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東京ディズニーリゾート® 「ディズニーのおとな旅」

45 歳以上限定「45PLUS パスポート」「45PLUS プレミアムパスポート」
発売のお知らせ
東京ディズニーリゾートでは、大人ならではのパーク
の楽しみ方を提案する“ディズニーのおとな旅”※1 の展
開として、45 歳以上限定で平日のパークをお得にお楽し
みいただける「45PLUS パスポート（5,900 円）」
、
「45
PLUS プレミアムパスポート（8,800 円／9,800 円）」を
期間限定で販売いたします。
「45PLUS パスポート」は、通常よりもお得な価格で
パークにご入園いただけるほか、当該パスポート利用者

※写真はイメージです
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限定の 2 つの特典（有料）をご用意しています。
1 つ目は、ディズニー映画『アナと雪の女王』をイメージしてプラチナとダイヤモンドで仕上げ
た高級感あふれる特製ネックレス ※ 2 （200,000 円（送料込））をお求めいただける特典です。
「45PLUS パスポート」のために作られた、この機会でしかお求めいただけないオリジナルデザ
インです。2 つ目は、ディズニーホテルのレストランで限定スペシャルメニュー（2,500 円～8,800
円）をお楽しみいただける特典です。対象レストランにて、
「45PLUS パスポート」をご提示いた
だくと、同行されたグループの方全員で“45PLUS パスポート”限定のスペシャルメニューをお
楽しみいただけます。
また、ちょっと贅沢に楽しみたい方にぴったりの「45PLUS プレミアムパスポート」が、1 日
40 名様限定で新登場します。東京ディズニーシー®のレストランでのランチ付きのパスポートで、
45 PLUS パスポートと同様の特典もご利用いただけます。
45PLUS パスポートで、ご友人やご夫婦、お子様と平日のひとときを東京ディズニーリゾート
で過ごしてみませんか。
※1.ディズニーのおとな旅
東京ディズニーリゾートでは 2007 年度より、大人の方に東京ディズニーリゾートをよりお楽しみい
ただくために、大人向けの特別パスポートの販売や、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェ
ブサイト等で大人同士のパークの楽しみ方の提案などをおこなっています。
※2.『アナと雪の女王』をイメージした特製ネックレス
パーク内の対象店舗で商品を予約購入後、宅配便にてご自宅またはご希望の郵送先へお届けいたし
ます。なお、商品の到着時期はご注文から約 2 ヶ月後となります。

◇「45PLUS パスポート」概要
45 歳以上のゲストを対象とした 1 デーパスポート
※ディズニーe チケット、配送チケットから選択
※ご入園の際に年齢確認をさせていただく場合があるため、年齢を証明できるものをお持
券
種
ちください
※入園保証あり、日付指定、パーク指定のパスポートです
※配送チケットをご希望の場合、送料として別途 540 円いただきます
対象パーク
東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー
実施期間
2015 年 1 月 6 日（火）～2015 年 3 月 20 日（金）の平日（土日祝日を除く）
2014 年 12 月 11 日（木）～2015 年 3 月 20 日（金）
販売期間
※配送チケットは 2015 年 3 月 13 日（金）23：59 までの販売となります
価
格
5,900 円（通常の 1 デーパスポート 大人：6,400 円）
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト「ディズニーのおとな旅」
（http://www.tokyodisneyresort.jp/special/otona/index.html）
販売場所
※東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのチケット販売窓口では販売しておりませ
んのでご注意ください
①『アナと雪の女王』をイメージした特製ネックレス
価格：200,000 円（送料込）
販売店舗：東京ディズニーランド「ディズニーギャラリー」
東京ディズニーシー「イル・ポスティーノ・ステーショナリー」
購入方法：上記店舗にて、当日の入園に使用された「45PLUS パスポート」をご提示い
ただき、商品サンプルをご覧ください。購入を決定したら、オーダー用紙に必
要事項をご記入のうえ、代金をお支払いください。後日、宅配便にてご自宅ま
たはご希望の郵送先へお届けいたします。
※お支払いにはクレジットカードをご利用いただけます
※商品の到着時期はご注文から約 2 ヶ月後となります
※購入はご入園当日のみとなります

