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マジックキングダムクラブ・メンバー専用サイトのURL変更について
2014年6月18日よりマジックキングダムクラブ・メンバー専用サイトのURLが変更になりましたので、 

お知らせ致します。尚、当面の間は、旧URLを入力した場合も自動で新URLへジャンプいたします。

マジックキングダムクラブ・メンバー専用サイト

www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/mkc/

マジックキングダムクラブ情報
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東京ディズニーリゾート情報

www.tokyodisneyresort.jp へアクセス！
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト／モバイルサイト東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト／モバイルサイト

東京ディズニーランド情報

東京ディズニーランド・アトラクション

「ジャングルクルーズ：
ワイルドライフ・エクスペディション」
9月8日（月）リニューアルオープン！

陽気な船長さんのおしゃべりを楽しみながら、冒険と驚きでいっぱいの 
ジャングルを探険する人気アトラクション。今回のリニューアルでは、新たに 
イルミネーションやスペシャルエフェクトが加わり、いちだんとスリリングで 
迫力満点に。神秘的なナイトクルーズなど、さらに魅力的に生まれ変わる
新しい「ジャングルクルーズ」をどうぞお楽しみに。 写真はリニューアル前の「ジャングルクルーズ」です

� 1407L03

東京ディズニーランド・キャッスルプロジェクション

「ワンス・アポン・ア・タイム」
シンデレラ城を舞台に、物語にあふれるディズニー 

の世界とプロジェクションマッピングが生み出す、 
愛と感動に満ちたナイトエンターテイメント。 

『美女と野獣』のミセス・ポットが息子のチップに 
優しく語りかけると、シンデレラ城が巨大な絵
本となり、ディズニーのおとぎ話の世界が美しい 
映像や心に響く名曲とともに鮮やかに甦ります。

1407L02

1407L01
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東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「ディズニー・ハロウィーン」
9月8日（月）〜10月31日（金）

仮装したディズニーの仲間やいたずら好きの 
おばけたち。今年もハロウィーンオレンジに
彩られたパークで、表情豊かなパンプキンと 
明るく楽しいハロウィーン・フェアで盛り上
がろう！

1407L07

1407L06

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「ディズニー夏祭り」
7月8日（火）〜8月31日（日）

威勢のいい掛け声、跳ね上がる水しぶき。ディズニーの 
仲間たちが日本の祭りをモチーフにエネルギッシュに 
繰り広げる夏祭り。今年のテーマは “群舞”。シンデレラ城 
前では、ディズニーの仲間たちが2チームに分かれて熱い 
ダンスを繰り広げるよ。お気に入りのチームを応援しよう。 
今年もディズニー流の夏祭りで、暑い夏を元気よく楽しん 
じゃおう！

キッズのみんなも踊ろう！
夏休みのお楽しみに、キッズ対象のダンスプログラム「おんどこどん！」を開催。元気なキッズたちがディズニーの

仲間たちと一緒に楽しくオリジナル音頭を踊ります。
　※参加は「1人で参加できる未就学児童～小学生まで」のお子様に限ります。

1407L051407L04
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東京ディズニーシー情報

東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「ディズニー・サマーフェスティバル」
7月8日（火）〜8月31日（日）

ミニー、デイジー、クラリスが、フルーツ
の豊作をお祝いして華やかに繰り広げる真夏
のフェスティバル。ミッキーたちも散水で盛り 
上げるよ。楽しく踊って、みんなで暑さを吹き
飛ばしちゃおう！

1407S02

1407S01

パークで謎解きにチャレンジ！
謎解きプログラム

「とらわれたピノキオを救い出せ！」
7月1日（火）〜 31日（木）

ピノキオが何者かにとらわれて、魔法の鳥かご 
に閉じ込められてしまった！メディテレーニアン
ハーバーに隠された数 の々謎を解いて、ピノキオ 
を救い出そう。パークを楽しみながら取り組める 
難易度の高い謎解きに、ぜひチャレンジしてみて！ 
謎解きに挑戦した証に、スペシャルな記念写真
も撮れるよ。

●参加方法： 下記の受付場所で謎解きキットを購入し、パークを巡って謎を解き、ゴールで報告します。
　※謎の難易度が高いため、お子様は大人の方と一緒にお楽しみください。
　※写真の撮影は閉園２時間前まで。

