2018 年 6 月 22 日
報道関係各位
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 11 日（火）～10 月 31 日（水）
東京ディズニーリゾート®35 周年“Happiest Celebration!”開催中の東京ディズニーランドと
東京ディズニーシーでは、9 月 11 日（火）から 10 月 31 日（水）までの 51 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。趣が異なる、それぞれのパークならではのハロ
ウィーンを繰り広げます。
今年テーマを一新する東京ディズニーランドのハロウィーンの
主役はゴーストたち。ゴーストたちが披露する“ゴースト流の東
京ディズニーランド”をテーマに、奇妙で魅力的に変身したパー
クで、ゾクゾク、そしてワクワクするハロウィーンをお楽しみい
ただけます。
初登場のパレード｢スプーキー“Boo!”パレード｣では、新しい
仲間を探しているゴーストたちが、“ゴースト流の東京ディズ
ニーランド”にディズニーの仲間たちやゲストを招待します。
ゴーストたちと一緒におもいっきり楽しむと、ディズニーの仲
間たちもゲストもたちまちゴーストの仲間入り！ゴーストたちは
新しい仲間の誕生を祝って、奇妙で盛大な祝宴を繰り広げます。

東京ディズニーランド「ディズニー・ハロウィーン」

パーク内にはたくさんのゴーストたちのデコレーションも登場
し、
“ゴースト流の東京ディズニーランド”を演出します。
また、東京ディズニーリゾート 35 周年の祝祭感あふれるワールドバザール内メインストリート
の「セレブレーションストリート」の夜の演出も、期間限定のハロウィーンバージョンで実施し
ます。
一方、東京ディズニーシーでは、今年も“クールで妖しいハ
ロウィーン”をテーマに、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（※1）がディズニーの仲間たちと一緒に、
ハロウィーンを繰り広げます。
メディテレーニアンハーバーでは、
「ザ・ヴィランズ・ワールド」
を公演します。今年もディズニーヴィランズが主役のハロウィー
ン・パーティーを開催。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

東京ディズニーシー「ザ・ヴィランズ・ワールド」

ウィーン・パーティーに参加し、ゲストと一緒に盛り上がります。
※写真は全てイメージです
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パーク内にはヴィランズをモチーフにしたミステリアスな雰囲気のデコレーションが施され、ヴィ
ランズ一色と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。
また、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、今年もハロウィー
ンイベント期間中は毎日、ディズニーキャラクターのフル仮装（※2）をお楽
しみいただけます。
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でもハロウィーン
のプログラムを実施します。
ご家族やご友人と一緒に、それぞれの施設ならではのハロウィーンをご
体験ください。
仮装しているゲスト

※1：ディズニーアニメーションに登場する悪役の総称
※2：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、もしくは要問い合わせ」の旨をご記載くださいますようお願いいたします

一般の方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 TEL 045-330-5211

報道関係の皆様のお問い合わせ先：株式会社オリエンタルランド 広報部

TEL 047-305-5111

※写真は全てイメージです
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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】
「スプーキー“Boo!”パレード」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日 2 回）
出演者数：約 95 人
フロート台数：6 台
｢スプーキー“Boo!”パレード｣は、新しい仲間を探しているゴーストたちが、奇妙で魅力的に変
身させた“ゴースト流の東京ディズニーランド”に、ディズニーの仲間たちやゲストを招待して繰
り広げる今年初登場のパレードです。パレードが進むにつれストーリーも進行し、ご覧いただく場
所によって異なるストーリーをお楽しみいただけます。
ディズニーの仲間たちは、スケルトンが運行するウエスタンリバー鉄道や、黒い木馬やかぼちゃ
のティーカップが回るファンタジーランドなど、
“ゴースト流の東京ディズニーランド”のアトラ
クションやテーマランドをイメージしたフロートに乗ってやってきます。
“ゴースト流の東京ディ
ズニーランド”を思いっきり楽しんだディズニーの仲間たちは、たちまちゴーストに大変身！ディ
ズニーの仲間たちのコスチュームも、ゴースト仕様に様変わりします。ゴーストたちは新しい仲間
の誕生を祝って、奇妙で盛大な祝宴を繰り広げます。
最高にゾクゾク、そしてワクワクする｢スプーキー“Boo!”パレード｣で、ディズニーの仲間たち
と一緒にゴーストの仲間になりませんか。
※パレードはトゥーンタウンをスタートし、①プラザ、②ウエスタンランド／ファンタジーランドの
2 か所で停止します

