2016 年 6 月 20 日
株式会社 オリエンタルランド

東京ディズニーランド®／東京ディズニーシー®

「ディズニー・ハロウィーン」
9 月 9 日（金）～10 月 31 日（月）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、9 月 9 日（金）から 10 月 31 日（月）までの
53 日間、秋のスペシャルイベント「ディズニー･ハロウィーン」を開催します。
東京ディズニーランドでは、“ハロウィーン・ミュージックフェスティバル”にテーマを一新
し、ディズニーの仲間たちとおばけやスケルトンといったハロウィーンのエンターテイメントの
スターたちがゲストを巻きこみ、最高に楽しい音楽で盛り上げます。
パレードルートでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの
仲間たちとハロウィーンのエンターテイメントのスターたちが、様々
なジャンルの音楽パフォーマンスを繰り広げるパレード「ハロウィー
ン・ポップンライブ」を公演します。ミッキーマウスたちはそれぞれ
の音楽スタイルに合わせたハロウィーンらしいコスチュームを身にま
とって登場します。パンプキンやスケルトンなどをモチーフとした個
性豊かなフロートからは、
思わず体が動き出す軽快な音楽が鳴り響き、
ゲストもディズニーの仲間たちと一緒に最高潮に盛り上がります。こ
のほか、ワールドバザールやプラザには“ハロウィーン・ミュージック
フェスティバル”にちなんだデコレーションが登場し、パークは賑や

東京ディズニーランド
「ディズニー・ハロウィーン」

かな雰囲気に包まれます。
一方、「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、今年もヴィランズ一色の、“クールで妖しいハロウィーン”をテーマに開催。
妖しげな異空間に変貌したパークで、ディズニーヴィランズ※が、ミッキーマウスやディズニー
の仲間たちと、ヴィランズ流に 15 周年のハロウィーンを盛大にお祝いします。
（※ディズニーヴィランズ：ディズニーアニメーションに登場する悪役の総称）

メディテレーニアンハーバーでは、ヴィランズ流のハロウィーン
が楽しめるハーバーショー「ザ・ヴィランズ・ワールド～ウィッシュ・
アンド・ディザイア～」を公演します。ヴィランズが主役となり、
ヴィランズならではの魅力をディズニーの仲間たちやゲストにア
ピールしようと、それぞれ得意なパフォーマンスを披露します。ミッ
キーマウスやディズニーの仲間たちは、ヴィランズをイメージしたコ
スチュームを身にまとってハロウィーン・パーティーに参加し、ゲ
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ストと一緒に盛り上がります。
※写真はすべてイメージです
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また、アラビアンコーストでは、昨年好評だったスペシャルプログラム「カスバ・マジックトリー
ト」を開催。「カスバ・フードコート」では、ジャファーをイメージしたスペシャルメニューやデ
コレーションなどが登場するほか、レストラン内や宮廷の中庭では「マジックランプシアター」に
登場するシャバーンとアシームたちによるアトモスフィア・エンターテイメントを展開します。
このほか、ヴィランズの手下たちが登場するアトモスフィア・エンターテイメントやキャラクター
グリーティングなどヴィランズ流のハロウィーンをお楽しみいただけます。
ハロウィーンの定番“ディズニーキャラクターのフル仮装※”は、今年も東京ディズニーラン
ドだけでなく、ヴィランズ流のハロウィーンで盛り上がる東京ディズニーシーでも、期間限定で
お楽しみいただけます。
ディズニーホテルや、ディズニーリゾートラインも、ハロウィーンの雰囲気に包まれるこの時
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、ディズニーならではのハロウィー
ンをご体験ください。
※東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでの「
“ディズニーキャラクターのフル仮装”には制
限があるため、ご紹介の際は、東京ディズニーリゾート ®・オフィシャルウェブサイト参照、も
しくは要問い合せ」の旨をご記載くださいますようお願いいたします
※10 月、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

