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東京ディズニーランド®「ディズニー・イースター」
2016 年 3 月 25 日（金）～ 6 月 15 日（水）
東京ディズニーランドでは、3 月 25 日から 6 月 15 日までの 83 日間、ディズニーならではの
楽しさあふれる春のスペシャルイベント「ディズニー・イースター」を開催します。
ヘンテコな緑や花々があふれる春いっぱいのひみつの
“イースターガーデン”で、今年はミッキーマウスがイー
スターエッグレースを開催。ディズニーの仲間たちやイー
スターバニーがヘンテコ楽しく、アクティブに「ディズニー・
イースター」を盛り上げます。
パレードルートでは、ひみつの“イースターガーデン”
で繰り広げられる愉快で賑やかなパレード「ヒッピティ・
ホッピティ・スプリングタイム」を公演します。今年は

パレード
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」

ミッキーマウスやミニーマウスたちが“うさみみ”
（うさぎ
の耳）を付け新たなコスチュームで登場するほか、音楽
も一新します。また、パレード停止中は、ゲストの皆さ
まと一緒に盛り上がるエッグレースを開催します。
東京ディズニーランドの「ディズニー・イースター」
ならではの楽しみ方の一つである「エッグハント・イン・
東京ディズニーランド」
（有料）も実施します。マップに書
かれたヒントをもとに、イースターバニーがパークのあちら
こちらに隠したカラフルなタマゴを探すラリー形式のプロ
グラムも今年は難易度別に 3 種類のコースをご用意。ご自

デコレーション

身に合った難易度のコースを選び、お楽しみいただけます。
このほか、
「ディズニーアンバサダー ®ホテル」や「東京ディズニーランド®ホテル」、
「ディズ
ニーリゾートライン」でも「ディズニー・イースター」に連動したプログラムを開催します。
「ディズニー・イースター」の世界観で彩られた春の東京ディズニーランドで、不思議さや
驚きにあふれた愉快で楽しいひとときを、ご家族やご友人と一緒にお過ごしください。

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

※写真は全てイメージです
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添付資料
※当添付資料は、3 月 24 日付で一部情報を修正したものです

エンターテイメント・プログラム
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日 2～3 回）
出演者数：約 100 人
フロート台数：7 台
「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタイム」は、ひみつの“イースターガーデン”でディズ
ニーの仲間たちがイースターバニーと一緒に、「ディズニー・イースター」を盛大にお祝いする愉
快で楽しいパレードです。今年、ディズニーの仲間たちは、うさぎの耳をモチーフにした“うさみ
み”を付け新しいコスチュームで登場するほか、音楽も一新されます。
途中 3 カ所でパレードが停止すると、ミッキーマウスが主催するイースターエッグレースがス
タート。エッグレースマスターに任命されたミッキーマウスの掛け声のもと、ディズニーの仲間た
ちやイースターバニーたちがゲストを巻き込み、賑やかにエッグレースを繰り広げます。
＜パレード構成＞
ユニット（フロート）のテーマ

出演キャラクター

①

ミニーマウスとイースターバニーたちが出迎える
イースターガーデンの入口

ミニーマウス、ホワイトラビット

②

グーフィーとマックスが色とりどりの絵の具で
エッグペイントに挑戦する愉快なアトリエ

グーフィー、マックス、
ブレアラビット

③

サンパーとミス・バニーがエッグハントを楽しむ
ヘンテコなガーデン

サンパー、ミス・バニー

④

ミッキーマウスたちがエッグレースに備えて体力作り ミッキーマウス、ドナルドダック、
プルート
をするジム

⑤

ラビット先生がイースターの楽しみ方を教えてくれる ヒューイ、デューイ、ルーイ、
ラビット
学校

⑥

チップとデールがイースターバニーの大好物をつくる
チップ、デール
キッチン

⑦

デイジーダックたちが楽しく踊るイースターバニーの デイジーダック、クラリス、
マリー
舞踏会

※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

アトモスフィアプログラム
「東京ディズニーランド・バンド」と「バイシクルピアノ」が「ディズニー・イースター」の
コスチュームで登場します。
※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。

