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東京ディズニーシー®／東京ディズニーランド®

「ディズニー・ハロウィーン」
9 月 8 日(火)～11 月 1 日(日)
東京ディズニーシーと東京ディズニーランドでは、9 月 8 日（火）から 11 月 1 日（日）までの
55 日間、秋の定番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。
東京ディズニーシーでは、
“ヴィランズ一色の、クールで妖し
いハロウィーン”にテーマを一新して開催。妖しげな異空間に変
貌したパークで、ミッキーマウスやディズニーの仲間たちとディ
ズニーヴィランズが、クールなハロウィーンを繰り広げます。
（※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
トに見せようと、それぞれ得意なパフォーマンスを披露します。
ミッキーマウスたちは、ヴィランズをイメージしたコスチューム
東京ディズニーシー
「ディズニー・ハロウィーン」
※写真はイメージです

を身にまとってハロウィーン・パーティーに参加し、ゲストと一
緒に音楽に合わせてダンスをして盛り上がります。

また、アメリカンウォーターフロントとアラビアンコーストでは、新たにスペシャルプログラ
ム「ヴィランズ・ハロウィーン・パーティー」と「カスバ・マジックトリート」を開催。
「セイ
リングデイ・ブッフェ」や「カスバ・フードコート」では、様々なヴィランズのキャラクターを
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、ヴィランズの手下たち
が登場するアトモスフィアショーやグリーティングがレストラン内やその周辺エリアで展開され、
ヴィランズ流のハロウィーンをいたるところでお楽しみいただけます。
一方、東京ディズニーランドでは、ディズニーの仲間たち
と陽気なおばけたちによる“ハロウィーン・フェア”をテー
マに開催。パレードルートでは、仮装したディズニーの仲間
たちとパンプキンたちが登場する、明るく楽しい手作り感あ
ふれる「ハッピーハロウィーンハーベスト」を、今年も公演
します。今年は「風変わりなお菓子」が新たにモチーフに加
わり、お菓子の装飾が施され、音楽も一新します。さらに、

東京ディズニーランド
「ハッピーハロウィーンハーベスト」
※写真はイメージです
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ミッキーマウスとミニーマウス、プルートが新たな仮装姿を披露します。
また、
“ハロウィーン・フェア”と連動したアトラクションやレストラン、デコレーションも登
場し、ますますハロウィーンを賑やかにします。
※

ハロウィーンの定番“キャラクターのフル仮装 ”は、毎年恒例となった東京ディズニーラン
ドに加え、今年は新たに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。
このほか、3 つのディズニーホテルや、ディズニーリゾートラインなど、東京ディズニーリゾー
ト®全体が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に参加してみてはいかがでしょうか。

※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

本リリースは、2015 年 6 月 4 日に発信したものに、6 月 18 日付で一部修正を加えたものです
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「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
☆ザ・ヴィランズ・ワールド
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 120 人
バージ（船）台数：5 台
一年に一度、不思議なことが起きるハロウィーンの季節。何やら妖しい気配が立ち込めている
東京ディズニーシーでは、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。これまでスポットライトを浴びなかったヴィランズは、このハロウィーン・パー
ティーで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。彼らは、さらなるサプライズをと、それぞれ個別にミッキーマウスやミニーマウスたち一
人ずつに招待状を出します。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。
ヴィランズを乗せたバージ（船）が 5 隻登場し、マレフィセントがハロウィーン・パーティー
の開幕を力強く宣言してショーはスタートします。
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登場します。
ミッキーマウスはヴィランズのハロウィーン・パーティーに感動し、お礼にみんなで楽しめる
ダンスをしようと提案します。ゲストにダンスをレクチャーし、最後は音楽に合わせてみんなで
踊ってハロウィーン・パーティーを盛り上げ、華やかにフィナーレを迎えます。

