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1～3 月の東京ディズニーリゾート®
2016 年 1 月 12 日（火）～3 月 18 日（金）

東京ディズニーリゾートでは、2016 年 1 月 12 日（火）より、冬の季節ならではの様々なプログ
ラムを開催します。
東京ディズニーランド®では、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」を、今年は内容を新たに開催します。
パレードルートでは、アナやエルサ、オラフに加えクリストフやハ
ンス、トロールなどが新たなフロートに乗って登場し、「フローズ
ンファンタジーパレード」を実施します。また、シンデレラ城前
のキャッスルフォアコートでは、アナとエルサ、オラフが子ども
たちと一緒に歌やダンスで楽しむグリーティングショー「アナとエ
ルサのウィンターグリーティング」を初開催。このほか、昨年も期間
限定で公演をしたナイトエンターテイメント「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～」では、ディズニー映画『アナと雪の女王』のシーン
を、今年は親しみやすい日本語バージョンに変更して公演するなど、パーク中が特別な魔法で雪と氷
の美しい世界に包み込まれます。
また、小学生以下の女の子を“リトルプリンセス”としてお迎えするスペシャルプログラム「ディ
ズニープリンセス～ようこそ、リトルプリンセス～」も併せて開催します。
一方、ダッフィーが登場して10年を迎え、ダッフィーとの楽しい旅
の思い出を振り返り、さらにダッフィーとの絆を深めるスペシャルな
プログラム「ジャーニー・ウィズ・ダッフィー Your Friend Forever」
を開催中の東京ディズニーシー®では、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」を開催。
また、1月12日から4月10日まで、メディテレーニアンハーバーでは、
旅の途中で港に集まったディズニーの仲間たちとの触れ合いが楽し
める新グリーティングショー「カムジョイン・ユア・フレンズ」がス
タートし、ダッフィーの新しいお友達のジェラトーニが初めて登場し
ます。
そして、昨年に引き続き「タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・シリキ” 」※
もお楽しみいただけます。
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そのほか、3 つのディズニーホテルでは、パークで開催されるイベントと連動したプログラムを、
ディズニーリゾートラインでは、
「アナとエルサのフローズンファンタジー」をイメージしたラッピ
ング車両を運行。このほか、本格的な謎解きプログラムなど、お子さまから大人までお楽しみいただ
ける様々なプログラムをご用意してゲストのみなさまをお迎えします。
※「タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・シリキ”
」は 1 月 6 日（水）から 3 月 18 日（金）の間
実施します

一般の方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 TEL 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のプログラム
■「アナとエルサのフローズンファンタジー」
エンターテイメント
◇「フローズンファンタジーパレード」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日 1～2 回）
出演者数：約 85 人
フロート台数：5 台
ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにした、東京ディズニーランドならではのスペシャ
ルパレードです。今年もゲストと一緒に遊ぼうと、アナとエルサが新たな仲間たちを連れてアレン
デールからやってきます。みんなで雪遊びがしたいというアナの願いを叶えるために、エルサはゲ
ストの力をかりたその魔法の力で、たくさんの雪を降らせます。最後は降りしきる雪の中で、ゲス
トや仲間たちと一緒に「レット・イット・ゴー～ありのままで～」の音楽に合わせて踊り、楽しい
時間を過ごします。
今年はアナやエルサ、オラフに加え、クリストフやハンス、トロールが初登場。スヴェンがひく
ソリに乗ったアナとクリストフ、そしてオーケンのお店の明るく楽しいフロートや、トロールの家
族たちの賑やかなフロート、大好きな冬と夏の２つの季節を楽しむオラフの愉快なフロート、氷の
お城を表現したエルサの幻想的で美しいフロート、エルサが創り出したマシュマロウのフロートの
全 5 台が登場し、映画の代表的なシーンで使われた音楽に乗せて、雪の舞う美しいパレードを繰り
広げます。

