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夏の東京ディズニーリゾート®
7 月 11 日（火）～ 8 月 31 日（木）
東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®、ディズニーホテ
ルなどの各施設で、夏休みの思い出作りにぴったりのさまざまな夏のプログラムを開催します。
テーマを一新した東京ディズニーシーのスペシャルイベントをはじめ、東京ディズニーランドで
は、恒例となった大量の水しぶきで気分爽快になれるスペシャルイベントに加え、ナイトパレード
がリニューアルするなどプログラムが盛りだくさんです。
東京ディズニーシーでは、ディズニー映画『パイレーツ・オ
ブ・カリビアン』シリーズの世界をテーマとしたスペシャルイ
ベント「ディズニー・パイレーツ・サマー」を初めて開催します。
メディテレーニアンハーバーでは、キャプテン・ジャック・
スパロウとキャプテン・バルボッサ率いる荒くれ者の海賊たちが
繰り広げるショー「パイレーツ・サマーバトル“ゲット・ウェッ
ト！”」を公演します。
ポルト・パラディーゾを占拠したバルボッサ率いる海賊団
と、バルボッサの宿敵ジャック・スパロウが登場。海賊になる
ための修行や迫力満点のブラックパール号争奪戦、大盛り上が
りの大宴会など、ゲストと海賊たちが一体となって、清涼感あ
ふれる海賊の世界を、大量の水を浴びながらびしょ濡れになっ

東京ディズニーシー
「ディズニー・パイレーツ・サマー」

てお楽しみいただけます。
また、ロストリバーデルタでは、海賊が集う酒場をイメージした「パイレーツ・キャンティー
ナ・フィエスタ」を展開するほか、海賊をモチーフにしたグッズやメニュー、デコレーション、
海賊たちによるアトモスフィア・エンターテイメントが登場するなど、東京ディズニーシーのあち
らこちらで『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの世界をお楽しみいただけます。
一方、東京ディズニーランドでは、日本のお祭りをディズ
ニー流にアレンジした「ディズニー夏祭り」を開催します。
今年は、シンデレラ城前のキャッスル・フォアコートを含
むプラザ全体が一体となって展開する新規エンターテイメン
さんすい

ト・プログラム「燦水！サマービート」を公演します。
新しいコスチュームに身を包んだ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、和楽器で夏祭り風にアレン
ジしたディズニーソングに乗せて、お祭りムードを盛り上げ
ます。ゲストはフロートから放出される水しぶきを浴びなが
ら、掛け声や手拍子で参加しみんなで盛り上がるお祭りをお

東京ディズニーランド
「ディズニー夏祭り」

楽しみいただけます。
また、プラザテラスには、縁日をイメージした装飾を施した屋台風のブースが登場し、グッズ
やメニュー、デコレーションなども、和の要素を取り入れたデザインで夏祭りを更に盛り上げます。
※写真はすべてイメージです
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このほか、夜の定番のパレード「東京ディズニーランド・
エレクトリカルパレード・ドリームライツ」がリニューアル
します。
ディズニー映画『アナと雪の女王』のアナとエルサを乗せ
た氷の城のフロートが夜のパレードに初めて登場するほか、
ディズニー映画『シンデレラ』のフロートが生まれ変わりま
す。また、2011 年 7 月のリニューアル時に惜しまれつつも終
了した、ディズニー映画『美女と野獣』のフロートも、LED
を採用し輝きを増し再登場するなど、新たに 5 台のフロートが
加わり、夜のパークを一層美しく彩ります。

東京ディズニーランド・
エレクトリカルパレード・
ドリームライツ

また、７月１日（土）公開予定のディズニー映画最新作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最
後の海賊』の世界観をお楽しみいただけるスペシャルプログラムを東京ディズニーランドのアド
ベンチャーランドで展開します。
東京ディズニーシーでは、アメリカンウォーターフロントにあるドックサイドステージで、ミッ
キーマウスとダッフィーが旅の途中で出会った新しいお友だち“ステラ・ルー”が登場する新し
いグリーティングショー「ステップ・トゥ・シャイン」がスタートします。
このほか、ディズニーホテルや、ディズニーリゾートライン、イクスピアリなどでも、ご家族
みんなで楽しめる夏ならではのプログラムが満載です。この時期にしか体験できない様々なプロ
グラムを展開する東京ディズニーリゾートで、ご家族やお友だちと一緒に、最高な夏の思い出を
作ってみてはいかがでしょうか。