◆ハーバーショーに登場する主要な 6 人のディズニーヴィランズの紹介
（※ディズニーヴィランズのカッコ内は出演映画）
マレフィセント（眠れる森の美女）
：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
キャプテン・フック（ピーター・パン）
：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
ウィックド・クイーン（白雪姫）：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
ハデス（ヘラクレス）
：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
ジャファー（アラジン）
：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
アースラ（リトル・マーメイド）：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

＜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映画
ディズニーヴィランズ
①
②

③

④
⑤

ウィックド・クイーン
（白雪姫）
キャプテン・フック
ミスター・スミー
（ピーター・パン）
ハデス
ペイン、パニック
（ヘラクレス）
ジャファー
（アラジン）
マレフィセント
（眠れる森の美女）
アースラ
（リトル・マーメイド）

招待されたキャラクター
ミニーマウス
ミッキーマウス
プルート
ドナルドダック
チップ、デール
グーフィー
クラリス
デイジーダック

スペシャルプログラム
アメリカンウォーターフロントでは「ヴィランズ・ハロウィーン・パーティー」を、アラビアン
コーストでは「カスバ・マジックトリート」が開催されます。
＜ヴィランズ・ハロウィーン・パーティー＞（アメリカンウォーターフロント/ニューヨークエリア）
「セイリングデイ・ブッフェ」では、ヴィランズをイメージし
たメニューやデザートが販売されるほか、レストラン内やウォー
ターフロントパーク周辺では、ヴィランズのデコレーションが登
場します。
また、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、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するグリーティングや、ヴィランズにふ
さわしい理想的なコーディネートになるよう、ゲストのファッショ
ンをチェックするアトモスフィアショーをお楽しみいただけます。

「セイリングデイ・ブッフェ」
※写真はイメージです

＜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、ジャファーをイメージした、
黒いカリーと赤いナンなどがセットになったスペシャルセットが
販売されるほか、レストラン内や宮廷の中庭では、ジャファーを
イメージしたデコレーションが登場します。
また、
「マジックランプシアター」で登場するシャバーンとア
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、
宮廷の中庭で華やかなマジックを披露したり、レストラン内でマ

「カスバ・フードコート」
※写真はイメージです
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ジックを披露しながらダイニングを回り、ゲストを楽しませるアトモスフィアショーをお楽しみ
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

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
☆ハッピーハロウィーンハーベスト
公演場所：パレードルート
公演時間：約 40 分（1 日 2 回）
出演者数：約 90 人
フロート台数：7 台
「ハッピーハロウィーンハーベスト」は、ミッキーマウスが主催する“ハロウィーン・フェ
ア”をテーマに、仮装したディズニーの仲間たちとパンプキンたちが登場する、明るく楽しい手
作り感あふれるパレードです。
今年は収穫したかぼちゃ等の野菜や、果実で作った色々な『風変わりなお菓子』がモチーフ
となります。音楽も一新し、さらにミッキーマウスとミニーマウス、プルートが新たな仮装姿
を披露するほか、一部のダンサーのコスチュームも新しくなります。
パレードに登場する 7 台のフロートは、
“ハロウィーン・フェア”のユニークな出展ブースが
モチーフになっています。各フロートには、風変わりなお菓子が装飾されたり、いたずら好きで
愉快なパンプキンたちがキャラクターとフェアを楽しんでいる様子のデコレーションも施されま
す。そして、新たに「こひつじのダニー」もフロートのデコレーションに登場します。
ディズニーの仲間たちは今年もフェアを祝い、陽気で楽しい音楽に合わせてパレードします。
途中で停止すると、ゲストはお菓子を美味しくする呪文を一緒に唱え、手遊びで参加するなど、
フェアのフィナーレはさらに賑やかに盛り上がります。
＜パレード構成＞
ユニットのテーマ