特
典
（有料）

②ディズニーホテルのレストランで限定スペシャルメニュー
■ディズニーアンバサダーⓇホテル
・日本料理レストラン「花 Hana」
ランチ 2,500 円／ディナー7,000 円
・カリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」
ランチ 3,000 円／ディナー7,000 円
■東京ディズニーシー・ホテルミラコスタⓇ
・中国料理レストラン「シルクロードガーデン」
ランチ 3,300 円／ディナー8,000 円
・地中海料理レストラン「オチェーアノ」
ランチ 4,200 円／ディナー5,500 円
※ランチ、ディナーともに 1 ドリンク付き（グラスビール、グラスワイン(白/赤)、
オレンジジュース、コーラ、ウーロン茶を選択）
■東京ディズニーランドⓇホテル
・エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」
ランチ 3,600 円／ディナー（グラスシャンパン 1 杯付き）8,800 円
※特典ご利用の際、
「45PLUS パスポート」をご提示ください
※お時間によって、満席の場合がございますのでご了承ください
※上記はすべて税込の価格となります
＜ディズニーホテルのレストランの予約方法（予約が必須ではありません）＞
■東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト
（http://www.tokyodisneyresort.jp/online/）
■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）
※一部の PHS・IP 電話・国際電話からご利用の方 045-330-5711

◇「45PLUS プレミアムパスポート」概要
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45 歳以上のゲストを対象とした 1 デーパスポート
東京ディズニーシーのレストランで優先的に食事（ランチ）をお楽しみいただけます。
※配送チケットのみの販売となります（送料として別途 540 円いただきます）
※ご入園の際に年齢確認をさせていただく場合があるため、年齢を証明できるものをお持
ちください
※入園保証あり、日付指定、パーク指定、券種変更不可のパスポートです
東京ディズニーシー（東京ディズニーランドにはご入園いただけません）
2015 年 1 月 13 日（火）～2015 年 3 月 20 日（金）の平日（土日祝日を除く）
2014 年 12 月 18 日（木）～2015 年 3 月 13 日（金）23：59 までの販売となります
①「セイリングデイ・ブッフェ」での食事付 8,800 円（1 日 20 名限定）
②「リストランテ・ディ・カナレット」での食事付 9,800 円（1 日 10 名限定）
③「レストラン櫻」での食事付 9,800 円（1 日 10 名限定）
・ご来園までにパスポートとミールクーポンをお届けします
・ご来園時、ミールクーポンに記載されている時間に対象レストランへお越しください
・レストランにてパスポートとミールクーポンをご提示のうえ、パスポート購入者名を申
告ください
・店舗内の席へご案内、食事サービスを提供させていただきます
※追加オーダーの場合は別途料金が発生いたします
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト「ディズニーのおとな旅」
（http://www.tokyodisneyresort.jp/special/otona/index.html）
※東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのチケット販売窓口では販売しておりませ
んのでご注意ください
①『アナと雪の女王』をイメージした特製ネックレス
「45PLUS パスポート」と同様です
②ディズニーホテルのレストランで限定スペシャルメニュー
「45PLUS パスポート」と同様です
＜ディズニーホテルのレストランの予約方法（予約が必須ではありません）＞
■東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト
（http://www.tokyodisneyresort.jp/online/）
■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）
※一部の PHS・IP 電話・国際電話からご利用の方 045-330-5711

「ディズニーe チケット」
「ディズニーe チケット」は、24 時間いつでもご自宅のパソコンで購入できることに加え、プリントアウト
した用紙さえあれば、チケット購入窓口に並ぶことなくご入園いただける便利なチケットです。また、パークの
入園保証も付いていることから、安心してご来園いただけることも「ディズニーe チケット」の特徴です。

※本リリースは、2014年12月10日に発信したリリースを2014年12月11日付けで改訂したものです

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 TEL 047-305-5111
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