体験プログラム「エッグハント・イン・東京ディズニーランド」
東京ディズニーランドの「ディズニー・イースター」の楽しみと言えば、
「エッグハント・イン・
東京ディズニーランド」
。専用マップに書かれたヒントをもとに、イースターバニーがパークのさ
まざまな場所に隠した“イースターエッグ”を探してパークを周遊する体験プログラムです。
今年はコースの種類を難易度別に 3 種類に増やし、お一人お一人に合ったコースが選べ、より
お楽しみいただきやすくなります。
また、見事に正解のタマゴを見つけ出したゲストには、ゴールでそれぞれのコースごとに異な
るオリジナルグッズをプレゼントします。
ビギナーコース（難易度：低）
専用マップに書かれたヒントをもとに、ゲストはイースターバニーたちがパークのいたると
ころに隠したイースターエッグの中から、正解のタマゴを見つけ出します。
景品：ビギナーメダル
価格：510 円
エキスパートコース（難易度：中）
難易度が高くなるエキスパートコースでは、パークの施設や装飾に溶け込むかのようにペイ
ントされたタマゴがひっそりと隠れています。イースターバニーが専用マップに記した不思議
なヒントを頼りに、正解のタマゴを見つけ出します。
景品：エキスパートメダル
価格：1,030 円
マスターコース（難易度：高）
マスターコースでは難易度が一段と高くなり、イースターバニーが専用マップに記した更に
難解で不思議なヒントを頼りに、正解のタマゴを見つけ出します。
景品：マスターメダル
価格：1,030 円
＜受付場所＞
◇ビギナーコース、エキスパートコース、マスターコースの 3 種類の受付：
プラザ内の「イベントブース」
、
「アイスクリームコーン」、「クレオズ」
◇ビギナーコースのみの受付：
「スペースプレース・フードポート」、「トゥーントーン・トリート」
、
「キャプテンフックス・ギャレー」
＜ゴール＞
エッグハント景品交換所（メインエントランスの外側）

デコレーション
ディズニーの仲間たちがイースターバニーと一緒にひみつの
“イースターガーデン”でエッグレースを楽しんでいる様子を
表現したデコレーションのほか、カラフルにペイントされた
たくさんのタマゴのデコレーションが春のパークを彩ります。
エントランスの花壇には、花々が咲き誇る中、ミッキー
マウスの掛け声のもとイースターバニーたちがエッグレー
スに向けて体力作りをし、ミニーマウスがポンポンを手に
イースターバニーたちを応援しているデコレーションが登

デコレーション

場します。
シンデレラ城前のプラザでは、イースターバニーたちがグーフィー、マックス、プルートと
一緒にエッグレースを繰り広げたり、ドナルドダックやデイジーダックと一緒に赤と白のタマゴで
玉入れを競っている様子をお楽しみいただけます。
また、
「クリスタルパレス・レストラン」前の花壇には、
「クリスタルパレス・レストラン」に届
けようとチップとデールがイースターバニーと一緒に野菜を収穫しているデコレーションが設置
されます。

スペシャルグッズ
「ディズニー・イースター」のスペシャルグッズが約 130 種類登場します。
実際にパークで身に付けてお楽しみいただけるグッズと
して、ディズニーの仲間たちも着用しているうさぎの耳を
モチーフとした“うさみみ”カチューシャやサンバイザー
などが登場します。白、ピンク、ブルーの 3 色ご用意する
“うさみみ”カチューシャには、リボンやひよこ、ニンジ
ンなどの 5 種類のパッチン（別売り）からお好きなものを
選んでつけることもでき、自分好みにカスタマイズした“う
さみみ”カチューシャを身に付けて、
「ディズニー・イース
ター」をお楽しみいただけます。
また、パレード「ヒッピティ・ホッピティ・スプリングタ
イム」で繰り広げられるエッグレースをディズニーの仲間た
ちと一緒に盛り上げるための応援グッズとして、フラッグや
ポンポンも販売します。