◇「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、期間限定でディズニー映画『アナ
と雪の女王』をイメージしたシーンに変更します。昨年は英
語バージョンで公演していたアナとエルサのシーンを、親し
みやすい日本語バージョンに変更して公演します。

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～
※イメージ

◇「アナとエルサのウィンターグリーティング」
公演場所：キャッスル・フォアコート
公演時間：約 13 分（1 日 1 回）
出演者数：約 16 人
シンデレラ城前のキャッスル・フォアコートで、アナとエル
サたちが子どもたちと一緒に遊ぶ、今年初開催のグリーティン
グショーです。キャッスル・フォアコートに集まった子どもた
ちは、楽しいダンスと歌を、アナとエルサにプレゼントするた
めに練習します。アナとエルサ、オラフがフロートに乗って登
場すると、子どもたちは練習したダンスと歌を披露します。エ
ルサが魔法で降らせた美しい雪に包まれながら、映画の主題歌

「アナとエルサのウィンター
グリーティング」
※イメージ

「レット・イット・ゴー～ありのままで～」をみんなで歌い、楽
しいひとときを過ごします。
デコレーション
エントランスに、アナとエルサたちのフォトロケーションが登
場します。ワールドバザール中央には、音や光の演出で輝く氷の
お城をモチーフにしたデコレーションが、ゲストを映画の世界へ
と誘います。シンデレラ城前の広場には、トロール、スヴェンの
フォトロケーションが新登場。また、パークのいたるところに短
編映画に登場した小さい雪だるまのスノーギースが隠れていた
り、ファンタジーランドを中心にアレンデール王国のお城や広場

エントランスのデコレーション
※イメージ

をイメージした装飾や、オラフのフォトロケーションが登場した
りと、様々な場所で、冬の世界をお楽しみいただけます。
スペシャルグッズ
エルサの特別な魔法で東京ディズニーランドに現れた雪と氷の美
しい世界の中で、アナとエルサ、オラフ達が戯れるシーンが描かれた
ポストカードやお菓子などを販売します。また、ポップなテイストで
パークの景色と共にオラフやスノーギースがデザインされた文房具
や服飾品などを含め、約 90 種類のスペシャルグッズが登場します。
※スペシャルグッズは、1 月 6 日（水）から販売します

メモ（ロールタイプ） 600 円
※イメージ

スペシャルメニュー
「クリスタルパレス・レストラン」※では、短編映画の舞台となった
エルサが準備するアナのお誕生日を祝うサプライズパーティーをコン
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ます。オラ
フやスノーギースなどのキャラクターや、映画の世界をモチーフにした
メニューが並ぶスペシャルブッフェを展開します。また、
「グランマ・
サラのキッチン」では、オラフをイメージした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、

クリスタルパレス・レストラン
メニュー※イメージ

スノーギースをモチーフにした中華まんなども販売します。
※1 月 11 日（月）から 3 月 18 日（金）まで、プライオリティ・シーティング（事前受付）のみのご案内となり
ます（ブッフェのみ）
。詳細については、決まり次第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

■「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が、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
◇「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 2～4 回）
出演者数：約 10 人
料
金：１回 6,500 円（税込）
※「ビビディ・バビディ・ブティック」
当日利用の場合は 5,500 円（税込）

3 歳から小学 6 年生までの女の子が、
「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
できる有料プログラムです。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”や、お持ちのド
レスなどを着用して来園した“リトルプリンセス“もご参
加いただけます。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りながら、憧れのプリンセ

「シンデレラのプリンセス・ウェルカム」
※イメージ

スになることができます。
※詳細は、11 月中旬頃、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

「プリンセス・レッスンブック」
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、小学生以下の女の子を対象に、キャストがお渡しします。
“リトルプリン
セス”の証であるブックレット内のなまえシールを貼って、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。