添付資料
東京ディズニーランド「ディズニー・ハロウィーン」
■エンターテイメント・プログラム
『ハロウィーン・ポップンライブ』
公演場所：パレードルート
公演時間：約 50 分（1 日 2 回）
出演者数：約 90 人
フロート台数：6 台
「ハロウィーン・ポップンライブ」は、ミュージックフェスティバルをテーマに、ハロウィーン
らしさあふれるバラエティに富んだ音楽に合わせて、ディズニーの仲間たちとゲストが一緒に
盛り上がれる、今年初登場のパレードです。
ハロウィーンの不思議な世界に包まれたパレードルートには、年に一度のこの季節をゲストと
一緒に楽しもうと、ディズニーの仲間たちやおばけやスケルトンといったハロウィーンのエンター
テイメントのスターたちがやってきます。
このパレードの主催者であるグーフィーを先頭に、パンプキンや魔女などハロウィーンならで
はの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちと、ハロウィーンのエンターテイメントのスターた
ちが、自慢の音楽やダンスを披露します。
パレードは途中 9 カ所で停止し、各フロートからはポップスやラテン、ロックといったそれぞ
れ異なる個性豊かなハロウィーンの音楽パフォーマンスが繰り広げられます。ゲストもリズミカ
ルで軽快な音楽に合わせて手拍子などで参加し、ミュージックフェスティバルの盛り上がりは最
高潮に。ディズニーの仲間たちと一緒に最高に楽しい時間を過ごすことができます。
＜パレード構成＞
ユニットのテーマ

出演キャラクター

ミッキーマウスたちとコウモリによるとびきりクールなク
① １
ミッキーマウス、マックス
ラブステージ
②

チップとデールたちがスケルトンと共演する愉快なジャズ
チップ、デール、プルート
ステージ

③

三匹の子ぶたと蘇ったアイドルマミーたちによる、かわい 三匹の子ぶた（ファイファー、
いポップスステージ
フィドラー、プラクティカル）

④

ドナルドダックたちがカボチャでできた楽器を演奏する底 ドナルドダック、ヒューイ、
抜けに陽気なラテンステージ
デューイ、ルーイ

⑤

スティッチ率いる黒猫バンドによるはちゃめちゃ楽しい
ロックステージ

⑥

ミニーマウスたちが魔女と歌う怪しくも華麗なコーラスス ミニーマウス、デイジーダッ
テージ
ク、クラリス

スティッチ、エンジェル

■その他
ショーや、パーク全域で行われているアトモスフィア・エンターテイメントも、ハロウィーン期
間限定のスペシャルバージョンになって登場します。
ショー
スーパードゥーパー・ジャンピンタイム

場所
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
バイシクルピアノ
ジャングル・サウンデュオ
ワイルドウエスト・チャンス
ラウンドアップ＆プレイ
オーパス・ファイブ
ジュニア・ヒーローズ
ファン・メンテナンス
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

場所
ワールドバザール／プラザテラス
アドベンチャーランド
ウエスタンランド
トゥモローランド
パレードルート
エントランス

※出演場所は公演回により異なります
※各プログラムは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
■アトラクション
「ホーンテッドマンション」では、ショーの内容を変更し、映画『ティム・バートンのナイトメ
アー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション
“ホリデーナイトメアー”」を 2016 年 9 月 3 日（土）から 2017 年 1 月 4 日（水）まで実施し
ます。
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■エンターテイメント・プログラム
『ザ・ヴィランズ・ワールド～ウィッシュ・アンド・ディザイア～』
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）
出演者数：約 120 人
バージ（船）数：5 隻
一年に一度、不思議なことが起きるハロウィーンの季節。「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、何やら妖しい気配が立ち込
めている中、今年もディズニーヴィランズが主役となって、ハロウィーン・パーティーが開催さ
れます。ヴィランズは自分たちの魅力を存分にアピールしようと、それぞれの得意なものを活か
した出し物を用意するとともに、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たち一人ずつ
に招待状を出します。招待を受けたミッキーマウスたちはヴィランズに敬意を表し、それぞれの
ヴィランズをイメージしたコスチュームを身にまとってハロウィーン・パーティーに参加します。
怪しげなナレーションによるハロウィーン・パーティーのスタートが告げられると、ヴィラン
ズを乗せたバージ（船）が 5 隻登場し、マレフィセントがメディテレーニアンハーバーの中央で、
自分たちが招待をしたディズニーの仲間たちを招き入れます。バージの上にミッキーマウスをは
じめとするディズニーの仲間たちが登場すると、マレフィセントがハロウィーン・パーティーの
開幕を力強く宣言します。
ヴィランズは、自分たちの魅力をアピールするパフォーマンスを披露し、スペシャルゲストと
して招待したディズニーの仲間たちもパーティーに加わり、盛大に 15 周年をお祝いする中、マレ
フィセントが魔力をふるうとパーティーは最高潮に達し、豪華なフィナーレを迎えます。
＜5 隻のバージ（船）＞ ※ディズニーヴィランズのカッコ内は出演ディズニー映画
ディズニーヴィランズ