＜パレード構成＞
フロートのテーマ
①

②
③
④

スケルトンが運行するウエスタンリバー鉄道をイメージ
したフロート
巨大なヘビや奇怪な鳥たちの集うアドベンチャーランド
をイメージしたフロート
お墓だらけのシンデレラ城をイメージしたフロート
黒い木馬やかぼちゃのティーカップが回るファンタジー
ランドをイメージしたフロート

出演キャラクター
マックス、ヒューイ、デューイ、ルーイ、
ホーレス・ホースカラー、クララベル・
カウ
グーフィー、プルート
ミッキーマウス
ミニーマウス、クラリス

奇妙なクマたちが船上でコンサートを行うカントリーベ
⑤

ア・シアターと蒸気船マークトウェイン号をイメージし ドナルドダック、デイジーダック
たフロート

かぼちゃに乗り移ったゴーストの小動物たちが暮らす
⑥ ⑥
クリッターカントリーをイメージしたフロート

チップ、デール

※写真は全てイメージです
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その他
一部のアトモスフィア・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。
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
オーパス・ファイブ

場所
ワールドバザール／プラザテラス
トゥモローランド

※出演場所は公演回により異なります

各エンターテイメント・プログラムは、公演回数が変更になる場合や、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。

【スペシャルグッズ】
“ゴースト流の東京ディズニーランド”を表現したデザインのグッズや、ポップでかわいいゴース
トをデザインしたグッズなど、東京ディズニーランドのハロウィーンならではのスペシャルグッズを
約75種類販売します。｢スプーキー“Boo!”パレード｣に連動し、コスチュームを替えることができる
ぬいぐるみバッジを販売するほか、肩に乗せることができるぬいぐるみや光るランタン、シルエット
が特徴的なTシャツなどゴーストがデザインされたキュートなグッズが登場します。
※スペシャルグッズは 9 月 3 日（月）より先行販売します

ぬいぐるみバッジ 各 1,900 円

ぬいぐるみ 各 1,500 円
T シャツ レディース 3,100 円
メンズ 3,300 円

【スペシャルメニュー】
“ゴースト流の東京ディズニーランド”にちなみ、定番のメ
ニューに変化感を加えたスペシャルメニューを販売します。
「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」では、
ホタテクリームコロッケをパンプキンシェイプパオではさんだ
サンドが登場します。また、
「パークサイドワゴン」、
「ペコスビ
ル・カフェ」では、ハロウィーン限定のチュロスを販売。色は
ピンク、味はパンプキンという見た目と味の違いをお楽しみい
ただけるチュロスです。
※スペシャルメニューは 9 月 3 日（月）より先行販売します

スペシャルセット 990 円
チュロス（メイプルパンプキン）
販売店舗
1 本 350 円
「ヒューイ・デューイ・ルーイの
販売店舗
グッドタイム・カフェ」
「パークサイドワゴン」
｢ペコスビル・カフェ｣

※写真は全てイメージです
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【デコレーション】
「セレブレーションストリート」
35周年ならではの“Happiest”な体験ができる、ワールドバザール内メインストリートの
「セレブレーションストリート」の夜の演出も、期間限定のハロウィーンバージョンで実施します。
その他のデコレーション
個性的で愉快なゴーストたちのデコレーションが、パークの
いたるところに登場し、
「ディズニー・ハロウィーン」を盛り
上げます。キャストとして楽しみながら働いているゴーストの
デコレーションや、建物にゴーストの魂が宿ったかのようなデ
コレーションなど、ゾクゾクするほど魅力的な“ゴースト流の
東京ディズニーランド”の世界を存分にお楽しみいただけます。