東京ディズニーシーのプログラム
■「スウィート・ダッフィー」
ダッフィーが登場して10年という節目を迎え、「ジャーニー・ウィズ・ダッフィー Your Friend
Forever」を開催中の東京ディズニーシーでは、ダッフィーとシェリーメイ、そしてかわいらしいス
ウィーツをモチーフにしたプログラム「スウィート・ダッフィー」をあわせて開催。「スウィート・
ダッフィー」ならではの心あたたまるスペシャルなグッズ、メニュー、デコレーションを展開します。
ストーリー
旅から帰ってきたダッフィーのために、シェリーメイたちはたくさんのスウィーツを作りました。
ダッフィーが旅で食べた「ヘーゼルナッツケーキ」と「チョコレートブラウニー」のレシピをもと
に作ったスウィーツも並んでいます。シェリーメイはとっておきのカップケーキを作って、手紙と
いっしょに“ダッフィー、いつもありがとう”の気持ちを伝えました。自分からも“ありがとう”
を伝えたいダッフィーは、ジェラトーニに手伝ってもらってお花のプレゼントを作りました。
スペシャルグッズ
旅から帰ったダッフィーへのおもてなしをテーマに、飾りつけに
使えるガーランドや、大きめサイズのプレート、取り分け用のプ
レートなど、おもてなしのシーンで活躍するアイテムが登場し
ます。ほかにも、雑貨やお菓子、コスチューム、ぬいぐるみバッジ、
「スウィート・ダッフィー」ではおなじみのキッチングッズなど
約 40 種類のスペシャルグッズを販売します。
ダッフィーとジェラトーニからの“ありがとうの気持を込めたプレ
ゼント”がモチーフになったギフトアイテムも 6 種類販売します。

コスチュームセット 各 4,800 円
※ぬいぐるみは別売りです
※イメージ

スペシャルメニュー
アメリカンウォーターフロントにあるレストラン「ケープコッド・クックオフ」では、ランチ
ケース付きのスペシャルセットや、シェリーメイたちがダッフィーのために作ったスウィーツを
スーベニア付きで販売します。ジェラトーニが住むメディテレーニアンハーバーにある「ゴン
ドリエ・スナック」では、イタリアをイメージしたホットチョコレートドリンクを今年も販売し
ます。ほかにも、ダッフィーが旅した時に食べた「ヘーゼルナッツケーキ」と「チョコレートブラ
ウニー」にダッフィーのモチーフをトッピングして提供します。
また、
「ケープコッド・クックオフ」と「ニューヨーク・デリ」の店内にはハートやスウィーツ
をモチーフにした「スウィート・ダッフィー」ならではのデコレーションが施され、心あたたま
る空間もお楽しみいただけます。
デコレーション
アメリカンウォーターフロントのケープコッドとニューヨークエリアには、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登場し、今年の「スウィート・ダッフィー」のストーリー
をお楽しみいただけます。メディテレーニアンハーバーには、ダッフィーとジェラトーニの友情
が表現されたバナーや、花とリボンがモチーフになったデコレーションが施されます。

■ 新エンターテイメント「カムジョイン・ユア・フレンズ」
1 月 12 日（火）～4 月 10 日（日）
公演場所：メディテレーニアンハーバー
（ピアッツァ・トポリーノ）
公演時間：約 20 分（1 日 2～3 回）
出演者数：約 20 人
ミッキーマウスたちが、仲間との再会やゲストと
の出会いを喜び合うグリーティングショーです。
旅の途中にミッキーマウスの呼びかけで集まった
ディズニーの仲間たちと、彼らを歓迎する南ヨーロッ
パの古き良き港町に住む人々が集い、出会いを祝っ
てダンスを繰り広げます。ゲストもリズムに合わせ
てポーズや“チャオ（やあ！）
”
“グラーツィエ（あ
りがとう）
”
などの挨拶で参加し、
一緒に盛り上がります。