※写真はイメージです
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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
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
■東京ディズニーシー「ディズニー・パイレーツ・サマー」
【エンターテイメント・プログラム】
「パイレーツ・サマーバトル“ゲット・ウェット！”」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
公演時間：約 20 分（1 日 3 回公演）
出演者数：約 80 人
「パイレーツ・サマーバトル“ゲット・ウェット！”」は、今年初登場する迫力満点のエン
ターテイメントです。キャプテン・バルボッサ率いる海賊団に占拠された東京ディズニーシーの
ポルト・パラディーゾ。メディテレーニアンハーバーの中央には灯台がそびえたち、陸地には海
賊たちがうろつく中、ブラックパール号が登場するところから物語が始まります。
ブラックパール号に乗って登場したのは、
バルボッサ。バルボッサは海賊の仲間を増やすため、
ゲストに水をかけながら、ノリの良いリズミカルな音楽に合わせて海賊修行を行います。修行に
よりゲストと海賊たちが団結したころ、バルボッサの宿敵であるキャプテン・ジャック・スパロ
ウが登場します。ジャック・スパロウはこれまでのことは水に流そうとバルボッサに和解を持ち
かけ、ゲストや海賊たちを巻き込み大量の水を浴びながら宴会で大盛り上がりします。ところが
ジャック・スパロウの思わぬ行動により、楽しい宴会から一転、ブラックパール号を奪い合うバ
ルボッサとジャック・スパロウの激しい戦いが始まります。
大量の水や炎が放たれる大迫力の戦いを、ゲストも海賊たちと一緒になってお楽しみいただけ
ます。
＜出演キャラクター＞
キャプテン・ジャック・スパロウ、キャプテン・バルボッサ

【アトモスフィア・エンターテイメント】
メディテレーニアンハーバーでは、個性豊かな海賊たちによるグリーティングを実施します。
また、ロストリバーデルタでは、ゲストを一人前の海賊にする参加型のアトモスフィア･エンター
テイメントをお楽しみいただけるほか、「パイレーツ・キャンティーナ・フィエスタ」を展開す
る「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」店内では、バルボッサ海賊団のメンバーで結成さ
れた愉快でワイルドな海賊楽団が登場し、レストランのゲストを巻き込んで盛り上げます。

【パイレーツ・キャンティーナ・フィエスタ】
ロストリバーデルタの「ミゲルズ・エルドラルド・キャンティーナ」では、寄港地としてこの
地に立ち寄った荒くれ者の海賊たちが、多くの仲間と楽しみ大騒ぎをしています。店内には、海
賊が集う酒場のような装飾が施され、海賊をイメージしたメニューもお楽しみいただけます。

【スペシャルグッズ】
ディズニー映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズをイメージ
した、ブラックパール号やドクロが描かれたスペシャルグッズが約 20 種
類登場します。黒地にデザインされたドクロが印象的な T シャツや、フリ
ンジが施された T シャツ、バッグなど、クールに着こなしていただける
ファッショングッズのほか、ポストカード、ピンバッジなどを販売します。
加えて、海賊になったディズニーの仲間たちをモチーフにした、清涼感

T シャツ 1,700 円
販売店舗：エンポーリオ

溢れるデザインのスペシャルグッズも約 40 種類登場します。デザインと
同じポーズをしたディズニーの仲間たちのぬいぐるみバッジや、プルート
が骨付き肉をくわえているデザインのクッションのほか、T シャツ、ハー
フパンツ、バンダナなど海賊気分を楽しめるグッズを販売します。
また、対象の黒の T シャツ 3 種類のうちいずれか 1 枚をお買い上げいた
だくと、海賊をイメージしたフォトプロップスを 1 枚プレゼントします。
パークのフォトロケーションで、黒い T シャツを着用し、フォトプロップス
を持って、海賊になりきって写真撮影を楽しんでみてはいかがでしょうか。