出演キャラクター

①

新たな演目“パンプキンケーキショー”が行わ
ミニーマウス
れているレビューシアター

②

お菓子がたくさんのハロウィーンスウィーツ デイジーダック、クラリス、
ショップ
クララベル・カウ

③ フェアで楽しむハロウィーンゲームコーナー
④

グーフィー、マックス、三匹の子ぶた（ファ
イファー、フィドラー、プラクティカル）

「ミッキーズ・ハーベスト・カフェ」という名
ミッキーマウス、プルート
の、大きくて不思議なカフェ

⑤ 巨大なかぼちゃを創り出すラボラトリー

チップ、デール、スティッチ、エンジェル

⑥ くまのプーさんと仲間たちのピクニック広場

プーさん、ティガー、イーヨー、
ピグレット

⑦ “ハロウィーン・フェア”の賑やかな音楽団

ドナルドダック、ヒューイ、デューイ、
ルーイ、ホセ・キャリオカ、パンチート

※パレードは、①ウエスタンランド／ファンタジーランド、②プラザ、③トゥモローランド／
トゥーンタウンの 3 カ所で停止します

☆スーパードゥーパー・ジャンピンタイム
プラザパビリオン・バンドスタンドで行われている「スーパードゥーパー・ジャンピンタイム」

では、福笑いとダンスのシーンにハロウィーンの要素が加わります。

☆東京ディズニーランド・バンド
「ハッピーハロウィーンハーベスト」の音楽を演奏するなど、“ハロウィーン・フェア”の
賑やかな音楽団をイメージしたハロウィーン限定の特別バージョンで公演します。
※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 2015 年 9 月 5 日（土）から 2016 年 1 月 4 日（月）まで実施し
ます。
「ウエスタンランド・シューティングギャラリー」では、10 発
全て命中したスコアカードで、
“ハロウィーン・フェア”仕様のグー
フィーの保安官バッジを期間限定でプレゼントします。
また、
「ディズニーギャラリー」のディズニードローイングクラス
では、マレフィセントが描けるクラスが登場します。
ディズニードローイングクラス
（マレフィセント）
※写真はイメージです
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東京ディズニーシー／東京ディズニーランド
デコレーション
東京ディズニーシーでは、“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り口をイメージしたミラコスタ通りの
エントランスには、白雪姫に登場する“魔法の鏡”など、ディズニーヴィランズの特徴的なアイ
コンを用いた妖しげなデコレーションが施され、ミラコスタ通りの回廊の壁や天井に飾られた

ヴィランズのバナー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
ンが、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、ヴィランズ一色のクールで妖しいハロ
ウィーンをいたるところでお楽しみいただけます。
東京ディズニーランドでは、ディズニーの仲間たちとおばけ
たちが、大きなかかしの操り人形の下で一緒になって演奏やダ
ンスを楽しんだり、フェアで振る舞われた風変わりなお菓子を

アメリカンウォーターフロント/ニューヨークエリア
のデコレーション
※写真はイメージです

食べたりするなど、思い思いの“ハロウィーン・フェア”を楽
しんでいる様子を表現したフォトロケーションが、プラザやエントランスに登場します。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、昨年に引き続きパンプキン
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。

スペシャルグッズ
東京ディズニーシーでは、ハーバーショーに連動した、ディズニー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アイテムや、キャラクターをモチーフにした身につけアイテ
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 55 種類販売します。
また、ジェラトーニがデザインしたコスチュームを身に付けたダッフィーとシェリーメイが、
ハロウィーンパーティーへ向かうシーンをデザインしたグッズや、ジェラトーニがモチーフと
なった新しいデザインのグッズを販売します。
東京ディズニーランドでは、
“ハロウィーン・フェア”での『風変わりなお菓子』をデザイン
に取り入れたグッズや、気軽にキャラクターになりきることができるファンキャップ、カチュー
シャなど、約 55 種類のスペシャルグッズが登場します。
また、昨年ウエスタンランドに登場した「こひつじのダニー」
がパンプキンに扮したグッズも登場します。
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、かぼちゃの形をしたミッキーマウスやミニーマウスがデ
ザインされたグッズや、ヴァンパイアに仮装したミッキーマウス
や魔女に仮装したミニーマウスのデザインのグッズなど、約 115
種類販売します。
※スペシャルグッズは 9 月 1 日（火）より先行販売します