「カムジョイン・ユア・フレンズ」
※イメージ

出会いを喜ぶディズニーの仲間たちは、ゲストと触れあいながら親睦を深めた後、船に乗って
新たな航海へ旅立ちます。
このグリーティングショーには、ミッキーマウスとダッフィーの新しい友達であるジェラトー
ニ※が初めて登場します。
※ジェラトーニは、エメラルド色の瞳と長いしっぽが特徴の、絵を描くことが大好きなネコの男の子です。2014
年 7 月より、ぬいぐるみをはじめとしたグッズの販売をしています

＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、
ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、マックス、チップ、デール、クラリス

■「タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・
シリキ”」
1 月 6 日（水）～3 月 18 日（金）
東京ディズニーシー史上“最恐”のアトラクションが、期間限
定でスペシャルバージョンに変わります。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」。落下回数の増加と特殊効果がもたらす、さらなる
恐怖の世界が、勇気あるゲストをお待ちしています。

タワー・オブ・テラー: Level 13
“シャドウ・オブ・シリキ”
※イメージ

その他 東京ディズニーリゾートのプログラム
■謎解きプログラム
東京ディズニーシー、ディズニーアンバサダー®ホテル、ディズニーリゾートラインの 3 つの施設
で、本格的な謎解きプログラムを開催します。
東京ディズニーシーではパーク内を自由に散策しながら謎解きに挑戦し、ディズニーアンバサ
ダーホテルでは、宴会場での食事付きプログラム、また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 つの駅を巡り、謎を解き明かします。
※詳細については、決まり次第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

■ディズニーホテル
ディズニーアンバサダーホテルに、東京ディズニーランド
の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」と連動したスペシャルルームが登場します。この客室
は、ベッドスプレッド（ベッド全体を覆うカバー）やテレビ
台に飾られるオブジェに、アナやエルサ、オラフたちが美し
い雪の結晶とともに描かれ、パークの雰囲気そのままにお過
ごしいただけます。さらに、パークとホテルでの楽しい想い出
とともにお持ち帰りいただけるスペシャルルーム限定のオリジ

“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
※イメージ

ナルピンをご用意します。
そのほか、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の各レストランでは、
「アナとエルサのフローズンファンタジー」と連動したスペシャルメニューをご用意するほか、東
京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®の各レストランでは、
「スウィート・ダッフィー」と連動し
たスペシャルメニューを提供します。
※スペシャルメニューは2016年1月6日（水）より先行販売いたします

「
“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」概要
1.対象ホテル
ディズニーアンバサダーホテル
2.期間
2016年1月12日（火）～3月18日（金）チェックインまで
3.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（トリプルルーム）
1室1泊51,300円 ～ 68,800円（定員：大人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（デラックスルーム）
1室1泊55,400円 ～ 72,900円（定員：大人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（ジュニアファミリールーム）
1室1泊67,800円 ～ 86,300円（定員：大人4名様）
※料金は日によって異なります

4.予約開始
2015年10月20日（火）9：00より
5.予約方法
東京ディズニーリゾート総合予約センターまたは東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトに
て承ります。また、東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでも、スペシャルルームがお選びいた
だけるプランを販売いたします。
東京ディズニーリゾート総合予約センター（レストランのご予約は 10:00~18:00）
0570‐05‐1118

※一部の PHS・IP 電話・国際電話をご利用の方は 045-330-5711

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/

■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を運行いたします。また、東京ディズニーランドス
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」と東京ディ
ズニーシー期間限定プログラム「スウィート・ダッフィー」をイメージし
たフリーきっぷを 2 種類販売いたします。
ラッピング車両内観
※イメージ

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ
ディズニーホテルなどでの宿泊や、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「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」では、東京ディズニーランドで
開催する「アナとエルサのフローズンファンタジー」のパレードや「ワンス・アポン・ア・タ
イム」のショー鑑賞券が付いたプランをご用意します。
※詳細については、10月下旬以降に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