【アトラクション】

デコレーション

「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、ま
たは「ラッキー」と表示されたスコアカードが出たら、ハロウィーン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、ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」では、9 月 1 日（土）から 2019 年
1 月 3 日（木）までの期間、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”
」を実施します。

※写真は全てイメージです
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◆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 2 回）
出 演 者 数：約 120 人
船の数：5 隻
メディテレーニアンハーバーでは、ディズニーアニメーション
に登場する悪役たち“ディズニーヴィランズ”が、今年も妖しげ
で華やかなハロウィーン・パーティーを開催します。ヴィランズ
に招待されたディズニーの仲間たちは、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。
始まりの時が近づくと、メディテレーニアンハーバーには、
ヴィランズを乗せた船が 5 隻登場。マレフィセントがディズニー

「ザ・ヴィランズ・ワールド」

の仲間たちを招き入れ、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、手下のダンサーたちと一緒に、
“美しさ”
、
“ユーモア”
、
“気品”
、
“魔法”といった
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ます。アースラが登場し重厚な歌声を披露す
ると、水しぶきが上がり、ますますパーティーは盛り上がります。そして最後にマレフィセントの魔
力があふれだすと、水面を漂ってきた巨大なイバラが四方に立ちあがり、クールで妖しいパーティー
は、迫力満点の華々しいフィナーレを迎えます。
＜5 隻の船＞
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

※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

※写真は全てイメージです
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＜「ザ・ヴィランズ・ワールド」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、毒リンゴ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

各エンターテイメント・プログラムは、公演回数が変更になる場合や、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。

【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」

今年もヴィランズの手下たちが、皆さまに会いにやってきます。
妖しげな雰囲気をかもしだすウォーターフロントパークでは、
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
年もリクルーティング活動を行います。多くの手下たちが日々訪
れ、ヴィランズの素晴らしさをアピールし、仲間となってくれる
ゲストを探します。

「ヴィランズ・ハロウィーン・パーティー」

「カスバ・マジックトリート」

ジャファーをイメージした装飾が施された「カスバ・フード
コート」の店内では、
「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、その他アラビアのマジシャンたちが、様々な
マジックでお食事中のゲストをおもてなしします。
「カスバ・マジックトリート」

※写真は全てイメージです
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【スペシャルグッズ】
ディズニーヴィランズと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を約55種類販売します。ディズニーヴィ
ランズたちをモチーフにしたカチューシャや、ディズニー映画
『白雪姫』に登場するウィックド・クイーンが作る毒リンゴを
デザインした光る毒リンゴなど、個性的なグッズが登場します。
※スペシャルグッズは 9 月 3 日（月）より先行販売します
ポーチ 1,200 円
光る毒リンゴ 1,600 円
マグ 1,500 円

【スペシャルメニュー】
ディズニーヴィランズの世界観を食事でもご体験いただけ
るスペシャルメニューを販売します。
「カフェ・ポルトフィー
ノ」では、ミートボールを毒リンゴに見立て白雪姫の物語を表
現した前菜や、クルエラをイメージした白と黒のパスタ、マレ
フィセントをイメージしたデザートなど、1 つのセットで 3 人
のキャラクターを楽しめるスペシャルセットが登場します。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、かき混ぜると色が変わる不思議なカリーと黒色のナンが印
象的なスペシャルセットを販売します。
※スペシャルメニューは 9 月 3 日（月）より先行販売します

スペシャルセット 1,880 円
販売店舗
「カフェ・ポルトフィーノ」

スペシャルセット 1,580 円
販売店舗
「カスバ・フードコート」

【デコレーション】
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東京ディズニー
シーを彩ります。ヴィランズの世界への入り口をイメージし
たエントランスには、紫色の奇妙なイバラが張り巡り、ヴィラ
ンズのパワーが高まった様子がうかがえます。また、アメリカ
ンウォーターフロントでは、ヴィランズをイメージしたフォト
ロケーションが初登場し、崇高なヴィランズの世界をご体験い
ただけます。

