2019 年 4 月 10 日
報道関係各位
株式会社オリエンタルランド

夏の東京ディズニーリゾート®
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、
イクスピアリなどの各施設で、夏休みの思い出作りにぴったりのさまざまなプログラムを実施します。
東京ディズニーランドでは、
2019 年 7 月 9 日
（火）
～9 月 1 日
（日）
の期間中、イベントのテーマを一新し、夏ならではの熱く盛り
上がる新たなスペシャルイベント「ドナルドのホット・ジャングル・
サマー」を開催します。6 年ぶりにシンデレラ城前で公演する
夜のステージショーでは、ドナルドダックをはじめとするディ
ズニーの仲間たちが登場。カラフルなジャングルを舞台に、
大量の水しぶきと熱く燃え上がる炎を使用した熱気あふれる
新たなエンターテイメント「オー！サマー・バンザイ！」を繰り
広げ、暑い夏のパークを盛り上げます。
また、同期間、清涼感あふれるプログラムとしてディズニー映画

東京ディズニーランド
「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」

『ズートピア』のジュディ・ホップスとニック・ワイルドと一緒に、
大量の水しぶきを浴びながら楽しめる、昼のエンターテイメント
「ジュディとニックのジャンピン・スプラッシュ」も実施します。
東京ディズニーシーでは、今年もディズニー映画『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2019 年 7 月9 日（火）～
9 月 1 日（日）の期間で開催します。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！”」では、大量の水を浴びて全身びしょ濡れになりながら、
海賊たちによる大迫力の戦いをお楽しみいただけます。

東京ディズニーシー
「ディズニー・パイレーツ・サマー」

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、イクスピアリでも、夏の期間限定の
プログラムが登場します。夏の東京ディズニーリゾートで、ご家族やご友人と一緒に、特別な夏の
思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

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（9:00～17:00）
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「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」◆

【エンターテイメントプログラム】
「オー！サマー・バンザイ！」
公演場所：キャッスル・フォアコート
公演時間：約 20 分（1 日 2 回公演）
出演者数：約 45 人
6 年ぶりにシンデレラ城前のステージで公演する新しい夏の夜のエンターテイメントは、迫力
満点の炎の演出とともに、大量の水しぶきを浴びながら楽しめるプログラムです。
東京ディズニーランドに出現したカラフルでポップなジャングルを舞台に、ドナルドダックや
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色とりどりのコスチュームを身にまとい、
楽しい音楽やダンスとともに熱気あふれるステージショーを繰り広げます。
大量の水しぶきや熱く燃え上がる炎に、プロジェクションマッピングの効果も加わると、夏の
夜のジャングルはさらにヒートアップ。フィナーレに向けてどんどん盛り上がる水しぶきとともに、
ディズニーの仲間たちとゲストは一体となって、ここでしか味わえない不思議なジャングルでの
ひと時を過ごします。
＜出演キャラクター＞
ドナルドダック、ミッキーマウス、ミニーマウス、デイジーダック、グーフィー、
チップ、デール、クラリス

※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】
エントランスには、ジャングルをイメージしたカラフルなデコレーションが施されます。色鮮やかな
コスチュームを身にまとったディズニーの仲間たちも描かれ、わくわくする夏の気分をよりいっそう
盛り上げます。

エントランスのデコレーション
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【スペシャルグッズ】
真夏を熱く盛り上げる「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」のスペシャルグッズが約 80 種類
登場します。ご友人とおそろいで身につけてパークを楽しめる T シャツ、ハーフパンツ、ぬいぐるみ
バッジなどのアイテムは、最高に楽しい夏の一日を過ごすのにぴったりです。ブレスレットケミカル
ライトは、夜に映える色鮮やかな注目アイテムです。ほかにも、ドナルドダックのだきまくらや、
ドナルドダックの顔が立体的にデザインされたティッシュボックスカバーなど、インパクトのある
グッズが盛りだくさんです。

