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株式会社オリエンタルランド

春の東京ディズニーシー®
3 月 27 日(金)よりスペシャルイベント「ディズニー・イースター」を開催
同日からダッフィー＆フレンズの新しいプログラムも登場
東京ディズニーシーでは、2020 年 3 月 27 日（金）～6 月 12 日（金）までの 78 日間、ヘン
テコ楽しい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。
そのほか、2020 年 3 月 27 日（金）～5 月 31 日（日）までの 66 日間、ダッフィーのお友だち
クッキー・アンが、ミッキーマウスやダッフィーと一緒にアメリカンウォーターフロント内を
巡るプログラム「クッキー・アンのグリーティングドライブ」を行います。
メディテレーニアンハーバーでは、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、最高に楽しい春のお祝い
をイースターエッグから生まれた“うさピヨ”たちと繰り広げ
る心躍るハーバーショー「Tip-Top イースター」を公演します。
また、メディテレーニアンハーバーやアメリカンウォーター

東京ディズニーシー
「Tip-Top イースター」

フロントには、かわいい“うさピヨ”たちと触れ合える体験型の
フォトポイントやデコレーションが多数登場し、ヘンテコで楽

｢Tip-Top イースター｣

しい気分を満喫いただけます。
一方、アメリカンウォーターフロントでは、ダッフィーのお友だちクッキー・アンが、ミッ
キーマウスやダッフィーと共に可愛く装飾されたビッグシティ・ヴィークルに乗って、同エリア
内を巡るプログラム「クッキー・アンのグリーティングドライブ」に出演いたします。
新しいプログラムも始まる東京ディズニーシーで、にぎやかな春のひと時をお楽しみください。
※本リリースは、2020 年 1 月 14 日に発信したものに、2020 年 1 月 24 日付で一部改訂を加えたものです

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（9:00～17:00）
一部の PHS、IP 電話・国際電話からは TEL 045-330-5211

※画像はイメージです
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添付資料
◆ディズニー・イースター◆
【エンターテイメントプログラム】
「Tip-Top イースター」
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 2～3 回）
出演者数：約 130 人
船の数：5 隻
「Tip-Top イースター」は、ミッキーマウスとディズニーの仲間
たちが最高に楽しい春のお祝いを、
“うさピヨ”たちやゲストの
皆さまに紹介するヘンテコ楽しいハーバーショーです。
イースターの訪れを告げる鐘が鳴り響くと、ディズニーの仲
間たちが色鮮やかな船に乗ってメディテレーニアンハーバーに
集まり、イースターファンフェアが始まります。フェアでは、
ダンスやファッションなど、ディズニーの仲間たちがそれぞれ

｢Tip-Top イースター｣

考えた春のお祝いを披露して盛り上げ、それを見ていた
“うさピヨ”たちは、初めて見る春のお祝いを一生懸命に真似をして楽しみます。さらに、フェア
をより楽しむために、たくさんの人とお友達になれる手遊びを教わると、“うさピヨ”たちはゲス
トと一緒に楽しそうに遊びはじめ、仲良しになります。そして、みんなでこれまで紹介されたお
祝いをもう一度楽しんでいると、 “うさピヨ”たちは全てのお祝いを覚えていて見事に披露。ミッ
キーマウスたちは“うさピヨ”たちのその姿を喜び、フェアは春らしい華やかなフィナーレを迎え
ます。
＜出演キャラクター＞
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、
チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー
※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】
メディテレーニアンハーバーとアメリカンウォーターフロント
に、“うさピヨ”のデコレーションが多数登場します。
ミラコスタ通りには、“うさピヨ”誕生のストーリーが描かれたデ
コレーションが設置されます。また、メディテレーニアンハーバー
には、イースターエッグに乗った“うさピヨ”のフォトポイントが登
場します。加えて、アメリカンウォーターフロントのウォーターフ
ロントパークには、ミッキーマウスやプルートの真似をしたり、

デコレーション
（アメリカンウォーターフロント）
アメリカンウォーターフロントのデコレーション

ミニーマウスやデイジーダックと人なつっこく触れ合う“うさピヨ”
をデザインしたかわいらしいデコレーションのほか、“うさピヨ”に乗って楽しめる体験型のデコ
レーションも登場します。

※画像は全てイメージです

©Disney

【スペシャルグッズ】
“うさピヨ”とディズニーの仲間たちがデザインされたグッズが約 80 種類登場します。“うさ
ピヨ”の鳴き声がするハンドパペットや、イースターエッグの中に入った表情豊かな“うさピヨ”
のぬいぐるみバッジのほか、ふわふわのポシェットやサンバイザーなどの身につけグッズ、写
真映え間違えなしの“うさピヨ”型の手持ちバルーン、“うさピヨ”の顔をモチーフにしたきんちゃ
くに入ったクリームサンドケーキなどを販売します。

