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2018年 8月 16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・クリスマス」 

11月 8日（木）～12月 25日（火） 

 

アニバーサリーイベント「東京ディズニーリゾート®35周年“Happiest Celebration!”」を開

催中の東京ディズニーリゾートでは、11月8日（木）から12月25日（火）の48日間、今年新た

にテーマを一新した東京ディズニーシーをはじめ、東京ディズニーランド、ディズニーホテル

やディズニーリゾートラインの各施設で、魅力あふれる今年ならではのクリスマスのスペシャ

ルイベントを開催します。 

 

東京ディズニーシーではテーマを新たに、今年初開催の

本格的なレビューショーなど、華やかな雰囲気のクリスマ

スをゲストの皆さまへお届けします。 

メディテレーニアンハーバーでは、ディズニーの仲間

たちがお贈りするクリスマスの音楽と本格的なライブパ

フォーマンスにあふれた、新しい昼のハーバーショー

「イッツ・クリスマスタイム！」を公演します。シンガー

の歌声にのせてダンサーたちの軽快なタップダンスや美

しいラインダンスが次々と展開されるこのレビューショー

では、ゲストの皆さまを素敵なクリスマスへ誘います。

東京ディズニーシーが華やかな世界に包まれる、圧巻の

ステージにご期待ください。 

夜は、昨年に引き続き水上に浮かぶクリスマスツリーが幻

想的に輝く「カラー・オブ・クリスマス」を公演します。

今年は、装いも新たになった船に乗ったディズニーの仲間たちが、夜のメディテレーニアンハーバー

をロマンティックに彩ります。 

また、アメリカンウォーターフロントの豪華客船S.S.コロンビア号の前には高さ約15メートル

の巨大なツリーが設置され35周年のロゴが加わるほか、ロストリバーデルタではデコレーション

とイルミネーションが新たに展開され、どこよりもカラフルで陽気なクリスマスをお楽しみいた

だけます。そのほかにも、テーマポートごとにバラエティに富んだイルミネーションきらめくク

リスマスの世界がゲストの皆さまをお迎えします。 

東京ディズニーシー 

「ディズニー・クリスマス」 
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東京ディズニーランドでは、35周年のアニバーサリーイヤーならではのクリスマスを開催します。 

35周年の祝祭感にあふれたワールドバザールの「セレブレーションストリート」では、夜間、

クリスマスの期間だけしか見ることができない特別な演出を実施します。クリスマスカラーで彩

られたセレブレーションタワーを中心に、クリスマスの音楽と映像、光の演出でワールドバザー

ルが包まれ、ゲストの皆さまにファンタジックな空間をお届けします。また、今年初めてシンデ

レラ城の裏に設置されるクリスマスツリーにも35周年のロゴが付くなど、パーク全体で35周年な

らではのクリスマスを展開します。 

日中には昨年に引き続き“ストーリーブックからあふれ出したディズニーの仲間たちのクリス

マスの物語”をお楽しみいただけるパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」を実施

するほか、一部のエンターテイメント・プログラムにクリスマスの要素が加わるなど、今年だけ

のファンタジックで楽しい東京ディズニーランドならではのクリスマスをお楽しみいただけます。 

あわせて、「ディズニーアンバサダー®ホテル」、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」、「東

京ディズニーランドホテル」、「ディズニーリゾートライン」の各施設でも、魅力あふれるさまざ

まなクリスマスイベントを開催します。 

35周年のアニバーサリーイヤーである東京ディズニーリゾートで、朝から夜まで一日を通して

今年だけの最高にロマンティックで“Happiest”なクリスマスのひとときをお過ごしください。 

 

※本リリースは、2018年8月10日に発信したものに、2018年8月16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 

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 
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◆ 東京ディズニーシー◆ 

 

【エンターテイメント・プログラム】 

◇「イッツ・クリスマスタイム！」 
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／日中） 

出演者数：約 130人 

「イッツ・クリスマスタイム！」は、クリスマスの音楽やライブパフォーマンスにあふれた今

年初登場のレビューショーです。ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちやシンガー、

ダンサーが東京ディズニーシーらしいクリスマスの豪華なひとときをお届けします。 

ディズニーの仲間たちがお届けするこのショーでは、シンガーの歌うクリスマスメドレーにの

せて色とりどりの衣装に身を包んだダンサーが登場し、クリスマスの名曲に合わせて軽快なタッ

プダンスや足並みの揃った美しいラインダンスなどを披露し、ゲストの皆さまを魅了します。 

ショーの終盤にはミッキーマウスやディズニーの仲間たちがステージ上に集い、大切な人と過

ごすクリスマスの喜びを分かちあうと水上に 2つのツリーが立ち上がり、サンタクロースとダッ

フィー＆フレンズも船でかけつけ、盛り上がりは最高潮に達します。最後には、パフォーマー全員

による圧巻のラインダンスでハーバー全体が包まれ、上空にはパイロが盛大に打ちあがり豪華な

レビューショーは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、プルート、グーフィー、 

チップ、デール、マックス、クラリス、スクルージ・マクダック、ダッフィー、シェリーメイ、

ジェラトーニ、ステラ・ルー、サンタクロース 

 