Ｔシャツ
（S、M、L、LL） 各2,600 円
ハーフパンツ
（M、L） 各2,300 円

T シャツ
（100、120cm） 各1,900円、（140cm） 2,300円
（S、M、L、LL） 各2,600円、（3Ｌ） 2,900円

ブレスレットケミカルライト
各500 円

ぬいぐるみバッジ 各1,700 円
（チップとデールはセットで 2,800 円）

冷感タオル〈COOLCORE〉 2,000 円

【スペシャルメニュー】
炎と水でダイナミックに盛り上がる「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」を、さらに
お楽しみいただけるスペシャルメニューが 12 種類登場します。
「リフレッシュメントコーナー」で
販売する、赤いバンズにベジタブルソースの入ったインパクトのあるホットドッグは、炎をイメージ
したスタミナのつくワイルドなメニューです。
「ボイラールーム・バイツ」
、
「ヒューイ・デューイ・
ルーイのグッドタイム・カフェ」
、
「キャプテンフックス・ギャレー」でそれぞれ販売する青、赤、黄と
カラフルで見た目も可愛いドリンクは、水をイメージした夏の暑さを吹き飛ばす清涼感あふれる
メニューです。
ほかにも、ドナルドダックをモチーフにしたスーベニアカップ付きデザートや、スーベニア
プレート付きデザートも販売します。

「リフレッシュメントコーナー」
スペシャルセット 960 円

「ボイラールーム・バイツ」
スパークリングドリンク（ブルーシロップ）
「キャプテンフックス・ギャレー」
スパークリングドリンク（レモンシロップ）
「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
スパークリングドリンク（ラズベリーシロップ）
各 380 円

※スペシャルグッズ、スペシャルメニューは 2019 年 7 月 8 日（月）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、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売
終了となる場合があります
※写真は全てイメージです

©Disney

◆ 東京ディズニーランド

その他のプログラム ◆

【エンターテイメントプログラム】
「ジュディとニックのジャンピン・スプラッシュ」
公演場所：キャッスル・フォアコート
公演時間：約 10 分（1 日 4 回公演）
出演者数：約 10 人
「ジュディとニックのジャンピン・スプラッシュ」は、ディズニー
映画『ズートピア』のジュディ・ホップスとニック・ワイルドが
出演する、今年初登場の散水ショーです。
映画でおなじみの主題歌「トライ・エヴリシング」などの明るく
軽快な音楽が流れる中、ゲストは大量の水しぶきを浴びながら、清涼感
あふれるエンターテイメントをお楽しみいただけます。

＜出演キャラクター＞
ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド

「ジュディとニックのジャンピン・
スプラッシュ」

※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
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◆ 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 25 分（1 日 3 回公演）
出演者数：約 90 人
メディテレーニアンハーバーでは、海賊たちが大量の水しぶきと
ともに繰り広げる大迫力の戦い「パイレーツ・サマーバトル“ゲット・
ウェット！”」を今年も公演します。
ポルト・パラディーゾを占拠したキャプテン・バルボッサ率いる
海賊団。そこに伝説の船に乗ったバルボッサが登場すると、ゲストを
一人前の海賊に鍛え上げるべく、水をかけながら修業を行います。
修業によってゲストと海賊たちが団結したところに、キャプテン・
ジャック・スパロウがボロボロの船で登場し、宿敵であるバルボッサに
和解を申し出ます。バルボッサはそれを承諾し、これまでのことを
水に流す宴会がスタート。しかし、大量の水を浴びながらの楽しい
宴会から一転、ジャックの思いがけない行動により伝説の船を
めぐる戦いが始まってしまいます。大量の水や激しい炎を使った
大迫力の戦いのシーン、海賊たちの愉快な宴会のシーンなど、夏の

「パイレーツ・サマーバトル“ゲット・ウェット！”」

暑さも吹き飛ぶほどのワイルドでクールな世界を、海賊たちと
一緒にお楽しみください。
＜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

その他のエンターテイメント
メディテレーニアンハーバーでは、教官の指導のもとゲストを
一人前の海賊にする参加型のアトモスフィア・エンターテインメント
を実施します。また、個性豊かな海賊たちやキャプテン・ジャック・
スパロウによるグリーティングも実施します。

