2018 年 10 月 11 日
報道関係各位
株式会社オリエンタルランド

1～3 月の東京ディズニーリゾート

®

東京ディズニーリゾート 35 周年“Happiest Celebration!”がいよいよフィナーレへ
2019 年 1 月 11 日（金）～3 月 25 日（月）
東京ディズニーリゾートでは、2019年1月11日（金）から3月25日（月）の間、この時期ならではの
ハピネスあふれる様々なプログラムを開催します。
東京ディズニーランド®では、2018 年 4 月 15 日（日）からス
タートした東京ディズニーリゾート 35 周年のアニバーサリーイ
ベントがいよいよフィナーレを迎え、
「東京ディズニーリゾート
35 周年“Happiest Celebration!”グランドフィナーレ」を開催し
ます。3 月 25 日（月）までの期間は、祝祭感あふれる華やかなデ
イタイムパレード「ドリーミング・アップ！」の内容を一部変更
し、期間限定のスペシャルバージョンにて公演。さらに、ワー
東京ディズニーランド
「東京ディズニーリゾート 35 周年
“Happiest Celebration ! ”グランドフィナーレ」

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、グランドフィナーレ期間限定の新しい
バージョンで実施します。
東京ディズニーシー®では、ディズニー/ピクサー映画の世界を
お楽しみいただけるスペシャルイべント「ピクサー・プレイタイ
ム」を開催。大集合したピクサーの仲間たちと一緒に楽しむこと
ができる参加型のステージショー「ピクサー・プレイタイム・パ
ルズ」をはじめ、様々なエンターテイメント・プログラムを公演
します。さらに、ボードゲームをテーマに、ゲストが体験できる
ピクサーのゲームブースがパークの数カ所に設置され、今年は新
たに映画『ファインディング・ニモ』シリーズや『リメンバー・
ミー』などの世界をお楽しみいただける体験型フォトロケーショ

東京ディズニーシー
「ピクサー・プレイタイム」

ンも登場します。
また、今年もダッフィー＆フレンズの心あたたまるプログラム「ダッフィーのハートウォーミン
グ・デイズ」を開催。ダッフィーやシェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルーが心をこめて作った
贈り物をプレゼントする様子を表現した新しいデコレーションや、グッズ、メニューなどが登場します。
※写真はイメージです
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そして、今年は東京ディズニーシーのアトラクション｢タワー・オブ・テラー｣で、複数の落下パター
ンをお楽しみいただける期間限定のスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」
を実施します。
そのほか、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも、パークで開催されるスペシャルイベ
ントと連動したプログラムを実施します。
この冬は、バラエティ豊かなプログラムが盛りだくさんの東京ディズニーリゾートを、ぜひお楽しみ
ください。

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
◆ 東京ディズニーランドのプログラム ◆
■東京ディズニーリゾート 35 周年“Happiest Celebration !”グランドフィナーレ
【エンターテイメント・プログラム】
◇期間限定のスペシャルバージョン「ドリーミング・アップ！」
公演場所：パレードルート
公演時間：約 45 分（1 日 1 回～2 回公演）
出演者数：約 140 人（うち出演キャラクター：約 55 人）
フロート台数：13 台
東京ディズニーリゾート 35 周年を機にスタートしたデイタイム
パレード「ドリーミング・アップ！」を、期間限定でスペシャル
バージョンに変更して公演します。
スペシャルバージョンでは、途中 1 カ所でパレードが停止し、
ディズニーの仲間たちとゲストは 35 周年のテーマソングに合
わせて手振りや手拍子をして、35 周年イベントのグランドフィ
ナーレをみんなで一緒に盛り上げます。
ディズニーの仲間たちと一緒に、無限に広がる夢の世界をお楽

「ドリーミング・アップ！」

しみください。

※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

【デコレーション】
◇「セレブレーションストリート」
35周年の祝祭感あふれる特別な通りに様変わりしている
ワールドバザール内のメインストリート「セレブレーション
ストリート」では、夜に実施している映像と音楽や光の演出が、
グランドフィナーレ期間限定の新たなバージョンとなります。