 

 

◇「カラー・オブ・クリスマス」 

公演場所：メディテレーニアンハーバー 

公演時間：約 15分（1日 1回／夜間） 

出演者数：26 人 

「カラー・オブ・クリスマス」は、高さ約 15メートルの大き

なクリスマスツリーや小さなツリーのオブジェが光り輝く幻想

的な夜の水上エンターテイメントです。 

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、クリ

スマスのオーナメントが輝く船に乗って登場し、夜のメディテ

レーニアンハーバーを一層ロマンティックに彩ります。 

 

 

「カラー・オブ・クリスマス」 

添付資料 
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＜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、ピノキオ、ジミニー

クリケット、ジーニー、アブー 

 

 

◇「カラー・オブ・クリスマス －アフターグロウ」 

公演場所：メディテレーニアンハーバー    

公演時間：約 3分（「ブランニュードリーム（花火）」終了後、約15分ごと） 

きらびやかな雰囲気に包まれているメディテレーニアンハーバー

では、人々の願いが集まり光り輝くクリスマスツリーと小さなツ

リーのオブジェが、花火が終わった後もクリスマスの音楽にあわ

せて色とりどりに輝き続けます。今年も、一部の公演では雪が舞

い、ロマンティックな雰囲気をお楽しみいただけます。 

 

 

 

◇その他 

一部のアトモスフィア・エンターテイメント、キャラクターグリーティングも、クリスマス

期間限定のスペシャルバージョンとなって登場します。 

アトモスフィア・エンターテイメント 公演場所 

東京ディズニーシー・マリタイムバンド 
ウォーターフロントパーク 

ファン・カストーディアル 

キャラクターグリーティング 場所 

ダッフィー ヴィレッジ・グリーティングプレイス 

シェリーメイ エントランス 

アリエル アリエルのグリーティンググロット 

上記以外にもクリスマスアイテムを身につけたキャラクターが各所に登場します。 

 

※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 

 

 

 

 

 

 

「カラー・オブ・クリスマス－アフターグロウ」 
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【デコレーション】 

東京ディズニーシーでは、テーマポートごとにバラエティにあふれるクリスマスのデコレー

ションをお楽しみいただけます。 

アメリカンウォーターフロントでは、S.S.コロンビア号の前に、今年も高さ約 15メートルの巨

大なクリスマスツリーが登場します。今年は 35周年のロゴが設置され、この年ならではのお祝い

ムードに包まれます。また、ウォーターフロントパークでは、幻想的に輝くクリスタルのツリー

や、雪の結晶をモチーフにしたデコレーションなど、ロマンティックな雰囲気をお楽しみいただ

ける「スノークリスタル・イルミネーション」を実施します。 

ロストリバーデルタでは、クリスマスのデコレーションとイルミネーションを、今年はさら

に華やかさと輝きを増して展開します。テーマは、ドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パン

チートと住人たちが、訪れるゲストにクリスマスを楽しんでもらおうと準備した、どこよりも

カラフルで賑やかなクリスマスの飾り付けとイルミネーション。陽気で楽しいクリスマスの世

界がゲストをお出迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカンウォーターフロントのクリスマスツリー            ロストリバーデルタのデコレーション 
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◆ 東京ディズニーランド◆ 

 

【デコレーション】 

◇「セレブレーションストリート」 

「東京ディズニーリゾート 35周年“Happiest Celebration!”」の開催期間中、多くのゲストを魅了し

ているワールドバザールの「セレブレーションストリート」は、夜の演出で期間限定のクリスマスバー

ジョンを実施します。音楽と光に包まれる特別なクリスマスの演出にどうぞご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇その他のデコレーション 

東京ディズニーランドのシンデレラ城の裏には、本物の木の温もりを感じることができる生木の

クリスマスツリーが登場。今年限定の 35周年のロゴが付いたツリーが、ゲストの皆さまをお待ち

しています。 

また、シンデレラ城前のプラザでは、ミッキーマウスやディズニーの仲間たちにより、楽しく

賑わうクリスマス当日の街角の様子がデザインされたデコレーションをご覧いただけます。 

そのほかにも、各テーマランドにはクリスマスならではの装飾やフォトロケーションが登場し、

東京ディズニーランドのファンタジックで楽しいクリスマスを彩ります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