●所要時間の目安：約２時間

●受付場所/時間
　アメリカンウォーターフロント・フードワゴン
　開園時間～閉園2時間前まで

　リフレスコス
　パパダキス・フレッシュフルーツ
　受付時間は、店舗によって異なりますので、店舗のキャストにおたずねください。
　※ゴール受付は閉園まで。

●参加費：￥800
　※数に限りがあります。予めご了承ください。

1407S03

1407S04
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東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「ディズニー・ハロウィーン」
9月8日（月）〜10月31日（金）

ディズニーの仲間たちとゆかいなスケルトンが繰り広げる、 
華やかで異国情緒あふれるハロウィーンカーニバル。 
スケルトンたちと“コワ楽しい”ハロウィーンを満喫しよう。

1407S06
1407S05
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東京ディズニーリゾート ２パーク共通情報

平日の夕方 5 時からたっぷり遊べる

「夏
ナツ

5
ゴ

ウィークデーパスポート」

3,900円（大・中・小人均一）

対 象 日：7月8日（火）〜8月29日（金）の平日（土・日・祝日を除く）
販売期間：5月8日（木）〜8月28日(木)
　　　　　　※販売場所によって販売期間が異なる場合があります。

お求めは、各パークのチケット販売窓口、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（ディズニー
eチケット）、JRの主要駅、主な旅行会社・私鉄・コンビニエンスストア、ディズニーストア（一部店舗を除く）、 
などへどうぞ。
※入園制限時にはご利用になれない場合があります。
※「アフター 6パスポート」の販売は9/1からとなります。
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最高にハッピーな誕生日を東京ディズニーリゾートで！

「バースデーパスポート」
お子様やお友達など、大切な人のバースデーをパークでお祝いしたい！ 

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでは、そんなあなたに 
ぴったりの特別なパスポートを販売中。パーティーハットをかぶった 
ミッキーマウスがデザインされた「バースデーメダル」、メッセージや記念 
写真を入れられる「バースデーカード」、ミッキーがケーキを持ってお祝い 
している「バースデーぬいぐるみ」。3つのオリジナルグッズでとっておきの
バースデーを演出してみませんか。

＜バースデーパスポート料金（1デーパスポート）＞

大人（18歳以上） 8,700円
中人（中学・高校生／ 12～17歳） 7,800円
小人（幼児・小学生／ 4～11歳） 6,500円

※日付指定、オンライン販売のみ。
※配送用チケットは来園日の2ヶ月前より7日前まで、「ディズニー eチケット」は、
　来園日当日の閉園時間1時間前まで購入可。
※上記は1デーパスポート料金です。「マルチデーパスポート」の料金については下記のポータルサイトをご覧ください。
※上記は2014年4月15日以降の料金です。
※販売枚数に限りがありますのでお早めにお求めください。

バースデーにとっておきのストーリーを。
オフィシャルウェブサイトのバースデー専用ポータルサイトには、パークやホテルでお祝いする誕生日の
サプライズがいっぱい！
詳しくは�disneybirthday.jp�へ

※写真はイメージです。� 1407R02

1407R01
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1407R03

3 世代ファミリーの特別な思い出づくりに。

「シニアマルチデーパスポート」

利用期間：4月1日（火）～2015年3月31日（火）

60歳以上の方を対象としたマルチデーパスポートをご用意しました。

シニア2デーパスポート 10,500円（通常大人料金 11,000円）

シニア3デーマジックパスポート 13,500円（通常大人料金 14,200円）

シニア4デーマジックパスポート 15,500円（通常大人料金 16,500円）

チケットのお求めは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（ディズニー eチケット）、各
パークのチケット販売窓口、主な旅行会社へどうぞ。

※ご購入およびご入園時に入園される本人の年齢を確認できるものを提示していただくことがあります。

※1日目と2日目は、入園されるパークをご指定ください。

詳しくは3sedai.jpをチェック！

60歳
か ら

3世代ディズニー
子どもたちが笑うと、おばあちゃんも笑顔になる。
大好きなおじいちゃんと、一日中いっしょにいられる。
家族のしあわせな時間が、かけがえのない夢の時間に。
さあ、世代をこえて、家族みんなで東京ディズニーリゾートへ。
ここは、すべてのゲストの、夢がかなう場所だから。

1407R04
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●ギフトパスポート
　大人6,400円（送料別途）
※画像は一例です。

1407R06

sa
m

p
le

お母さん、ありがとうキャンペーン
いつもは言えない「ありがとう」の気持ちを込めて
お母さんを誘ってパークへでかけませんか。
母娘で過ごすひとときは、お母さんへの最高の贈り物になるでしょう。