招待されたキャラクター

①

ウィックド・クイーン（白雪姫）

②

キャプテン・フック、ミスター・スミー（ピーター・パン） ミッキーマウス、プルート

③

ハデス、ペイン、パニック（ヘラクレス）

ドナルドダック、チップ、デー
ル

④

ジャファー（アラジン）

グーフィー

マレフィセント（眠れる森の美女）

クラリス

アースラ（リトル・マーメイド）

デイジーダック

⑤

ミニーマウス

＜『ザ・ヴィランズ・ワールド～ウィッシュ・アンド・ディザイア～』に登場する主要な 6
人のディズニーヴィランズ＞
ディズニーヴィランズ

出演ディズニー映画

マレフィセント

眠れる森の美女

キャプテン・フック

ピーター・パン

ウィックド・クイーン

白雪姫

ハデス

ヘラクレス

ジャファー

アラジン

アースラ

リトル・マーメイド

オーロラ姫にのろいをかけ、ドラゴンにも変身
する強い魔力を持った魔女
ピーターパンの宿敵で、鉤（かぎ）の手を持つ
悪名高き海賊船の船長
魔女に変身し、毒りんごで白雪姫を狙おうとす
る美しい女王
神々の国オリンポスの支配を企む、冥界（死者
の国）をしきる冷徹な王
魔法の杖で自由自在に魔法を操り、国王の座を
狙うアグラバーの大臣
トリトン王の地位を奪おうとする、妖しげな魅
力を持つ海の魔女

■スペシャルプログラム
『カスバ・マジックトリート』
（アラビアンコースト）
「カスバ・フードコート」では、店内がジャファーをイメージし
たデコレーションが施される中、
「マジックランプシアター」に登場
するシャバーンとアシーム、ジャファーの手下たちが様々なマジッ
クでゲストをもてなします。
また、アラビアンコーストの中庭では、シャバーンとアシーム、妖しげな黒魔術師、アラビア
最強のマジシャンたちが、華やかなマジックで、ゲストをおもてなしするアトモスフィア・エン
ターテイメントをお楽しみいただけます。
■その他
ヴィランズの力で魅力的な人間の姿に変えられた手下たちが今年
も登場。ゲストにヴィランズの素晴らしさをアピールし、ヴィラン
ズの世界へ引き込もうとしたり、ヴィランズ流のファッションチェッ
クをしたり、ヴィランズならではのアトモスフィア・エンターテイ
メントをお楽しみいただけます。

※各プログラムは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

※写真はすべてイメージです
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東京ディズニーランド／東京ディズニーシー
■デコレーション
東京ディズニーランドでは、ディズニーの仲間たちと陽気で明るいおばけのスターたちが
ミュージックパフォーマンスを繰り広げているフォトロケーションが、プラザに登場します。ま
た、ワールドバザールの中央やストリートには、クモの巣やかぼちゃのランタンなどが初めて飾
られ、ハロウィーンの雰囲気をより一層盛り上げます。そのほか、ウエスタンランドやファンタ
ジーランド、トゥーンタウンには、昨年に引き続きかぼちゃやおばけを中心とした明るく楽しい
デコレーションが施されます。
東京ディズニーシーでは、昨年に引き続き、ヴィランズ一色の、
“クールで妖しいハロウィーン”
をテーマにしたデコレーションが飾られます。ヴィランズの世界への入口をイメージしたエント
ランスやミラコスタ通りの回廊の壁などには、東京ディズニーシー15 周年の要素が加わり、より
華やかな雰囲気でがゲストをお出迎えします。
メディテレーニアンハーバーやアメリカンウォーターフロン
トのニューヨークエリアでは、様々なヴィランズをモチーフとし
たデコレーションやフォトロケーションがミステリアスな雰囲気
で登場。アラビアンコーストでは、ジャファーをモチーフとした
デコレーションが施され、ヴィランズ一色になったハロウィーン
をいたるところでお楽しみいただけます。
東京ディズニーシーのデコレーション