“うさみみ”カチューシャ（各 1,300 円）と
パッチン（各 500 円）

このほか、ミス・バニーやサンパーなどかわいいうさぎたちがデザインされたパステルカラー
が特徴的な女性向けのマスキングテープやタンブラーなどのグッズや、ディズニーキャラクター
たちをモチーフにしたイースターエッグのデザインのワッペンバッジや文房具なども販売します。
※スペシャルグッズは 3 月 24 日（木）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
※写真は全てイメージです
©Disney

スペシャルメニュー
イースターの楽しさをお食事でも味わえるカラフルで
かわいいスペシャルメニューが約 15 種類登場します。
エッグレースをイメージした装飾が施された「クリスタ
ルパレス・レストラン」では、エッグレースやタマゴ、う
さぎをモチーフにしたカラフルなメニューがスペシャル
ブッフェとして登場します。
また、「グランマ・サラのキッチン」ではタマゴが割れ
てそこから料理が飛び出したかのように盛り付けられた
スペシャルセットを、「キャプテンフックス・ギャレー」

「クリスタルパレス・レストラン」
スペシャルブッフェ（3,090 円）

ではイースターガーデンをイメージし、タマゴと野菜を
使ったカラフルなピザのスペシャルセットをご用意する
ほか、エッグレースをモチーフにしたスーベニア付きの
メニューも販売します。

「キャプテンフックス・ギャレー」
スペシャルセット（730 円）

※スペシャルメニューは 3 月 19 日（土）から、スーベニア付きメニューは 3 月 24 日（木）から
先行販売します
※写真は全てイメージです
©Disney

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、パークの雰囲気そのままに
「ディズニー・イースター」を満喫することができます。期間中、ルームキーが「ディズニー・
イースター」のコスチュームに身を包んだディズニーの仲間たちを描いた限定のデザインとなる
ほか、ホテルごとにデザインの異なるタマゴ型のポストカード2種類を全客室にご用意します。こ
のルームキーとポストカードは、ご宿泊の記念にお持ち帰りいただけます。
また、ディズニーアンバサダーホテルには「ディズニー・イースター」のかわいらしいデコレー
ションを施した客室が登場します。そのほか、ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊の皆さまを
対象に、お子さまだけでなく大人の方もお楽しみいただける無料のエッグハントプログラムをご用意
し、ホテルに帰ってからも「ディズニー・イースター」ならではの楽しさあふれる春のひとときを
お過ごしいただけます。
さらに各ホテルのレストランとラウンジでは、季節の食材を使用し、春の訪れを感じさせる彩り
豊かなスペシャルメニューを提供します。

「ディズニーアンバサダーホテル」
ルームキー

「東京ディズニーランドホテル」
ルームキー

※写真は全てイメージです
©Disney

＜ディズニーアンバサダーホテル「ディズニー・イースター」デコレーションの客室概要＞
間

2016年3月25日（金）～ 6月15日（水）チェックインまで

対象客室
お よ び
価
格

スタンダードフロア デラックスルーム 18室
1 室 1 泊 50,400 円 ～ 68,900 円（定員：大人 3 名様）
※料金は日によって異なります

予約開始

2015 年 12 月 28 日（月）9：00 より

期

※東京ディズニーリゾート®・バケーションパッケージの発売は 11：00 からとなります

お部屋のみのご予約について

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。
【東京ディズニーリゾート総合予約センター】
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
東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでのご予約について
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトから「ディズニー・イースター」
のデコレーションの客室にご宿泊いただけるプランをご予約いただけます。
【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/vp/list/

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、「リゾートゲートウェ
イ・ステーション」にディズニーの仲間たちをモチーフにし
たイースターエッグのデコレーションが登場し、東京ディ
ズニーリゾートの玄関口から「ディズニー・イースター」を
お楽しみいただけます。
また、
「ディズニー・イースター」に連動した、期間限定
デザインフリーきっぷも販売します。

デコレーション
※写真はイメージです
©Disney