パフチョコレート
750 円
（東京ディズニーランド）

※ダッフィー関連グッズは 9 月 2 日（水）より先行販売します
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スペシャルメニュー
東京ディズニーシーの「セイリングデイ・ブッフェ」では、クイーン・
オブ・ハートやキャプテン・フックなどヴィランズをイメージとした
デザートやメニューが登場。ヴィランズをイメージしたメニューやデ
ザートとともに、レストラン内ではヴィランズの手下たちが、ゲスト
にヴィランズの魅力をアピールするグリーティングをお楽しみいただ
けます。
また、
「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、そしてターバン形のデザートがセットになった
メニューを販売します。レストラン内では、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。
そのほか、クルエラ・ド・ビルをイメージしたデザート、黒い色

ヴィランズをイメージした
スペシャルブッフェ
3,090 円
(セイリングデイ・ブッフェ)

をしたティポトルタも期間限定で販売します。
東京ディズニーランドの「クリスタルパレス・レストラン」では、
“ハロウィーン・フェア”をイメージしたメニューが並ぶスペシャル
ブッフェを開催します。
「プラザパビリオン・レストラン」や「グラン
マ・サラのキッチン」では、かぼちゃのモチーフが楽しいスペシャル
セットが登場。このほか、
「パークサイドワゴン」や「ペコスビル・カ
フェ」では、ハロウィーン限定のパンプキンチュロスを販売します。
※スペシャルメニューは 9 月 1 日（火）より先行販売します
ジャファーをイメージした
スペシャルセット
1,580 円
(カスバ・フードコート)
※写真はイメージです

©Disney

ナイトハイ・ハロウィーン
ハロウィーンの音楽にのせて、両パークの夜空を花火が色鮮やかに彩ります。

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は、小学生以下のお子様は毎日、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 8 日～14 日、10 月 26 日～11 月 1 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。
また、今年は新たに東京ディズニーシーでも、小学生以下のお子様は毎日、中学生以上の方は
イベント期間の 3 日間（9 月 15 日～17 日）、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
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの仮装に関する特設ページは、6 月末頃に
開設を予定しております。
▼東京ディズニーランド 仮装に関する特設ページ
http://www.tokyodisneyresort.jp/special/tdl_halloween_kaso/
▼東京ディズニーシー 仮装に関する特設ページ
http://www.tokyodisneyresort.jp/special/tds_halloween_kaso/

ディズニーホテル
3 つの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」を満喫することができます。
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。ハロウィーンのコスチューム姿のディズニーの仲間たち
が描かれたベッドスプレッド（ベッド全体を覆うカバー）が、
「明るく楽しいハロウィーン」の雰囲気を盛り上げます。
各ホテルのレストラン＆ラウンジでも、ハロウィーン期間
限定のス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
「ディズニー・ハロウィーン」デコレーションの客室
※写真はイメージです

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“ハ
ロウィーン・フェア”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・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、2015 年 6 月 11 日（木）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（www.tokyodisneyresort.jp/online/）
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 045-683-3333)
※ スペシャルメニューは 9 月 1 日（火）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

※写真はイメージです

※写真はイメージです

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
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ご用意します。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

ディズニーリゾートライン
ディズニーリゾートラインでは、
「スティッチ・エンカウンター・ライナー」がハロウィーン仕
様に様変わりし、運行します。
期間限定のフリーきっぷは、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドの「ディズニー・ハ
ロウィーン」をイメージしたデザインを 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

イクスピアリ
今年開業 15 周年を迎えるイクスピアリでは、9 月 8 日（火）
から 11 月 1 日（日）までの 55 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を、仮装したお子さま達が
練り歩くイベントや、大人も楽しめる仮装イベントなど、15 周
年ならではの新しいイベントが盛りだくさん。期間限定のワー
クショップ（体験講座）もお楽しみいただけます。
また、街内のショップやレストランでも、おばけやカボチャ
などハロウィーンモチーフのアイテムやカボチャを使った限定

※写真はイメージです

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。
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