「セレブレーションストリート」

※写真はイメージです
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【スペシャルグッズ】
いよいよフィナーレを迎える東京ディズニーリゾート 35 周年を彩るスペシャルグッズを、約 65 種類
販売します。ディズニーの仲間たちが限りなく広がる夢の世界へ向かっていく様子を描いたアートでは、
ワイドバスタオルなどのグッズが登場。さらに、35 周年イベントのデコレーションやグッズ、メニュー
など様々な要素がデザインされ思い出がたくさん詰まったアートでは、ノートやポストカード、ポーチ
などを販売します。そのほか、ハピエストミッキースポットを特別に描き起こしたポストカードセット
や、35 周年デザインのディズニーリゾートラインをモチーフにしたグッズも登場します。
※スペシャルグッズは、2019 年 1 月 7 日（月）から先行販売します
※スペシャルグッズは、東京ディズニーシーでも販売します

ワイドバスタオル 3,400 円

ノート 1,500 円
ポストカード 380 円
ポーチ 2,200 円

菓子詰め合わせ 950 円

【スペシャルメニュー】
35 周年グランドフィナーレならではのスペシャルメニューをお楽しみいた
だけます。
「グランマ・サラのキッチン」では、フィナーレの祝祭感を表現した
カラフルなスペシャルメニューを販売。
「ザ・ガゼーボ」では、華やかに星
型の金箔をあしらった牛カルビライスコーンが装いも新たに再登場します。
また、35 周年を機にリニューアルしたアトラクション「イッツ・ア・ス
モールワールド」をイメージし、期間ごとに変わるピザの味で世界の様々な

スペシャルセット 1,580円
販売店舗：グランマ・サラのキッチン

エリアを旅していくことを表現した「ピッツァ・スモールワールド」では、最
後のエリアとなる南太平洋をイメージしたピザを販売します。
※スペシャルメニューは、2018 年 12 月 26 日（水）から先行販売します

※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、変更または売り
切れとなる場合があります

スペシャルセット 760円
販売店舗：キャプテンフックス・ギャレー

【その他】
グランドフィナーレ期間限定で、35 周年を記念した特別なガイド
ツアー（有料）を実施します。
このガイドツアーでは、キャストが 35 年間におよぶ歴史を振り返り
ながら、当時の写真などもお見せしつつ、現在の東京ディズニーランド
をご案内いたします。ゲストは昔のパークに思いを馳せながら、いつもと
違った視点でパークの魅力に触れることができ、35 周年ならではの
“Happiest”な体験をしていただけます。

ガイドツアー

※ガイドツアーの形態はグループツアーとなります
※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/）にて要事前予約
※写真はイメージです
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◆ 東京ディズニーシーのプログラム ◆
■ピクサー・プレイタイム
【エンターテイメント・プログラム】
◇「ピクサー・プレイタイム・パルズ」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
（ピアッツァ・トポリーノ）
公演時間：約30分（1日2～3回公演）
出演者数：約40人（うち出演キャラクター：17人）
ピアッツァ・トポリーノに大集合したピクサーの仲間たちと一緒
に、ゲームを楽しむことができる参加型のステージショーです。
ゲストは、『トイ・ストーリー』シリーズ、『Mr.インクレディブ
ル』シリーズ、
『ファインディング・ニモ』シリーズの 3 つの世界で
様々なゲームに挑戦し、みんなで力を合わせてゲームのクリアを目
指します。すべてのゲームをクリアすると、出演するすべてのピク
サーの仲間たちが続々と登場して盛り上がります。今年は『Mr.イ
ンクレディブル』シリーズでおなじみのカリスマ・デザイナーのエ

「ピクサー・プレイタイム・パルズ」

ドナ・モードも初登場。ショーの最後に全員の気持ちが 1 つになると、たくさんのピクサーの仲間た
ちをモチーフにした巨大なバルーンが膨らみ、華やかなフィナーレを迎えます。
ピクサーの仲間たちと力を合わせてゲームに挑戦するエンターテイメント・プログラムをお楽しみ
ください。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、
ブルズアイ、ロッツォ・ハグベア
Mr.インクレディブル、インクレディブル夫人、
エドナ・モード