■スペシャルグッズ
東京ディズニーランドでは、
「ハロウィーン・ポップンライブ」に連動した、
ミッキーマウスたちのサインがアクセントの様々なアイテムや、ミュージッ
クフェスティバルでより楽しむことが出来るファンキャップ、タオルなど、約
45 種類のスペシャルグッズが登場します。
また、ウエスタンランドの「トレーディングポスト」では、カウンティーフェ

タオル 500 円
（東京ディズニーランド）

アのお菓子のブースに迷い込んだこひつじのダニーがデザインされたハロウィー
ングッズが約 10 種類登場します。
東京ディズニーシーでは、「ザ・ヴィランズ・ワールド～ウィッシュ・アン
ド・ディザイア～」に登場するヴィランズとディズニーの仲間たちをデザイン
した様々な身に付けアイテムなど、東京ディズニーシーならではのスペシャル
グッズを約 50 種類販売します。
さらに、仮装したダッフィーたちがハロウィーンを楽しむ様子をデザインし

カチューシャ 1,800 円
（東京ディズニーシー）

たグッズを、約 20 種類販売します。
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー共通デザインのグッズでは、お
ばけやかぼちゃをモチーフにしたカラフルなグッズや、ヴァンパイアに仮装し
たミッキーマウスをデザインしたグッズなど、約 90 種類を販売します。この
ほか、ペンセットやハンドクリームセットなどお友だちなどにシェアできる
グッズや、小分けにしてギフト用に包めるラッピングバッグを販売します。
※スペシャルグッズは 9 月 1 日（木）より先行販売します
※ダッフィー関連グッズは 9 月 2 日（金）より先行販売します

ラッピングバッグ 500 円
（東京ディズニーランド）
（東京ディズニーシー）

※写真はすべてイメージです
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■スペシャルメニュー
東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」では、
「ハロウィー
ン・ポップンライブ」をイメージした、音符モチーフなどを飾ったスペシャル
セットを販売します。また「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カ
フェ」では、かぼちゃのモチーフが楽しいスペシャルセットを販売します。ま
た「ボイラールーム・バイツ」や「ザ・ガゼーボ」でも、一部のメニューがハ
ロウィーン仕様になって登場します。このほか、ポップコーンワゴンでは、ハ
ロウィーン限定のポップコーンケースを販売します。
東京ディズニーシーの「ニューヨーク・デリ」では、ウィックド・クイーンを
モチーフにしたスペシャルセットを、また昨年に引き続き「カスバ・フード
コート」では、ジャファーをイメージした黒いカリーと赤いナン、そして「ザ
ンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、アースラをイメージしたスペシャ
ルセットを販売します。ほかにもヴィランズやミッキーマウスたちが描かれた
ポップコーンケースを販売します。
アメリカンウォーターフロントの「ケープコッド・クックオフ」では、ダッ
フィーのランチケースが付いたスペシャルセットのほか、スーベニアカップな
どが付くデザートが期間限定メニューでお楽しみいただけます。
このほか、ハロウィーン期間限定で、テーブルの上に置いたカップの影が、
ミッキーマウスのシルエットのように見えるコースターを、東京ディズニーラ
ンド、東京ディズニーシー共通デザインで販売します。
※スペシャルメニューは 9 月 1 日（木）より先行販売します