シンデレラ城の裏のクリスマスツリー 

シンデレラ城前のプラザのフォトロケーション 

「セレブレーションストリート」 
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【エンターテイメント・プログラム】 

◇「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」 

公演場所：パレードルート 

公演時間：約 40分（1日 2回／日中） 

出演者数：約 120人 

「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」は、ディズニーの

仲間たちが大切な人たちと一緒に過ごす物語を綴ったファンタ

ジックで楽しいパレードです。 

パレードでは、サンタクロースに扮したドナルドダックやデ

イジーダック、そして無邪気にはしゃぐ甥っ子のヒューイ、

デューイ、ルーイたちと共に家族で過ごすクリスマスのフロー

トを皮切りに、ミッキーマウスとミニーマウスが大切な仲間た

ちと一緒に心躍るひとときを過ごすクリスマスや、ベルとビー

ストのロマンティックな恋人同士のクリスマスなど、7つのス

トーリーをお楽しみいただけます。 

途中、2ヵ所でパレードが停止すると、鐘の音が鳴り響き、クリスマスパーティーが始まりま

す。ディズニーの仲間たちが奏でる鈴の音とともに、ゲストは手をたたいてパレードに参加し、

徐々にテンポが上がるクリスマスソングに合わせて、盛り上がりは最高潮に達します。フィナー

レではパレードルートに雪が舞い降り、ゲストとディズニーの仲間たちが一緒に心あたたまるクリ

スマスをお祝いします。 

＜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、マックス、スクルージ・マクダック、ヒューイ、デューイ、ルーイ、ウッディ、

ジェシー、バズ・ライトイヤー、ブルズアイ、グリーンアーミーメン、白雪姫、七人のこびと、

リロ、スティッチ、エンジェル、ベル、ビースト、アナ、エルサ、オラフ 

 

※パレードは、①ウエスタンランド／ファンタジーランド、②プラザの 2カ所で停止します 

 

 

◇その他 

パレードや、一部のアトモスフィア・エンターテイメント、キャラクターグリーティングも、

クリスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場します。 

パレード 公演場所 

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 
パレードルート 

 

キャラクターグリーティング 

トゥーンタウンを中心に、クリスマスアイテムを身につけたディズニーの仲間たちが登場します。 

 

 

「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」 
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アトモスフィア・エンターテイメント 公演場所 

東京ディズニーランド・バンド 

ワールドバザール／プラザテラス バイシクルピアノ 

サックス・フォー 

オーパス・ファイブ トゥモローランド 

ファン・メンテナンス パレードルート、その他 

 

※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 

 

 

 

【アトラクション】 

2 つのアトラクションでは、期間限定のスペシャルプログラムをお楽しみいただけます。 

アトラクション 実施期間 

ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー” 9月 1日(土) ～ 2019年 1月 3日(木) 

カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー” 11月 3日(土) ～ 12月 28日(金) 
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◆ 東京ディズニーランド ／ 東京ディズニーシー ◆ 

 

【スペシャルグッズ】 

東京ディズニーシーでは、35周年のクリスマスツリーを背景に、新コスチュームに身を包んだ

ミッキーマウスとミニーマウスがデザインされた文房具、ぬいぐるみバッジ、お菓子などを販売

します。さらに、シンプルなラインアートでキャラクターを表現したハンドクリームセットなど、

約 50種類のグッズが登場します。 

 また、ダッフィー＆フレンズが冬のケープコッドを楽しむデザインのグッズや、クリスマス

の朝のダッフィー＆フレンズを描いたグッズも登場します。 

東京ディズニーランドでは、35周年のカラフルな色使いのクリスマスグッズを約 55種類販売

します。初登場のぬいぐるみバンドは、パレードに合わせて振ると美しい鈴の音が響き、パレー

ドを一層お楽しみいただけるグッズです。 

好きな洋服などのパーツを組み合わせて、オリジナルの“スノースノー”を作ることができる、

「スノースノー“メイク・イット・マイン”」は、今年は東京ディズニーランドのみで展開します。 

両パーク共通のグッズとして、新たに“スノープルート”を加えた“スノースノー”のグッ

ズ、身につけてお楽しみいただけるイルミネーションライトを販売します。さらに、ミッキーマ

ウスやミニーマウスが過去のクリスマスイベントのコスチュームを身にまとった姿が描かれた

クッションなど、東京ディズニーランドの開園から 35年間続くクリスマスイベントの歴史を振り

返るデザインのグッズを約 95種類販売します。 

※スペシャルグッズは、11 月 1 日（木）から先行販売します 

※ダッフィー＆フレンズのグッズは、11 月 2 日（金）から先行販売します 

※「スノースノー“メイク・イット・マイン”」は 11 月 6 日（火）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ハンドクリ―ムセット 2,100円 
（東京ディズニーシー） 

