニューを販売します。