スペシャルセット 1,940 円
プラザパビリオン・レストラン

ウィックド・クイーンをイメージした
スペシャルセット 1,150 円
ニューヨーク・デリ

※写真はすべてイメージです

東京ディズニーランド／東京ディズニーシーでの仮装について
東京ディズニーランドと、東京ディズニーシーの 2 つのパークでは、小学生以下のお子さまは
毎日、中学生以上の方はイベント期間の最初と最後の 1 週間（9 月 9 日～15 日、10 月 25 日～10
月 31 日の合計 14 日間）
、ディズニーキャラクターのフル仮装をして、ご入園いただけます。
なお、安全確保のため、仮装のままではご利用いただけないアトラクションもございます。
仮装での入園についてご紹介いただく際には、あわせて点線部分をご掲載いただくか、
「ディズニー
キャラクターのフル仮装については制限があるため、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェ
ブサイト参照、もしくは要問い合せ」の旨をご掲載くださいますようお願いいたします。
※ ディズニーキャラクター以外の仮装での入園はお断りいたします
※ 指定の期間以外は、ディズニーキャラクターのフル仮装をしての入園はお断りいたします（小
学生以下を除く）
※ 顔を覆う、塗る、傷を描く、髭をつけるなどの仮装メイク、とがったものを装着した仮装、長
い棒や杖、危険物の持ち込みや歩行が困難な仮装、肌露出の多い仮装はご遠慮ください
※ 東京ディズニーリゾートのキャスト（コスチューム）の仮装はお断りいたします
※ 園内外のレストルーム、車椅子優先レストルームおよびコインロッカー付近を使用しての着替
えはご遠慮ください
※ ショー鑑賞時、他のゲストのショー鑑賞の妨げとなるような大きな仮装具は取り外して頂く場
合がございます
※ 上記内容やその他安全性やテーマ性を損なう仮装をしての入園はお断りいたします
▼仮装に関する特設ページ
（http://www.tokyodisneyresort.jp/special/tdr_halloween_kaso/）
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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
ディズニーホテルなどでの宿泊や、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでのハロウィーン
のエンターテイメント・プログラムのショー鑑賞券、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を販売中です。このプランでは、2つのパークのハロウィーンイベントを
存分にお楽しみいただけます。
※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/top/）でご確認いただけます

ディズニーホテル
ディズニーホテルでも、パークのスペシャルイベント「ディズ
ニー・ハロウィーン」を楽しむことができます。
ディズニーアンバサダー®ホテルには、
「ディズニー・ハロウィー
ン」のデコレーションを施した客室が今年も登場します。東京ディ
ズニーランドで開催される「ディズニー・ハロウィーン」の新た
な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
デコレーションが、最高に楽しいハロウィーンの雰囲気を盛り上
げます。レストランやラウンジでも、ハロウィーン期間限定のス

ディズニーアンバサダーホテル
「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの客室

ペシャルメニューをご用意します。
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は、東京ディズニーランドのイ
ベントコンセプト“ハロウィーン・ミュージックフェスティバル”をイメージしたお料理を秋の
味覚とともにお楽しみいただけます。また、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®では、東京ディズニーシーのヴィランズ一色の“クール
で妖しいハロウィーン”をイメージしたお料理をご用意します。
※「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの客室のご予約は、2016 年 6 月 27 日（月）
より東京ディズニーリゾート総合予約センター（0570-05-1118 [9:00～18:00]）、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（https://reserve.tokyodisneyresort.jp/top/）
にて開始します (※一部の PHS・IP 電話・国際電話をご利用の方は 045-330-5711)
※ スペシャルメニューは 9 月 1 日（木）より先行販売します

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
「ドリーマーズ・ラウンジ」
アフタヌーンティーセット

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
「オチェーアノ」
ランチコース
※写真はすべてイメージです
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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、一部の車両にハロウィーンをイ
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、東京ディ
ズニーランドと東京ディズニーシーの「ディズニー・ハロウィーン」
をイメージしたデザインのフリーきっぷを2種類販売します。
また、ディズニーリゾートラインの各駅では、ハロウィーンのデ
コレーションが登場し、ゲストのみなさまをお迎えします。

リゾートゲートウェイ・ステーションの
デコレーション
※写真はイメージです
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イクスピアリ
イクスピアリでは、9 月 9 日（金）から 10 月 31 日（月）までの
53 日間、イベント「イクスピアリ・ハロウィーンタウン」を開催し
ます。ハロウィーン装飾にあふれる街中で、子どもから大人まで楽
しめるイベントや、期間限定のワークショップ（体験講座）など、
お楽しみが盛りだくさん。
また、街内のショップやレストランでも、おばけやかぼちゃなど
ハロウィーンモチーフのアイテムや、かぼちゃを使ったスペシャル
メニューなどを取りそろえ、街全体でハロウィーン気分を盛り上げ
ます。
※写真はイメージです