「ギフトパスポート」と「サンキューカード」でお母さんに感謝の気持ちを伝えよう！
“お母さん、ありがとう”のメッセージの入った「ギフトパスポート」を

購入された方に、もれなくオリジナルデザインの「サンキューカード」を
プレゼント！一緒にパークを楽しんだ後にカードを送って、お母さんを 
うるっとさせちゃいましょう。お求めは otonatabi.jp へどうぞ。
対象期間：2015年3月31日（火）まで

※パーク窓口での販売はありませんのでご注意ください。

1407R07

ディズニーのおとな旅
東京ディズニーリゾートでは、おとな同士で楽しむさまざまなプログラムを 

ご用意してまいります。「ディズニーのおとな旅」をどうぞお楽しみください！

1407R05

各プラン情報詳細はこちらまで

www.tokyodisneyresort.jp/special/otona/ディズニーのおとな旅 検 索
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お泊まりディズニー
大切な人の笑顔を、ずっと見ていたいから。
いつもより長く魔法にかかっていたいから。

お泊まりディズニー、しませんか？

遊んでいるときも、眠っているときも、目覚めたあとも。
途切れることのないディズニーの夢は、きっと、かけがえのないプレゼント。

ほら、明日も、たくさんの出会いと感動が待っています。
さあ、夢がつづく幸せに包まれてください。

www.otomari.jp/詳しくは 1407R08

東京ディズニーリゾート共通情報

ディズニーホテル情報

ディズニーホテル

「ハッピー 15エントリー」
ディズニーホテルでは、4月14日（月）より、通常の開園時間の15分前

からご入園いただける宿泊者限定特典「ハッピー15エントリー」を拡充し、
東京ディズニーランドに加え、東京ディズニーシーでもご利用いただける
ようになりました。

東京ディズニーシーで「ハッピー 15エントリー」をご利用になる
ゲストは、ディズニーホテル宿泊ゲスト専用エントランスから15分
早く入園し、人気アトラクション「トイ・ストーリー・マニア！」を
お楽しみいただけるほか、一部の商品施設やサービス施設もご利用 
いただけます。 

ディズニーホテルならではの宿泊者限定特典を利用して、ひと足早く 
アトラクションを体験したり、人の少ないメディテレーニアンハーバー 
でゆっくり過ごしたり、お買い物を楽しむなど、東京ディズニーリゾート 
での滞在をこれまで以上にご満喫ください。

※本プログラムのご利用はパークチケットが必要です。
※チェックイン当日を除く滞在期間中が対象です。
　 （東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにご宿泊の方が東京ディズニーシー 

へご入園の場合、チェックイン日も対象となります。）
※特別営業時間帯は除きます。
※ アトラクションは予告なく中止となる場合があります。ファストパス®・チケットの発行は通常の開園時間からとなります。

www.disneyhotels.jpディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

「ハッピー15エントリー」で開園15分前に
入園している様子（イメージ）� 1407R10

1407R09

ディズニーホテル宿泊のご予約は…

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト　www.tokyodisneyresort.jp/online/
東京ディズニーリゾート総合予約センター　0570−05−1118（9：00〜18：00）

※一部のPHS・IP電話・国際電話をご利用の方は　045-683-3333

※ご予約はご宿泊の6ヶ月前より承ります。
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ディズニーホテル 夏のスペシャルメニュー
2014年7月8日（火）〜 8月31日（日）

東京ディズニーリゾートにある3つのディズニーホテルでは、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの 
夏のイベントを、さらに満喫できるスペシャルメニューを各ホテルでご用意し、東京ディズニーリゾート 
で過ごす夏を思い出深いものに演出します。この夏はぜひ、ディズニーホテルで“夏祭り”の雰囲気や、 

“カラフル”で“トロピカル”な食体験の数々をお楽しみください。

ディズニーアンバサダーホテル 東京ディズニーランドホテル 「ディズニー夏祭り」スペシャルメニュー 
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、東京ディズニーランドのスペシャル 

イベント「ディズニー夏祭り」に連動し、“夏祭り”の雰囲気が楽しめるスペシャルメニューを展開します。

■ディズニーアンバサダーホテル
「エンパイア･グリル」（カリフォルニア料理）のランチでは、季節の野菜が 

彩り豊かに盛りつけられた前菜のほか、色とりどりのフルーツや 
「ディズニー夏祭り」のドナルドダックのモチーフが飾られたケーキなど 
約10種類のデザートを楽しめるデザートブッフェをご用意します。 