ぬいぐるみバンド 1,500円 
（東京ディズニーランド） 

クッション 2,000円 

カンバッジセット 3,200円 

メモ 700円 （両パーク共通） 

スノースノー“メイク・イット・マイン” 
ベーシックセット 2,200円／パーツ 各 400円 

（東京ディズニーランド） 

ぬいぐるみバッジ 各 1,500円 
（両パーク共通） 

 

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 
（東京ディズニーシー） 
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【スペシャルメニュー】 

東京ディズニーシーでは、クリスマスを感じることができるメニューが登場します。「カフェ・

ポルトフィーノ」では、ツリーをイメージしたパスタ、クリスマスらしい色合いのあたたかな

スープ、プレゼントボックスをイメージしたデザートのスペシャルセットをご提供します。 

東京ディズニーランドでは、いつもより少し豪華な気分になれるクリスマスメニューをお楽

しみいただけます。「ハングリーベア・レストラン」では、ハッシュドビーフを展開し、クリス

マスの気分を盛り上げます。そのほか、気軽にクリスマスをお楽しみいただけるメニューとし

て、クリスマスリースをイメージしたドーナツも登場します。 

加えて、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの両パークで、クリスマスの定番メニュー

であるチョコレート味のチュロスや、りんごを使ったホットドリンクを今年も販売します。 

 

※スペシャルメニューは、11 月 1 日（木）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フードプログラム】 

東京ディズニーシーでは、フードプログラム「テイスト・オブ・クリスマス」を初めて開催

します。アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアで展開するこのプログラムは、

「ニューヨークの住人たちが準備をした“食事の前にお酒や軽食と共に会話を楽しむ贅沢な時

間”」をテーマにしています。ニューヨークエリアの各店舗は、クリスマスの特別な飾り付けを

し、この季節ならではのホットアルコールドリンクや、お酒にぴったりのメニューとともに皆

さまをお迎えします。 

ゲストの皆さまは、あたたかなクリスマスのムードの中、まるでニューヨークの住人になっ

た気分で、大人の贅沢な時間をお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「テイスト・オブ・クリスマス」のデコレーション 

ハングリーベア・レストラン 

ハンバーグ＆エッグのハッシュドビーフ（ラージサイズ） 

1,280円 

 

カフェ・ポルトフィーノ 

スペシャルセット 

1,880円 

 



※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 ◆ 

 

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの 2つのパークのクリスマスをお楽しみいただ

ける、エンターテイメント・プログラムの鑑賞券、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・クリスマス」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/）

でご確認ください 

 

◆ ディズニーホテル ◆ 

 

ディズニーホテルでは、この期間、クリスマスならではの特別なデコレーションが施され、素敵な

ひとときをお過ごしいただけます。 

ハリウッド黄金期を迎えた 1930年代のアメリカをテーマにしたディズニーアンバサダーホテルの

エントランスでは、映画のフィルムをモチーフにしたクリスマスツリーなどイルミネーションがきら

めきます。 

“ウィッシュ”“ディスカバー”の 2棟からなる東京ディズニーセレブレーションホテル®のロビー

には、今年も各棟のテーマに合わせたオーナメントで飾られたクリスマスツリーが登場します。夢や

ファンタジーがテーマの“ウィッシュ”には、バラなどのオーナメントがきらめくツリーが飾られ、

ロビーを美しく彩ります。冒険や発見がテーマの“ディスカバー”には、プルメリアなどが飾られた

赤い色調のクリスマスツリーが設置されます。 

また、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の雰囲気があふれる華やかなメニュー

を提供します。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、ディズニーの仲

間たちが繰り広げる楽しいクリスマスの世界観を感じられるお料理をご用意します。東京ディズニー

シー・ホテルミラコスタでは、1年で最も輝かしい季節であるクリスマスにふさわしい、華やかなコー

ス料理やブッフェ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、一部の車両にクリスマスをイメージしたラッ

ピングが施されます。そして、各駅にはクリスマスのデコレーションが登場し、

東京ディズニーリゾートのクリスマスの雰囲気を演出します。 

また、東京ディズニーシーのスペシャルイベントをイメージしたデザインのフ

リーきっぷを各駅で販売します。 

ディズニーアンバサダーホテルの 

イルミネーション 

 

東京ディズニーセレブレーションホテル： 

ウィッシュのデコレーション 

 

東京ディズニーセレブレーションホテル： 

ディスカバーのデコレーション 

 

フリーきっぷ 

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/top/