ぬいぐるみバッジ 各 1,700 円
販売店舗：エンポーリオ

※スペシャルグッズは 2017 年 7 月 8 日（土）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
【スペシャルメニュー】
海賊気分をお食事でも楽しめる、夏にぴったりのスペシャルメニューが
多数登場します。
海賊が集う酒場をイメージした「パイレーツ・キャンティーナ・フィエ
スタ」を展開する「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、ドク
ロを模ったライスとチキンのプレートがメインのスペシャルセットや黒い
トルティーヤが印象的なタコスなど、ワイルドでボリューム満点のメニュー
をお楽しみいただけるほか、
色鮮やかなアルコールドリンクも販売します。
加えて、夏の夜をよりお楽しみいただけるよう、16 時以降限定で販売する
スペシャルメニューやアルコールドリンクも登場します。
店内のいたるところに海賊やドクロが描かれた旗や樽のデコレーション「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」
が施された「カフェ・ポルトフィーノ」では、海賊をイメージしたスペシャ

スペシャルセット 1,580 円

ルセットを販売するほか、
「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」では、
黒いバンズを使ったサンドウィッチをご用意します。
また、
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」や「ザンビーニ・ブラザー
ズ・リストランテ」
、
「バーナクル・ビルズ」では、夏にぴったりのカラフ
ルなカクテルを、
「ノーチラスギャレー」では、お子さまも海賊になった気
分でお楽しみいただけるスペシャルドリンクを販売します。
※スペシャルメニューは 2017 年 7 月 8 日（土）から先行販売します
※スペシャルメニューは内容が変更、または売り切れとなる場合があります

「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」
店内イメージ

【デコレーション】
メディテレーニアンハーバー周辺には、ドクロが描かれた海賊の旗をイ
メージしたデコレーションや、黒や赤のパラソルが設置されるほか、海賊
船に乗っているような写真や牢獄に閉じ込められたような写真を撮影でき
るフォトロケーションが登場します。
フォトロケーション
※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「ディズニー夏祭り」
【エンターテイメント・プログラム】
さん すい

「燦水！サマービート」
公演場所：キャッスル・フォアコート、
およびプラザ内パレードルート
公演時間：約 20 分（1 日 3 回公演）
出演者数：約 65 人
新しい夏のエンターテイメントは、色鮮やかな和の夏祭りをイメージし、シンデレラ城前から
パレードルート全体で、大量の水しぶきを浴びながら楽しめる清涼感溢れるプログラムです。
待ちに待った夏祭りの季節。シンデレラ城前やパレードルートには大小 5 台のフロートが登場
し、集まったゲストを盛り上げてショーがスタート。和太鼓や笛などの和楽器で夏祭り風にアレ
ンジしたディズニーソングが流れ、お祭り気分をいっそう盛り上げます。
色鮮やかなフロートに乗ったディズニーの仲間たちは、カラフルなコスチュームを身にまとい、
シンデレラ城前やパレードルート各所に停止しながら、振りかかる水しぶきでゲストを盛り上げ
ます。ミッキーマウスやミニーマウスたちは威勢のいい掛け声や手拍子などでゲストをリードし、
羽目をはずしてはしゃぐドナルドダックたちをデイジーダックとクラリスも応援し、会場全体も
だんだんとヒートアップ。お祭りという特別な時間をともに楽しむゲストとディズニーの仲間た
ちがひとつになって、プログラムは最高潮を迎えます。
※大小5台のフロートは、シンデレラ城前と、プラザ周辺を中心としたパレードルート上にて水を
撒きます
＜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、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
【スペシャルグッズ】
縁日のモチーフを始めとする和の要素をデザインした「ディズニー夏祭
り」のスペシャルグッズが約 50 種類登場します。
さん すい

「燦水！サマービート」に登場するディズニーの仲間たちがデザインさ
れたスペシャルグッズでは、クリアホルダーセットやメモセット、タオル
やアソーテッド・クッキーなどおみやげにぴったりなアイテムが多数登場