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『トイ・ストーリー』シリーズ
『Mr.インクレディブル』シリーズ

マイク、サリー

『モンスターズ・インク』シリーズ

レミー

『レミーのおいしいレストラン』

カールじいさん、ラッセル、ダグ

『カールじいさんの空飛ぶ家』

メリダ

『メリダとおそろしの森』

ヨロコビ、カナシミ

『インサイド・ヘッド』

※写真はイメージです
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◇「ライトニング・マックィーン・ヴィクトリーラップ」
公演場所：アメリカンウォーターフロント
（ニューヨークエリア）
公演時間：約25分（1日3～4回公演）
世界中にその名を轟かす天才レーサーのライトニング・マッ
クィーンが、アメリカンウォーターフロントへグリーティング
にやってきます。
エンジン音を鳴り響かせ、勢いよくマックィーンが登場してダ
ンサーたちとともにドライブがスタート。彼らがゲストの前に到
着するとダンスタイムに突入します。ダンスタイムではダンサー
たちが沿道のゲストに声を掛け、ゲストはドライブの列に加わり

「ライトニング・マックィーン・ヴィクトリーラップ」

一緒にダンスとドライブを楽しみます。次第に参加するゲストの数が増え、軽快な音楽とともにニュー
ヨークエリアを練り歩きます。後半になるにつれて音楽はますます盛り上がり、最後はレース同様に
チェッカーフラッグが振られるとゴールになります。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
ライトニング・マックィーン

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『カーズ』シリーズ

◇「レミーの“誰でも名シェフ”」
公演場所：メディテレーニアンハーバー
（
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」前）
公演時間：約20分（1日2～4回公演）
映画『レミーのおいしいレストラン』に登場する人気フレンチレ
ストラン「ラタトゥーユ」が、今年もメディテレーニアンハーバー
に出張店舗をオープンします。
レミーやスーシェフたちが不在中に、陽気なウェイターはゲスト
からオーダーをとってしまい、見習いシェフの 2 人が自分たちだけ
で“本日のスペシャルメニュー”を作り始めてしまいます。しかし
2 人の下ごしらえはドタバタ続きで料理は大失敗。そこへレミー

「レミーの“誰でも名シェフ”」

とスーシェフたちが現れて、もう一度みんなで一緒に料理を作ろうと提案します。レミーやウェイター
の応援のもと、ゲストと見習いシェフも一丸となって楽しく料理をし、スペシャルメニューが出来上が
ります。
＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
レミー

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『レミーのおいしいレストラン』
※写真はイメージです
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◇「ピクサー・パルズ・スチーマー」
公演場所：東京ディズニーシーの水上
公演時間：約20分（1日2～3回公演）
「ピクサー・プレイタイム」を楽しんでいるゲストと一緒に遊びた
いピクサーの仲間たちが、トランジットスチーマーラインに乗って東
京ディズニーシーの水上を 1 周しながらゲストにご挨拶をします。

「ピクサー・パルズ・スチーマー」

＜出演キャラクター＞
キャラクター名称
ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、
ロッツォ・ハグベア
マイク、サリー、CDA

ディズニー/ピクサー映画 登場作品
『トイ・ストーリー』シリーズ
『モンスターズ・インク』シリーズ

◇アトモスフィア・エンターテイメント
公演場所：アメリカンウォーターフロント
「東京ディズニーシー・マリタイムバンド」が、「ピクサー・プレイ
タイム」開催期間中、限定のスペシャルバージョンとなって登場します。

「東京ディズニーシー・マリタイムバンド」

※各エンターテイメント・プログラムは、公演回数や公演場所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

※写真はイメージです
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【デコレーション】
ディズニー/ピクサー映画の世界を体感できる様々なデコレーションがパークに飾られます。
ウォーターフロントパークはボードゲームの象徴となる場所に様変わりし、床面にボードゲームのマ
ス目となるカラフルなデコレーションが施されます。また、ライトニング・マックィーンのタイヤ交換
を手伝ったり、料理好きなレミーのメニューの仕上げを手伝うゲームなど、パークのあちらこちらに仲
間と協力してクリアするバラエティ豊かなゲームブースが設置されます。
さらに、今年は映画『ファインディング・ニモ』シリーズや『Mr.インクレディブル』シリーズ、『リ
メンバー・ミー』がテーマとなる体験型のフォトロケーションが新たに登場します。