「花 Hana」（日本料理）では、和食ならではの涼しげで繊細な料理の数々
で清涼感を楽しみながら、“夏祭り”の雰囲気をご満喫いただけます。 
また、「エンパイア・グリル」と「花 Hana」のスペシャルメニューには、
それぞれ「ディズニー夏祭り」のディズニーキャラクターの オリジナ
ルピン※が付いています。

　※数量限定です。なくなり次第終了します。

■東京ディズニーランドホテル 
「シャーウッドガーデン・レストラン」（ブッフェ）で、お好み焼きや

たこ焼きに見立てたパンやデザートをご用意するほか、「ドリーマーズ・ 
ラウンジ」（ロビーラウンジ）では、太鼓をイメージしたデザートや チョ
コバナナ味のスコーンなどが楽しめるアフタヌーンティーセットを 
ご用意し、見た目でも“夏祭り”気分を味わえます。東京ディズニー
ランドの目の前のホテルで、お腹を満たしながら“夏祭り”気分を 
盛り上げ、「ディズニー夏祭り」を目いっぱい楽しむことができます。

「エンパイア・グリル｣
ランチコース（イメージ）� 1407R11

「シャーウッドガーデン・レストラン｣
ブッフェ（イメージ）� 1407R12
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東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ディズニー・サマーフェスティバル」スペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、色とりどりの南国 
フルーツを使ったシーフード料理や肉料理など、“カラフル”な 
メニューがブッフェカウンターを彩る「オチェーアノ」（地中海料理）や

“トロピカル”な要素を取り入れた広東料理が楽しめる「シルクロード 
ガーデン」（中国料理）で東京ディズニーシーのスペシャルイベント

「ディズニー・サマーフェスティバル」をよりお楽しみいただけます。
また、それぞれの店舗では、ご利用時間帯により東京ディズニーシーの 

メディテレーニアンハーバーで行われるエンターテイメントショーを、
専用のテラスまたは「ベッラヴィスタ・ラウンジ」（イタリア料理）の店内 
からご覧いただくことができます。※

　※ 「ベッラヴィスタ・ラウンジ」の店内からはお食事をご注文いただいた方が
ショーをご鑑賞いただけます。専用のテラスは「オチェーアノ」のブッフェ
またはコース、および「シルクロードガーデン」のコースをご利用になるお
客様が対象です。

　※ エンターテイメントは、天候その他の理由により、変更または中止になる
場合があります。 

　　また、外壁補修工事実施のため、ショーをご覧いただけない期間がございます。

www.disneyhotels.jpディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

「オチェーアノ｣ブッフェ（イメージ）
� 1407R13

レストランのお申し込みは…

東京ディズニーリゾート・レストラン予約サイト　tdr-ps.jp （PCのみ）
東京ディズニーリゾート総合予約センター　0570-05-1118 (10：00 〜18：00）

※一部のPHS・IP電話・国際電話からご利用の方は　045-683-3333
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企業・団体様向け宴会オプションプログラムのご案内
エンターテイメントショー「ドナルドのファンタスティックレビュー」
2015年3月31日（火）まで

ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの宴会場では、みなさまのパーティーを 
特別なものにする、楽しさに満ちたオプションプログラム「ドナルドのファンタスティックレビュー」をご用意して 
おります。

＜ストーリー＞
ドナルド団長率いる劇団の公演を明日に控え、劇団員たちはショーの 

準備で大忙し。でも、ドナルドが明日と勘違いしていたショーの本番は、
なんと今日だったのです！

果たして、ショーは無事に成功するのでしょうか？

●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
　※ ディズニーアンバサダーホテルおよび東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにてご利用いただけます。

　※ 本オプションプログラムだけではご利用いただけません。上記のホテルでのご宴席のオプションプログラムとして
ご利用ください。

　※ ご利用にあたりましては、いくつかの事項にあらかじめご了承いただいております。詳しくは、ホテルまでお問い
合わせください。

●料金：1,030,000円
　※上記料金には、司会、キャラクター出演料、演出費が含まれます。

　※料理、飲物、会場費、音響照明費などは含まれません。

詳しくはディズニーホテル・オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

www.disneyhotels.jpディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト

ドナルドのファンタスティックレビュー
1407R14

ご予約・お問い合わせは…

 ディズニーアンバサダーホテル 宴会課 047−305−2654
 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 宴会課 047−305−2854

