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究極のディズニーファンイベント「D23 Expo Japan 2018」の
テーマ、ショー＆プレゼンテーションを公開
チケット抽選販売は8月23日（水）よりスタート
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド）は、2018 年 2 月
10 日（土）から 12 日（月）の 3 日間、ディズニーファン向けに行われるイベント「D23 Expo Japan 2018」を東京ディズニ
ーリゾート®にて開催いたします。ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー95 周年やミッキーマウスのスクリーンデビューから 90
周年など、ディズニーにとって特別な年となる 2018 年に開催される今回のテーマは「Beyond Imagination（ビヨンド・イマ
ジネーション）～これまでも、これからも、想像を超えて～」。ディズニーならではの特別な体験をご用意しています。数々
の輝かしい受賞歴を持ち、聴く人の心に残る名曲を生み出すディズニー・レジェンド アラン・メンケンの日本初開催となる
特別コンサートや、ウォルト・ディズニー・アーカイブス秘蔵の日本初公開を含む貴重な展示、本イベントでしか手に入らな
い特別な限定商品など、アニバーサリーイヤーに相応しい盛りだくさんのラインナップを予定しています。チケットの抽選販
売は 8 月 23 日（水）よりスタートします。

キービジュアル
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3 回目の日本開催となる 2018 年のテーマは「Beyond Imagination～これまでも、これからも、想像を超えて～」
「D23 Expo」は、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」による、もっとも熱心なファンに対
する活動の一環として、アメリカで 2 年おきに開催されている特別なイベントです。2013 年にディズニーは、「究極のファン
イベント」という本来のビジョンを受け継ぎつつ、日本独自の「D23 Expo Japan」を初めて開催。2015 年にも、「Power of
Story」というテーマのもと、「D23 Expo Japan 2015」を開催し多くのゲストにお楽しみいただきました。
さらにパワーアップして開催される「D23 Expo Japan 2018」は、創業者ウォルト・ディズニーから受け継いだ「夢と魔法」、
「想像力と革新」で、期待と想像力を超えるという「Beyond Imagination～これまでも、これからも、想像を超えて～」をコ
ンセプトとしています。キービジュアルには、「ファンタジア」ミッキーの魔法のハットから広がる想像の世界に、ディズニー、
ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルというディズニー・ファミリーのキャラクターがつくる Constellations（星座）が輝き、
“ここでしか体験できない特別なプログラムで、ゲストの思いが星空のように「きらきら」と輝いてほしい”という想いが込めら
れています。

ディズニー・レジェンド アラン・メンケン特別コンサート、ディズニーの最新情報など、「D23 Expo Japan 2018」でしか体
験できない特別なショー＆プレゼンテーション
舞浜アンフィシアターでは、3 日間にわたって、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルなどの、多くのショー&プ
レゼンテーション、コンサートで特別な体験をゲストにお届けします。特に、アカデミー賞®8 度受賞など輝かしい受賞歴を
持ち、『リトル・マーメイド』『美女と野獣』『アラジン』『塔の上のラプンツェル』など数々のディズニー作品で素晴らしい楽曲を
生み出しているディズニー・レジェンド アラン・メンケンが、「D23 Expo Japan 2018」のためだけに贈るスペシャルなステ
ージにご期待ください。
シネマイクスピアリでは、「ディズニー・マジカル・シアター」と題し、大人気ゲームの最新情報から、日本初公開のテレビシリ
ーズなど、3 日間限定となるファン必見の特別プログラムをシネマスクリーンでお届けします。ディズニーとスクウェア・エニ
ックスから生まれた人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」のファンイベントでは、この会場でしか得られない貴重な体
験を提供。大人気スマホゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」のスペシャルステージも開催します。また、映画『ベイマッ
クス』のその後を描くディズニーXD オリジナル・アニメーション・シリーズ『ベイマックス ザ・シリーズ』など、ディズニー・チャ
ンネル＆ディズニーXD の新作テレビアニメーション 3 作品の特別長編エピソードを、「D23 Expo Japan 2018」で日本初
公開します。
さらに、「D23 Expo Japan 2018」開催記念の特別企画として日本初開催となる「『リトル・マーメイド』イン・コンサート」が、
2018 年 2 月 11 日（日）、12 日（月）には東京（日本武道館）、14 日（水）には大阪（大阪城ホール）で決定しました。詳細
は公式ホームページをご覧ください。（Disney.jp/mermaid-concert）
＜ショー＆プレゼンテーション スケジュール＞
舞浜アンフィシアター
■2018 年 2 月 10 日（土）

会場

時間

プログラム名・公演内容
＜オープニングセレモニー＞

10：00-11：00

「D23 Expo Japan 2018」のキックオフとなるオープニングセレモニーを実施し
ます。ディズニー社の最新情報もお伝えします。
＜ルーカスフィルムとマーベル・スタジオ＞

舞浜
アンフィシアター

14：30-15：30

ルーカスフィルムからスター・ウォーズ最新情報、そしてマーベル・スタジオから
はいよいよ最終章に突入する『アベンジャーズ』シリーズ含めて最新映画情報を
特別にご紹介！
＜アラン・メンケン ソロコンサート＞