デコレーション

※写真は全てイメージです
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◆東京ディズニーランド／東京ディズニーシー◆
【仮装】
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、今年も「ディ
ズニー・ハロウィーン」の実施期間中は毎日、ディズニーキャラク
ターのフル仮装でご入園いただけます。
※ディズニーキャラクターのフル仮装は、9 月 10 日（月）からお
仮装したゲスト

楽しみいただけます

©Disney/Pixar

※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がありますので、仮装での入園
についてご紹介いただく際には、合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、
もしくは要問い合わせ」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をしての入園はお断りいたします
※ 実施期間以外は、ディズニーキャラクターであっても、フル仮装での入園はお断りいたします
（小学生以下を除く）
※ 東京ディズニーリゾートのキャスト（コスチューム）への仮装はお断りいたします
※ 顔を覆う仮装や、顔を塗る、傷を描く（シールをつける）
、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、ナイフ、モデルガン、花火、長い棒や杖などの危険物を伴う仮装、歩行が困
難な仮装、肌露出の多い仮装はご遠慮ください。また、本物ではなくても、銃、剣、弓など、玩具
のお持ち込みはお断りいたします
※ 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
※ 園内外のレストルーム、多機能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
※ ショー鑑賞時は、他のゲストの鑑賞の妨げとなるような大きな仮装具は取り外していただく場合がご
ざいます

▼仮装に関する特設ページ
（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/halloween2018/dressup/）

【ディズニー仮装プラス】
仮装をより楽しむための特別プログラム「ディズニー仮装プラ
ス」
（有料）を今年も実施します。
プログラムのテーマにあったディズニーキャラクターの仮装を
ご自身でご準備いただき、仮装したキャラクターになりきれるよ
う、案内役のキャストが振る舞いやポーズを紹介したり、その仮
装がよく映える場所へご案内したりと仮装の楽しさが倍増するプ
ログラムです。

ディズニー仮装プラス

※写真は全てイメージです
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【スペシャルグッズ】
2つのパーク共通のスペシャルグッズとして、ハロ
ウィーンらしいおばけやかぼちゃをモチーフに、思わ
ず食べてしまいたくなるようなハロウィーンスウィーツ
を表現したグッズを約70種類販売します。プニプニとし
た感触が特徴のポーチや、キーチェーンが登場するほ
か、ハロウィーン・パーティーでも活躍するプレートや
カップなどを販売します。
※スペシャルグッズは 9 月 3 日（月）より先行販売します

ミニタオルセット 1,500 円
ノート 700 円
ポーチ 各 1,500 円

◆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「2つのパークの「ディズニー・ハロウィーン」を満喫する 2DAYS/3DAYS」を販
売中です。
※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/）でご確認いただけます

◆ディズニーホテル◆
ディズニーホテルのレストランとラウンジでは、パークのスペシャルイベント「ディズニー・
ハロウィーン」を満喫できる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®ホテルと東京ディズニーランドホテルでは、“ゴースト流の東京ディ
ズニーランド”をテーマにした、ゴーストらしい遊び心あふれるお料理を提供します。また、
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ®では、ディズニーヴィランズの“クールで妖しいハ
ロウィーン”を表現したコース料理やブッフェをお楽しみいただけます。季節の食材を用いた、
個性豊かな「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルメニューをご堪能ください。
※スペシャルメニューは 9 月 3 日（月）より先行販売します

◆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、パークのスペシャルイベント「ディズニー・
ハロウィーン」と連動した、ハロウィーンスウィーツをイメージしたデザイン
のフリーきっぷを販売します。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、ゲストの皆さまをお迎えします。

フリーきっぷ

※写真は全てイメージです
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