ウォーターフロントパークの
床面デコレーション

『ファインディング・二モ』シリーズが
テーマのフォトロケーション

『Mr.インクレディブル』シリーズが
テーマのフォトロケーション

『リメンバー・ミー』がテーマの
フォトロケーション

【スペシャルグッズ】
パークに広がるピクサーのわくわくするボードゲームの世界を、さらに盛り上げるスペシャルグッズ
が約100種類登場します。ご友人とお揃いで身につけてパークを楽しめるトレーナーやキャップなどのほ
か、
「ライトニング・マックィーン・ヴィクトリーラップ」をよりお楽しみいただけるグッズも販売しま
す。おせんべいは、すごろくとして遊ぶこともでき、外箱の一部は切り取るとすごろくのコマになりま
す。ピクサーの仲間たちとの楽しいひと時を、ご自宅に持ち帰ってからもお楽しみください。
※スペシャルグッズは、2019年1月7日（月）から先行販売します

トレーナー（メンズ） 3,900円
トレーナー（レディース） 3,600円
キャップ 2,600円
スマートフォンケース 2,000円

キャップ 2,500円
フラッグ 600円

おせんべい 1,200円

※写真はイメージです
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【スペシャルメニュー】
愉快なピクサーの仲間たちをイメージしたお食事を、パーク全体でお楽しみ
いただけます。「ニューヨーク・デリ」では『カーズ』シリーズ、
「ヴォルケイ
ニア・レストラン」
、
「サルタンズ・オアシス」では『モンスターズ・インク』
シリーズのキャラクターをモチーフにした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、
『トイ・ストーリー』シリーズをイメージ
し、パスタやスープ、デザートにそれぞれ異なるキャラクターをあしらったス
ペシャルメニューが登場します。
さらに「カスバ・フードコート」では、
『Mr.インクレディブル』シリーズを

トイ・ストーリー・セット 1,880円
販売店舗：カフェ・ポルトフィーノ

イメージしたスペシャルメニューも登場し、お食事と一緒に、わくわくするディ
ズニー/ピクサー映画の世界を感じていただけます。
※スペシャルメニューは、2019 年 1 月 9 日（水）から先行販売します
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、変更または売り切れとなる場合があります

■「ダッフィーのハートウォーミング・デイズ」
ケープコッドのエリアでは、ダッフィー＆フレンズの心あたたまる
プログラム「ダッフィーのハートウォーミング・デイズ」を今年も開催。
ミニーマウスから贈り物をもらったダッフィー＆フレンズが、心を
こめてみんなで贈り物を作り、気持ちを伝えている様子をデザイン
したスペシャルなグッズやメニュー、デコレーションを展開します。

【デコレーション】
今年はケープコッドの「アーント・ペグズ・ヴィレッジストア」の前に、ダッフィー、シェリーメイ、
ジェラトーニ、ステラ・ルーが心をこめて作った贈り物をプレゼントするシーンを表現したフォトロケー
ションが新たに登場。このほか、ダッフィー＆フレンズの心あたたまる出来事を紹介する掲示板や、ダッ
フィーたちが心をこめた贈り物を準備している様子を表現したデコレーションも登場します。

フォトロケーション
（「アーント・ペグズ・ヴィレッジストア」前）

掲示板のデコレーション

ダッフィー＆フレンズが贈り物を準備している様子を表現した
デコレーション
デコレーション

【グリーティング】
「ヴィレッジ・グリーティングプレイス」ではダッフィーが、
「ケープコッド・クックオフ」の横ではシェ
リーメイが、本プログラム限定の新しいコスチュームを着てゲストのみなさまをお迎えします。
※写真はイメージです
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【スペシャルグッズ】
心をこめた贈り物を実際に作ることができるカットクロスやピンクッションなど、初登場の手芸用品
を含めた約40種類のグッズを販売します。定番であるコスチュームセットには、4人のことを想いミニー
マウスがそれぞれデザインして縫いつけた、かわいいハートが付いています。また、ダッフィー＆フレ
ンズの特徴であるふわふわの触り心地をそのままにしたぬいぐるみポシェットは、ジェラトーニとステ
ラ・ルーが加わり、お友達同士お揃いで身につけることもできるアイテムです。
※スペシャルグッズは、2019 年 1 月 8 日（火）から先行販売します