19：00-21：00

数々のディズニー作品の音楽を手掛けたレジェンドがついに「D23 Expo Japan
2018」に登場！

■2018 年 2 月 11 日（日）

会場

時間

プログラム名・公演内容
＜東京ディズニーリゾート 35 周年特別記念プログラム＞

舞浜

10：00-11：00

東京ディズニーリゾートの 35 周年を目前に控え、特別なプレゼンテーションと
ディズニーの仲間たちによるショーをお届けします。

アンフィシアター
13：00-14：00

＜東京ディズニーリゾート 35 周年特別記念プログラム＞
※上記 10：00 からのプログラムと同じ内容となります。

＜ウォルト・ディズニー・スタジオ新作映画ラインナップ＞
舞浜
アンフィシアター

19：00-20：30

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、ピクサー・アニメーション・スタジオ
のアニメーション作品最新情報、そしてディズニー実写まで、スタジオからリリー
スする最新映画情報を特別にご紹介！

■2018 年 2 月 12 日（月）

会場

時間

プログラム名・公演内容
＜ディズニーパークの魔法＞

11：00-12：00

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーのエグゼクティブが世界のパークについて
お話しします。

舞浜
アンフィシアター

16：30-17：30

19：30-20：30

＜ディズニー吹き替えの秘密＞
大ヒットディズニー映画から、あの声優たちがとっておきの秘密を教えます。
＜ディズニー吹き替えの秘密＆グランドフィナーレ＞
※上記 16：30 からのプログラムと同じ内容、グランドフィナーレとなります。

日本初公開のアイテムを含むウォルト・ディズニー・アーカイブスによる展示や、35 周年を迎える東京ディズニーリゾートの
展示も
過去 2 回で大好評となった特別展示は、ゲストのみなさまにいち早く、他では見ることのできない特別な展示をご覧いただ
ける機会です。「ウォルト・ディズニー・アーカイブス展 (Inside the Walt Disney Archives～From Mickey Mouse to
Forever After～)」では、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーに関する様々な資料を収集・管理しているウォルト・ディズニ
ー・アーカイブスより、90 周年を迎えるミッキーマウス、ディズニーと日本の関わりに関する展示も登場。35 周年を迎える
東京ディズニーリゾートの展示も予定しています。

＜特別展示＞
会場

内容
＜ウォルト・ディズニー・アーカイブス展 (Inside the Walt Disney Archives～From
Mickey Mouse to Forever After～)＞

東京ディズニーシー・
ホテルミラコスタ

次世代のクリエーションをサポートする事を目的に、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニ
ーに関する様々な資料を収集・管理しているウォルト・ディズニー・アーカイブスより、
日本初公開を含む貴重な資料を紹介します。一般公開されていないアーカイブス
の中に訪れたような空間で、ミッキーから未来へと続く様々なクリエーションの軌跡を
お届けします。
＜東京ディズニーリゾート 35 周年特別記念展示＞

東京ディズニーランドホテル

東京ディズニーリゾートで生まれるハピエストな瞬間を彩ってきたアイテムほか、貴重
な資料を展示します。

「D23 Expo Japan 2018」開催を記念した特別な商品が並ぶマジカルストア、ミュージアムショップも期間限定オープン
「D23 Expo Japan 2018」開催を記念した特別なグッズや特別展示に関連したグッズを販売します。また、ファン必見の
世界に一つしかない貴重なアイテムやセレブリティから寄せられたアイテムなど「D23 Expo Japan 2018」ならではのライ
ンナップとなるオークションも開催予定です。詳細は順次、公式サイトで公開予定です。
＜ショップ情報＞
場所
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
舞浜アンフィシアター
ディズニーアンバサダーホテル

ショップ名称
＜マジカルストア＞
＜ミュージアムショップ＞
＜サマンサタバサグループ Special Shop＞
＜ユニクロ MAGIC FOR ALL POP UP STORE＞

ディズニーストア
東京ディズニーリゾート店他

＜サテライトショップ/ディズニーストア＞

＜チケット情報＞
「D23 Expo Japan 2018」の参加には、専用のチケットを事前に購入いただくことが必要です。チケット販売開始は、8 月
23 日（水）を予定しています。チケットの抽選販売スケジュールや特典、サービスに関しては、公式ウェブサイト
（http://www.disney.jp/D23）をご参照ください。
※すべてのプログラム、展示において、ご入場の際は「D23 Expo Japan 2018」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。
※ショーなどの一部プログラム入場には年齢制限がございます。抽選応募の際に公式ウェブサイトをご確認ください。
※シネマイクスピアリのプログラムは、事前抽選に当選された方のみ、ご参加いただけます。
※内容は変更になる場合がございます。

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。スタジオ・モーションピクチャーズ、テレビジョン、コンシューマ・プロダ
クツ＆インタラクティブ、メディア・ディストリビューション、ディズニー・ストア、パーク＆リゾートなど幅広いビジネスで相互に"
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。

◆本件に関する報道関係の方のお問い合わせ
ウォルト・ディズニー・ジャパン PR事務局 （株式会社プラチナム内） 担当：岩井・金子・針谷
ＴＥＬ： 03-5572-6072 FAX： 03-5572-6075 e-mail：disney-c@vectorinc.co.jp