ハンドパペット 2,800 円

ぬいぐるみバッジ 各 1,900 円

Ｔシャツ S～LL 各 2,600 円
3Ｌ 2,900 円
ポシェット 2,500 円
サンバイザー 2,600 円
手持ちバルーン 600 円

クリームサンドケーキ 1,500 円
チョコレートクランチ 1,700 円

※スペシャルグッズは 3 月 26 日（木）から先行販売します
※スペシャルグッズの内容は、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

【スペシャルメニュー】
イースターの代表的な催しであるエッグハントをお食事でも感じていただけるよう、
“エッグハ
ント・テイスティング”として、イースターらしいモチーフや卵を使ったスペシャルメニューを約
15 種類販売します。色々なスペシャルメニューを召し上がることでエッグハントの気分をお楽し
みいただけます。
「ホライズンベイ・レストラン」では、“うさピヨ”モチーフのチーズを乗せたハンバーグをメイ
ンに、カラフルなマシュマロとラズベリークリームで鳥の巣に見立てたデザートが付いているスペ
シャルセットが登場します。また、オレンジのグラデーションが鮮やかなソフトドリンクに、チョ
コでできたウサギの耳をあしらった“うさピヨ”風のスペシャルドリンクも販売します。
「ニューヨーク・デリ」では、フライドチキンにイースターらしく卵を大きめに砕いたサラダと、
テリヤキソースを春らしいピンク色のバンズではさんだサンドウィッチのスペシャルセットが登
場します。

ホライズンベイ・レストラン
スペシャルセット
1,980 円

ホライズンベイ・レストラン
スペシャルドリンク
(オレンジ＆クリーム)
450 円

ニューヨーク・デリ
スペシャルセット
1,260 円

※プラス 200 円でソフトドリンクをスペシャルドリンクに変更することができます

※スペシャルメニューは 3 月 20 日（金）から先行販売します
※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

※画像は全てイメージです
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◆ディズニーホテル◆
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®の地中海料理レストラン「オチェーアノ」とロビーラ
ウンジ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」では、「ディズニー・イースター」の雰囲気を感じられるス
ペシャルメニューを提供します。彩り鮮やかな春の食材をご堪能いただけるスペシャルメニューとと
もに、春の訪れをお楽しみください。
※スペシャルメニューは 3 月 20 日（金）から先行販売します
※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

◆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も、パークのスペシャルイベント「ディズ
ニー・イースター」に連動した期間限定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も登場します。

フリーきっぷ

※画像はイメージです
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◆ダッフィー＆フレンズのプログラムやコンテンツ◆
【グリーティングプログラム】
「クッキー・アンのグリーティングドライブ」
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 15 分（1 日 3～4 回）
東京ディズニーシーに新しく登場したダッフィーのお友だち
クッキー・アンが、ミッキーマウスやダッフィーと一緒に可愛く飾
られたビッグシティ・ヴィークルに乗車し、アメリカンウォーター
フロント内を巡ります。
好奇心旺盛なクッキー・アンは、初めて見るアメリカンウォー
ターフロントの景色にわくわくしながら、ゲストの皆さまにご挨拶
します。

「クッキー・アンのグリーティングドライブﾞ」

※グリーティングプログラムは、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

【スペシャルメニュー】
「クッキー・アンのグリーティングドライブ」で盛り上がるアメリカンウォー
ターフロントのレストラン「ドックサイドダイナー」には、好奇心旺盛でいろいろ
なものをミックスしたり、楽しい食べものを作ったりすることが得意なクッ
キー・アンらしいメニューが登場します。デニッシュにローストビーフとチーズ＆
ペッパー味のクランブル、ロメインレタスなどが組み合わされ、まるでシーザーサ
ラダそのものがサンドされたかのような味わいと食感が楽しめるメニューです。
「ドックサイドダイナー」
スペシャルメニュー

そのほか、お菓子作りを楽しんでいるクッキー・アンの
ミニスナックケースも登場します。
また、レストランの入口や店内には、クッキー・アン
にちなんだデコレーションが施されており、この時期だ
けの特別な雰囲気をお楽しみいただけます。
「ドックサイドダイナー」
カラフルチョコレート、

「ドックサイドダイナー」
店外デコレーション

ミニスナックケース付き

※スペシャルメニューは 3 月 26 日（木）から 9 月 2 日（水）まで販売します
※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

※画像は全てイメージです
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【ダッフィーたちの春をテーマとしたグッズやメニュー】
ダッフィーたちの春“スプリング・イン・ブルーム”をテーマとした、
春の新生活にぴったりのグッズを中心に約 40 種類販売します。また、
メニューやスーベニアグッズも 5 種類登場し、ダッフィーたちと一緒に
春らしく陽気な気持ちになってお過ごしいただけます。
※グッズとメニューは 3 月 23 日（月）から販売します
※グッズおよびメニューの内容は、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

※画像はイメージです
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