クリアホルダーセット 1,030 円
販売店舗：グランドエンポーリアム

します。
また、チップとデールがかき氷やわたあめ、水風船や金魚すくいといっ
た縁日ならではのモチーフと一緒にデザインされたポップでカラフルなス
ペシャルグッズも登場します。かき氷をイメージしたデザインの、ひんや
り素材のクッションや金魚鉢風のグラスのほか、T シャツやハーフパンツ、
水風船をイメージした光るペンダント、りんご飴をデザインしたファッショ
ン用グラスなど、パークで身に付けてお楽しみいただけるグッズもご用意

グラス 900 円

します。
販売店舗：グランドエンポーリアム
そのほか、ミニカステラや棒つきキャンディーなどのお菓子も販売します。
※スペシャルグッズは 2017 年 7 月 8 日（土）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

※写真はすべてイメージです
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【スペシャルメニュー】
日本の夏祭りならではの縁日のメニューをディズニー流にアレンジした
メニューなど、和の要素を取り入れたスペシャルメニューが登場します。
「プラザパビリオン・レストラン」では、太鼓をイメージしたハンバー
グがメインのスペシャルセットをご用意するほか、
「ペコスビル・カフェ」
や「キャプテンフックス・ギャレー」では夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな
ソフトドリンクを販売します。
また、縁日でおなじみのりんご飴をイメージしたデザートをお楽しみい
ただけるスーベニアカップ付きのデザートや、チョコバナナをイメージし
たスーベニアプレート付きのデザートも登場します。
そのほか、
「れすとらん北齋」ではスーベニア箸付きの、見た目も鮮やか
なちらし寿司のスペシャルメニューが登場します。

「プラザパビリオン・レストラン」
スペシャルセット 1,940 円

※スペシャルメニューは 2017 年 7 月 8 日（土）から先行販売します
※スペシャルメニューは内容が変更、または売り切れとなる場合があります
【デコレーション】
ワールドバザールからプラザ周辺にかけて、和の要素がふんだん
に盛り込まれたデザインのバナーやパラソル、提灯などのデコレー
ションが施され、ディズニーならではの夏祭りを盛り上げます。ま
た、ワールドバザールの中央にはやぐらが登場し、その上で和太鼓
をたたくミッキーマウスと、ディズニー映画『ファンタジア』に登
場するほうきたちがやぐらの周りでうちわを片手に踊る様子を表現
した新しいデコレーションが設置されます。

フォトロケーション
（ワールドバザール）

このほか、シンデレラ城前のプラザには、ミニーマウスとデイジーダックが横笛を吹いている
様子やドナルドダックとグーフィーが和太鼓をたたいている様子を表現したフォトロケーション
が登場し、フォトロケーションの前でゲストの皆さまも同じポーズで参加しているような写真を
撮影いただけます。
【その他】
プラザテラスには、縁日をイメージした装飾を施した屋台風のブースが登場して夏祭りを盛り
上げます。オリジナルデザインのクッションやタオル、うちわのいずれかが当たる「ガラガラく
じ」
（1 回 500 円）をお楽しみいただけるほか、パッケージの絵柄もかわいいラムネドリンクやア
イスを販売します。

※写真はすべてイメージです
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■ナイトパレード「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」
リニューアル日：2017年7月11日（火）
公演場所：パレードルート
公演時間：約45分 （1日1回）
2001年のスタート以来、多くのゲストに親しまれているきらびやかな光で彩られた夜のパレード
が、3 度のリニューアルを経て、今回4度目のリニューアルをします。ディズニー映画『アナと雪
の女王』のアナとエルサを乗せた氷の城のフロートが夜のパレードに初めて登場するほか、ディ
ズニー映画『シンデレラ』のユニットに、シンデレラを乗せたかぼちゃの馬車をモチーフにしたフ
ロートと、プリンス・チャーミングを乗せたボールルーム（舞踏会）をモチーフとしたフロートが
新たに登場します。
また、2011年7月に終了した、ディズニー映画『美女と野獣』のフロートも、LEDを採用し輝き
を増して再登場し、これまで以上に鮮やかに夜のパークを彩ります。