コスチュームセット
各4,800円
※ぬいぐるみ(S)は
別売りです

ピンクッション
2,000円

カットクロス
各2,000円

ぬいぐるみポシェット
各3,400円

【スペシャルメニュー】
「ケープコッド・クックオフ」では、ランチケース付きのスペシャルセットのほか、スーベニアカップ
やスーベニアプレートが付いたデザートを販売します。店内ではストーリーが描かれたポスターやダッ
フィー＆フレンズ 4 人がデザインされたタペストリー、ガーランドなどのデコレーションをお楽しみいた
だけます。ダッフィー＆フレンズのかわいらしいデコレーションに囲まれた店内で、おいしいメニューを
お楽しみください。
※スペシャルメニューは、2019年1月8日（火）から先行販売します
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、変更または売り切れとなる場合があります

■タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”
2019 年 1 月 7 日（月）～3 月 20 日（水）
超常現象により垂直落下するエレベーターの中で、ゲストを恐怖と
絶叫の渦に巻き込む人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」が、
今年は複数の落下パターンをお楽しみいただける期間限定のスペ
シャルバージョンに変わります。
呪いの偶像“シリキ・ウトゥンドゥ”が仕掛けるパワーアップした
恐怖に挑戦し、ご家族やご友人と絶叫してみてはいかがでしょうか。

「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」
※写真はイメージです

©Disney

◆ 東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ ◆
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「東京ディズニーリゾート・バケー
ションパッケージ」では、東京ディズニーリゾート 35 周年のグランドフィナーレを迎えてより一層祝
祭感にあふれる東京ディズニーランドと、スペシャルイベント「ピクサー・プレイタイム」を開催中の
東京ディズニーシーをどちらもお楽しみいただける『35 周年のグランドフィナーレとスペシャルイベン
ト「ピクサー・プレイタイム」を楽しむ 2DAYS/3DAYS』などのプランをご用意しています。
※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/）
でご確認ください

◆ ディズニーホテル ◆
ディズニーホテルでは、祝祭感あふれるパークの余韻をそのままに、35 周年イベントのグランド
フィナーレにふさわしい“Happiest”なひとときをお過ごしいただけます。
東京ディズニーランドホテルでは、2019 年 1 月 11 日（金）から 35 周年限定のルームキーのデザインを
変更します。ディズニーの仲間たちが限りなく広がる夢の世界へ向かっていく様子を描いた、この時期な
らではの特別なデザインです。さらにレストランでは、グランドフィナーレを華やかに彩るスペシャルメ
ニューをご用意します。
また、ディズニーアンバサダー®ホテルと東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®のレストランでは、
東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ピクサー・プレイタイム」と連動し、ディズニー/ピク
サー映画の世界観やピクサーの仲間たちを感じられるスペシャルメニューを提供します。
※スペシャルメニューは、2019年1月7日（月）より先行販売します

35 周年限定デザインのルームキー
客室カテゴリー：スタンダード/キャラクター
（1 月 11 日～3 月 25 日のデザイン）

35 周年限定デザインのルームキー
客室カテゴリー：コンシェルジュ/スイート
（1 月 11 日～3 月 25 日のデザイン）

◆ 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、東京ディズニーシーの
スペシャルイベント「ピクサー・プレイタイム」と連動した
デザインのフリーきっぷと、
「ダッフィーのハートウォーミング・
デイズ」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で
販売します。
「ピクサー・プレイタイム」
デザインのフリーきっぷ
※写真はイメージです

「ダッフィーのハートウォーミング・デイズ」
デザインのフリーきっぷ
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