＜報道関係各位＞
2013 年 4 月 12 日
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

日本初開催ディズニー・ファン向けイベント「D23 Expo Japan」のプログラムを公開
チケット抽選販売情報は 5 月上旬に発表
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド）は、 2013
年 10 月 12 日（土）-14 日（月・祝）に、日本で初めて開催するディズニーのファン向けイベント「D23 Expo Japan」の
プログラムを発表いたしました。「D23 Expo」は、ディズニー本社が設立したディズニー公式ファンクラブ「D23」の活動
の一環として、アメリカで 2 年に 1 回開催されている特別なイベントです。ウォルト・ディズニー・カ

同イベントの参加には、専用のチケットが必要です。指定日の半日間、展示会場や
オークション会場に入場できる「ハーフデー展覧会パス」から、開催中の 3 日間、
ショーやイベント、展示会場など全てのイベントに参加できる「3 デー・ドリームパス」
まで 6 種類のチケットを販売いたします。なお、チケットの抽選販売スケジュールや
特典の内容は、5 月上旬に発表する予定です。

「D23 Expo Japan」のプログラム概要は以下の通りです。

＜ショー＆プレゼンテーション＞
舞浜アンフィシアターでは、D23 Expo Japan ならではの体験ができる特別な
ショー＆プレゼンテーションを開催します。

◆開催イベントスケジュール一覧
開催日

会場

イベント名称

開催時間

公演内容

10：00-11：00

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー、チェアマン＆
CEO のロバート・A・アイガーが来日し、日本のゲ
ストの前で初めて「ディズニーカンパニー」について
お話しします。

ディズニーパークの魔法

13：00-14：00

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディ
ズニー・パーク＆リゾート部門チェアマンのトーマ
ス・O・スタッグスが来日し、ディズニーが運営する
世界のテーマパークについてお話しします。

ディズニー・オン・クラシック
D23 特別公演

19：30-20：30

オーケストラと NY ブロードウェイで活躍する
ヴォーカリストの歌声で演奏されるディズニーの名
曲の数々を D23 特別バージョンでお届けします。

東京ディズニーリゾート
30 周年スペシャルプログラム

①10：30-11：30
②13：00-14：00

今年で 30 周年を迎える東京ディズニーリゾート®
の歴史を振り返りながら、東京ディズニーリゾート®
ならではのハピネスをディズニーの仲間たちとお届
けします。

ディズニー吹き替えの秘密

①16：30-17：30
②19：00-20：00

ディズニーキャラクターにゆかりのある声優を招い
て、ここだけのディズニーキャラクターの吹き替え
の秘密やエピソードをお話しします。

エグゼクティブ・プレゼンテーショ
ン

10/12
（土）

舞浜
アンフィシアター

Ⓡ

10/13
（日）

ウォルト・ディズニー・スタジオ
新作ラインナップ

「キングダム ハーツ」
ファンイベント

10/14
（月・祝）

ディズニー・フレンズ in コン
サート with avex

10/12
（土）
～
10/14
（月・祝）

10：30-12：00

これまでも数々の話題作をお届けしてきたウォル
ト・ディズニー・スタジオより、2014 年に公開予定
のディズニー、ディズニー/ピクサー、マーベル作品
の更なる魅力をご紹介します。

15：00-16：00

全世界で累計 1,800 万本以上の出荷を記録した
ディズニーとスクウェア・エニックスの人気ゲーム、
「キングダム ハーツ」のファンイベントを開催しま
す。エグゼクティブプロデューサーの橋本真司さん
やゲームの声優陣を招いて、KH の制作秘話や
トークショー、お楽しみイベントなど、D23 だけの特
別なコンテンツをご用意します。

19：30-20：30

今年デビュー20 周年を迎えた TRF を中心として、
avex 所属のアーティストたちが一夜限りのコン
サートを行います。ディズニー・ファンのために贈る
夢の企画、スペシャル・コラボレーションにご期待
下さい。

東京ディズニー
シー・
ホテルミラコスタⓇ
宴会場「パラ
ディーゾ」

ウォルト・ディズニー・アーカイブ
ス展
-未来へつづく、90 年の魔法-

8：30-21：30

ウォルト・ディズニー・カンパニー90 周年を記念し
て、D23 Expo Japan とディズニー本社によって設
立されたディズニー公式ファンクラブ「D23」が共同
で開催し、ウォルト・ディズニー・アーカイブスが展
示企画を担当したアーカイブス展を開催します。
アート、コスチューム、模型、時代を超えて受け継
がれるディズニーの遺産に 90 年間貢献してきた
アーティスト、アニメーター、デザイナーたちの作品
を展示します。