アトモスフィア・エンターテインメント

※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

※写真は全てイメージです
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【デコレーション】
荒くれ者の海賊たちに占拠されたメディテレーニアンハーバー周辺は、黒と赤を基調とした
海賊たちの世界に様変わり。ドクロが描かれた海賊旗をイメージしたデコレーションが設置される
ほか、海賊船に乗って冒険に出かけているような写真を撮影できる体験型のフォトロケーションが
登場します。

デコレーション

フォトロケーション

【スペシャルグッズ】
海賊気分をさらに盛り上げるスペシャルグッズが約 70 種類登場します。ディズニー映画『パイ
レーツ・オブ・カリビアン』の世界をテーマに、海賊旗がデザインされた T シャツやバスタオル、
リストバンドなどのアイテムを販売します。持ち手のついたグラスは、海賊の豪快なイメージに
ぴったりです。また、海賊に扮して冒険に出かけようとしているディズニーの仲間たちがデザイン
された T シャツやパイレーツのイヤーハットなどのアイテムも販売します。そのほか、わくわく
する遊びの要素がつまったおもちゃなどのアイテムも登場します。

T シャツ
（メンズ M-L）
2,600 円

T シャツ
（レディース M-L）
2,600 円

バスタオル 3,400 円

グラス 1,500 円

T シャツ
（100、120cm） 各1,900円、（140cm） 2,300円
（S、M、L、LL） 各2,600 円、（3Ｌ） 2,900 円

おもちゃ 2,000 円

リストバンド 900 円
冷感タオル〈COOLCORE〉 2,000 円

【スペシャルメニュー】
海賊らしさが散りばめられたメニューやカクテルなど、16 種類のスペシャル
メニューをお楽しみいただけます。
「カフェ・ポルトフィーノ」のカレイのフリット
がのった豪快なパスタセットは、酸味がきいてさっぱりとした味わいで、暑い
夏にもぴったりのメニューです。
「ニューヨーク・デリ」や「マンマ・ビスコッ
ティーズ・ベーカリー」でも、海賊や海をイメージしたメニューを販売します。
また、海賊気分を味わいながら乾杯のひとときを楽しめるカクテルも多数登場
します。
「カフェ・ポルトフィーノ」
スペシャルセット 1,880 円

※スペシャルグッズ、スペシャルメニューは 2019 年 7 月 8 日（月）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、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売
終了となる場合があります
※写真は全てイメージです
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◆ 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のレストランでは、東京
ディズニーランドのスペシャルイベント「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」をイメージした
夏らしい色鮮やかなスペシャルメニューを提供します。
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「ディズニー・パイレーツ・サマー」をテーマにしたスペシャルメニューや、コレクタブル
グラス付きのスペシャルドリンクをご用意します。また、期間限定デザインのスーベニアメダルが
登場します。
ディズニーホテルで、ご家族やご友人と楽しいひとときをお過ごしください。
※スペシャルメニューは 2019 年 7 月 8 日（月）から先行販売します
※コレクタブルグラスは数に限りがあります

◆ 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「ドナルドのホット・ジャングル・サマー」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、各駅の自動券売機で販売
します。また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインの
スーベニアメダルが各駅に登場します。
フリーきっぷ

◆ 東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ ◆
夏のエンターテイメントプログラムを特別鑑賞席（エリア）から楽しめる鑑賞券付きプランの
ほか、お子様向けに、カストーディアルのキャスト体験ができる「カストーディアル・キッズ！」や、
東京ディズニーシーのアトラクション「ヴェネツィアン・ゴンドラ」で実際に舟を漕ぐゴンドリエ
体験ができる「ヴェネツィアン・ゴンドラ“キッズゴンドリエ”
」など、夏休みの思い出づくりに
ぴったりの宿泊プランを販売しています。
※詳細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/）をご覧ください

◇ イクスピアリ ◇
舞浜駅前の商業施設のイクスピアリでは、夏のイベントを 7 月下旬
から行います。2 階セレブレーション・プラザでは、暑さを吹き飛ばす
散水プログラムを予定しているほか、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、街内のショップでは、夏のおでかけを楽しむファッションや
レジャーアイテムなどを揃えているほか、レストランやカフェでは、
夏を乗り切るひんやりスウィーツなどを楽しめます。

イクスピアリ
昨年の夏のイベントの様子

※写真は全てイメージです
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