ディズニーホテル・オフィシャルウェブサイト 宴会・パーティーのご案内
www.disneyhotels.jp/banquet/

年末年始を除く全日
9：00〜19：00
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ディズニー・フェアリーテイル・ウェディング
ブライダル・ドリーム・プレビューを開催

ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、ブライダル・ドリーム・
プレビューを開催いたします。当日は、模擬挙式やオリジナルドレス、ウェディングアイテムのご見学は 
もちろん、キャストの話を聞きながら見どころを回る楽しい“ドリーム・プレビュー”ツアーをご用意して
おります。この機会にぜひご体験ください。

■ 開　催　日：8月17日(日)
■ 開 催 時 間：ディズニーアンバサダーホテル
　　　　　　　 10：00～18：00
　　　　　　　 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ
　　　　　　　 9：30～18：00

　※ご予約の必要はございません。ご自由に会場をご覧ください。
　　 また、新規相談コーナーでは、担当キャストへのご相談も随時承って 

おります。

　※ 東京ディズニーランドホテルでは、ブライダル・ドリーム・プレビュー
を開催いたしません。

　　 東京ディズニーランド シンデレラ城でのウェディング「ディズニー・ 
ロイヤルドリーム・ウェディング」については、ディズニーアンバサダー
ホテルにてご紹介いたします。

詳しくは、WEBでご確認ください。

検 索ディズニー・フェアリーテイル・ウェディング www.disneyweddings.jp

1407R15

1407R16
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〜夢をかなえる魔法の宿泊プラン〜

「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」のご案内
ホテルに泊まって、パークをたっぷり楽しめるオフィシャルな宿泊プランです。
バケーションパッケージオリジナルの特別なパークチケット、時間指定の 

ないファストパス®・チケットやショーの鑑賞券など東京ディズニーリゾートを 
満喫するための魅力満載です。バケーションパッケージ限定デザインのオリジナル
グッズも付いています！

★今月のおすすめスペシャルプラン

2つのパークで夏のスペシャルイベントを楽しむ2DAYS
東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー夏祭

り」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・サ
マーフェスティバル」のメインショーを特別鑑賞エリアから楽しめ
る1泊2日のプランです。宿泊はディズニーホテル、東京ディズニー 
リゾート・オフィシャルホテルからお選びいただけます。

＜おすすめポイント＞
●2デーパスポート・スペシャル
● ショー鑑賞券　2枚

・「雅涼群舞」（東京ディズニーランド）
・「ミニーのトロピカルスプラッシュ」（東京ディズニーシー）

● 食事　朝食1回、昼食1回
※ 昼食は、東京ディズニーシーのレストラン「カスバ・フードコート」、 
「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」、 
「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」からお好きなレストランを 
選んで食事をお楽しみいただけます。

●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
※ このプランについているファストパス・チケットのうち1枚は、 
「トイ・ストーリー・マニア！」でもご利用いただけます。

●オリジナルグッズ
●フリードリンク券、ネックストラップ券

＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

＜設定期間＞
7月8日（火）～8月30日（土）

＜料金（大人お1人様）＞
42,300円～ 85,800円

ミニーのトロピカルスプラッシュ� 1407S02

1407L05
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「ワンス・アポン・ア・タイム」を楽しむ2DAYS（スペシャルランチ付き）
シンデレラ城を舞台に、物語にあふれるディズニーの世界と 

プロジェクションマッピングが生み出す新ナイトエンターテイメント
「ワンス・アポン・ア・タイム」の鑑賞券（キャッスルフォアコート席）
などがついた1泊2日のプランです。愛と感動に満ちたディズニーの
新しい映像の世界をゆったりとお楽しみいただけます。

宿泊はディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャル
ホテルからお選びいただけます。

＜おすすめポイント＞
●2デーマジックパスポート・スペシャル
●ショー鑑賞券　2枚
　・「ワンス・アポン・ア・タイム」（東京ディズニーランド)
　・2つのパークの9つのショーから1つ選択。
（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/ハピネス・イズ・ヒア/ワンマンズ・

ドリームⅡ−ザ・マジック・リブズ・オン/ミニー・オー！ミニー /ビッグバンドビート/テーブル・イズ・
ウェイティング/ミスティックリズム/レジェンド・オブ・ミシカ/ファンタズミック！）
※ショーによっては休演等でお選びいただけない日程もございます。