ディズニーアンバ
サダーホテルⓇ
宴会場「ファンタジ
ア」

東京ディズニーリゾートⓇ30 周年
展

8：30-21：30

東京ディズニーランド®の開園から 30 年、ゲストと
共に歩んできたハピネスの軌跡を、当時の様々な
アイテムや映像とともに振り返ります。

オークションアイテム展示

8：30-21：30

D23 Expo Japan 参加者のためだけの特別な
オークションです。全 23 品の貴重なオークションア
イテムを会場に展示します。

11：00-20：00
（予定）

開局 10 周年を迎えるディズニー・チャンネルがお
届けするスペシャルパーティー。特別試写や参加
型のファンイベントなど多彩なプログラムで、ディズ
ニー・チャンネルの「現在」と「未来」が体験できま
す。

東京ディズニー
シー・ホテルミラコ
スタⓇ
宴会場「アモーレ」
イクスピアリⓇ
「シネマイクスピア
リ」

ディズニー・チャンネル文化祭

※すべてのプログラムにおいて、ご入場の際は「D23 Expo Japan」チケットの提示が必須となります。
※当日券の販売は実施しません。あらかじめご了承ください。

＜ショップ情報＞
舞浜アンフィシアターではここでしか手に入らないオリジナルグッズをはじめ、D23 Expo Japan 記念グッズを販売しま
す。また、ディズニーストア・ディズニーリゾート店では、一般のお客様向けの期間限定ショップもオープンします。

◆ショップ情報一覧
展開日

10/12
（土）
～
10/14
（月・祝）

場所

ショップ名称

開店時間

舞浜アンフィシアター内

D23 Expo Japan マジカルストア

8：30-21：30

ディズニーストア
東京ディズニーリゾート店

D23 Expo Japan サテライトショップ
/ディズニーストア

10：00-21：00

東京ディズニーシー・
ホテルミラコスタⓇ
宴会場「パラディーゾ」

D23 Expo Japan ミュージアムショップ
（「ウォルト・ディズニー・アーカイブス展
-未来へつづく、90 年の魔法-」内）

8：30-21：30

備考

チケットをお持ちでない一般のお客
様でもご入場いただけます。

【チケット情報】
D23 Expo Japan には、専用のチケットを事前に購入いただくことが必要です。チケットの抽選販売スケジュールや特
典、サービスに関する詳細は 5 月上旬に発表の予定です。特別ウェブサイト（http://www.disney.co.jp/d23/）をご参
照ください。
なお、D23 Expo Japan チケット抽選販売スケジュールをはじめ、イベントについての最新情報やお知らせをメールに
て配信します。ニュースメールの登録には Disney.jp メンバーへのご登録（無料）が必要です。以下よりご登録いただ
けます。（http://www.disney.co.jp/onlinehelp/membership/）
※Disney.jp メンバーの方はログイン後、「Disney.jp ニュースメール配信内容変更」画面
（http://www.disney.co.jp/onlinehelp/newsmail/subscription.php）から「D23 Expo Japan 情報」をご登録ください。

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参入しました。
2000 年 4 月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002 年 8 月にウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に社
名変更し、ディズニーのビジネスを日本で管轄しています。米国本社のメディア・ネットワーク、パーク＆リゾート、スタ
ジオ・エンターテイメント、コンシューマ・プロダクツ、インタラクティブ・グループの 5 つのセグメントで相互に"シナジー"
（相乗効果）を高めながら、多角的に事業を展開しています。

アメリカにおける D23 について
ディズニーの公式ファンクラブである D23 では、ディズニーのすばらしい過去・現在・未来を祝うイベントを開催してい
ます。クラブの名前はウォルト・ディズニーが世界的に有名な会社を設立した年、1923 年にちなんでいます。D23 は
会員限定の多彩な特典によってディズニーの魅力をさらに伝えています。たとえば年 4 回発刊の雑誌「Disney
twenty-three」、充実したウェブサイト www.D23.com、週刊の電子メール・ニュースレター、各種の割引特典・会員限
定販売、年間を通して贈られる無料ギフト、会員限定の特別イベントなどがあります。

以上