■スペシャルプログラム（東京ディズニーランド）
2017 年 6 月 15 日（木）～8 月 31 日（木）
実施場所：東京ディズニーランド
アドベンチャーランド「カリブの海賊」周辺
東京ディズニーランドのアドベンチャーランドでは、7 月 1 日（土）公開予定のディズニー映
画最新作『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』の世界観をお楽しみいただけるスペシャ
ルプログラムを展開します。
期間中、
「カリブの海賊」を体験したゲストを対象に配布される地図（無料）をもとに、『パイ
レーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』に登場する 3 つの“宝”を探す謎解きプログラム「パイ
レーツ・ミステリー」を実施します。
また、
「カリブの海賊」周辺には、ディズニー映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ
をイメージしたデコレーションや体験型のフォトロケーションを設置するほか、アトモスフィ
ア・エンターテイメント「パイレーツ・ブラス」にジャック・スパロウが加わりゲストを盛り上
げます。
このほか、「ブルーバイユー･レストラン」や「カフェ･オーリンズ」、「ロイヤルストリート･
ベランダ」といったレストランでは、映画の世界観を表現したメニューやドリンク、商品店舗「パ
イレーツ・トレジャー」では、映画にちなんだグッズを販売します。

■東京ディズニーシー「ステップ・トゥ・シャイン」
2017 年 7 月 11 日（火）～2018 年 3 月 19 日（月）
公演場所： アメリカンウォーターフロント
「ドックサイドステージ」
公演時間：約 20 分（1 日 4～6 回公演）
出演者数：12 人
東京ディズニーシーのドックサイドステージでは、新しいグリー
ティングショー「ステップ・トゥ・シャイン」を公演します。
この新しいグリーティングショーには、ミッキーマウスとダッ
フィーが旅の途中で出会った新しいお友だち“ステラ・ルー”が
登場します。ステラ・ルーは、愛らしい耳と星のようにかがやく
瞳をもったうさぎの女の子で、ブロードウェイのステージに立
つことを夢見て、毎日ダンスの練習をしています。
「ステップ・トゥ・シャイン」
ショーでは、ミッキーマウスとダッフィーが、ブロードウェイ
のステージに立つことを夢見てダンスの練習を重ねてきたステラ・ルーのために、練習の成果を
披露する場としてダンスショーを開催し、ミニーマウス、シェリーメイ、ジェラトーニも一緒に、
新しいお友だちステラ・ルーの夢を応援します。
また、ショーの途中には、ゲストの皆さまがキャラクターたちと触れ合うことのできるシーン
もあり、ダッフィーやステラ・ルーたちをより一層身近に感じていただくことができます。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー
※写真はイメージです

©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、東京ディズニーランド
のスペシャルイベント「ディズニー夏祭り」と連動したスペシャルメニューが登場します。
ディズニーアンバサダーホテルの「花 Hana」（日本料理）では、ディナーメニューに水風船
をモチーフにした、驚きを感じながら涼も味わえる特別なデザートをご用意します。
東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」
（ブッフェ）では、わた
あめや水風船をモチーフにした色とりどりのブレッドなど夏にぴったりな料理が登場します。
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スペシャルイベ
ント「ディズニー・パイレーツ・サマー」をイメージしたスペシャルメニューを提供します。
「シ
ルクロードガーデン」
（中国料理）のランチコースでは、プレートを荒れた海に見立て、ブラック
パールタピオカをあしらったデザートなど全 6 品をお楽しみいただけます。

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、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー夏
祭り」と東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ディズニー・パイレーツ・サマー」をイメー
ジしたデザインのフリーきっぷを各 1 種類販売します。

イクスピアリ
イクスピアリでは、夏イベント「イクスピアリ・スプラッシュタウン」を 2017 年 7 月 21 日（金）
から 8 月 31 日（木）の期間で開催します。2 階のセレブレーション・プラザでは、上から大量の
水しぶきが飛び出す「スプラッシュ・チャレンジ」をご体験いただけるほか、館内では夏休みの
宿題にもぴったりのワークショップも開催されるなど、わくわくする体験が目白押しです。
また、ショップやレストランでも、涼しく過ごすためのアイテムや、スタミナメニューなど、
夏を元気に楽しめる商品をご用意します。