●食事　朝食1回、昼食1回
※ 昼食は、「イーストサイド・カフェ」または「ブルーバイユー・レストラン」でバケーションパッケージオリジナル 

メニューをお楽しみいただけます。

●ファストパス・チケット（時間指定なし）2枚
※ このプランについているファストパス・チケットのうち1枚は、「トイ・ストーリー・マニア！」でもご利用いただけます。

●オリジナルグッズ
●フリードリンク券、ネックストラップ券

＜宿泊ホテル＞
ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

＜設定期間＞
7月1日（火）～8月31日（日）

＜料金（大人お1人様）＞
42,800円～ 78,700円

このほかにも、夏休み限定キッズプラン等もご用意しています。
詳しくはこちら

www.tokyodisneyresort.jp/online/バケーションパッケージ 検 索

※プランの販売数には限りがあります。

旅行企画・実施　　株式会社オリエンタルランド　千葉県知事登録旅行業第2-810号

ワンス・アポン・ア・タイム� 1407R17
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｢ ファンダフル・ディズニー ｣ メンバー募集中！
〜メンバー限定パスポートがお友達、ご家族の分まで購入できます！〜

大変ご好評をいただいておりますファンダフル・メンバー限定パスポート
を、2014年4月1日（火）～2015年3月31日（火）までの期間中3回（1回につき
6枚まで）ご購入いただけます。この機会にぜひご入会ください！

年会費3,240円。 入会お申し込みは東京ディズニーリゾート・オフィシャル 
ウェブサイト内専用サイトもしくは、｢ファンダフル・ディズニー ｣事務局から 
入会申込書をお取り寄せください。

また下記の場所にも設置されています。

●東京ディズニーランド：メインストリート・ハウス
●東京ディズニーシー：ゲストリレーション、東京ディズニーシー・インフォメーション

◆価格表

通常価格 特別価格

大人��18歳以上 6,400円 5,700円
中人��12〜17歳 5,500円 5,000円
小人��4〜11歳 4,200円 3,900円

詳しくは、「ファンダフル・ディズニー」事務局（03-5326-5599  10:00～17:00  年中無休）または東京ディズニー
リゾート・オフィシャルウェブサイトへ。

www.tokyodisneyresort.jpアドレス

※ 「ファンダフル・ディズニー」と「マジックキングダムクラブ」は別の会員制度になります。
 マジックキングダムクラブ・メンバーで「ファンダフル・ディズニー」に入会ご希望の方にも別途お申し込みが必要です。

1407R18
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パーク施設の休止情報

東京ディズニーランド
アトラクション 休止期間

ジャングルクルーズ ※1 1/6（月）～ 9/7（日）

蒸気船マークトウェイン号 6/30（月）～ 7/6（日）

モンスターズ・インク ”ライド＆ゴーシーク！” 6/30（月）～ 7/15（火）

ロジャーラビットのカートゥーンスピン 7/7（月）～ 7/18（金）

白雪姫と七人のこびと 7/22（火）～ 8/1（金）

ホーンテッドマンション 8/23（土）～ 9/7（日）

ビッグサンダー・マウンテン 9/24（水）～ 12/19（金）

ショー 休止期間

スーパードゥーパー・ジャンピンタイム 7/1（火）～ 9/7（日）

ハピネス・オン・ハイ 7/8（火）～ 9/7（日）

※1  「ジャングルクルーズ」は、2014年9月8日に「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」として 
リニューアルオープンいたします。

東京ディズニーシー
アトラクション 休止期間

マーメイドラグーンシアター ※2 4/7（月）～

キャラバンカルーセル 6/30（月）～ 7/21（月）

フランダーのフライングフィッシュコースター 8/25（月）～ 9/5（金）

海底2万マイル 8/25（月）～ 9/5（金）

ショー 休止期間

ハピネス・オン・ハイ 7/8（火）～ 9/7（日）

レジェンド・オブ・ミシカ ※3 9/8（月）～

※2 「マーメイドラグーンシアター」はリニューアルに伴い、2015年春まで休止いたします。
※3 「レジェンド・オブ・ミシカ」は2014年9月7日をもって公演を終了いたします。
※休止期間は変更になる場合があります。
※アトラクションの運営およびショーの開催は予告なく中止になる場合があります。
※ショップ、レストランは天候、季節により予告なく休止する場合があります。


