
32 As to Disney artwork, logos and properties :©Disney※内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
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マジックキングダム・
パーク

エプコット

ディズニー・
ハリウッド・スタジオ

ディズニー・
スプリングス

ディズニー・
アニマルキングダム

ディズニー・
ブリザード・
ビーチ

ディズニー・
タイフーン・
ラグーン

ESPNワイド・ワールド・
オブ・スポーツ

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの大きさ
は、東京・山手線内面積の約1.5倍というビッグ
スケール！その広大な敷地内には、4つのテーマ
パークのほかに、2つのウォーター・パーク、2つ
のエンターテインメント・エリア、個性的な20以
上の直営ホテル、ゴルフ場やキャンプ場、総合ス
ポーツ施設などがあり、夢のようなバケーション
が待ち受けています。
あなたは何をしたいですか？すべてのアトラク
ションとキャラクター・ブレックファストを制覇？
豪華なホテルでリゾート三昧？ショッピングもグ
ルメも、スポーツを楽しむのも、ここでは何をす
るのも思いのまま！一週間でも遊びつくせない世
界最大級のリゾート王国でどう過ごすかは、あな
た次第です。まずは基本情報を押さえて、あなた
にぴったりの過ごし方を見つけてください。

世界最大級のリゾート王国を楽しもう！
How to enjoy!

日本からフロリダのオーランド空港まで、アメリカ国内
都市を経由して約17時間。そして、空港からウォルト・
ディズニー・ワールドまでシャトルバスで約30分。夢の
王国までは、意外とすぐに到着です！旅行代理店でも
ツアーを多数扱っているので、現地まで安心して行き
たい方は、ぜひご利用ください。直営ホテル宿泊なら、

空港からホテルまでオリジ
ナルデザインのディズニー・
マジカル・エクスプレスで
無料送迎してくれるなど特
典もたくさん！

広大なリゾートの中の移動はど
うする？…ご心配なく。パーク、
ホテル、様々なエリアが点在する
ウォルト・ディズニー・ワールド
では、移動に便利な交通システ
ムも万全です！まず、基本的には
バスの利用が便利。約20分間隔
で運行されており、行き先はバ
スの前面と側面に表示されてい
ます。また、モノレールでリゾー
トを上空から眺めながら移動し
たり、フェリー・ボートでのんびり
河を渡るのも気持ちいいですね。
直営ホテル宿泊のゲストなら、全
て無料で利用できます。レンタ
カーは有料で利用可能です。

ウォルト・ディズニー・ワールドのパークはどこも個性的。約2000頭もの動物たちが
暮らす、世界中のディズニーパークで最も広いディズニー・アニマルキングダム。宇宙
飛行や空中散歩などの近未来ライド＆プチ世界一周旅行ができる異色のエプコット。
パーク全体が映画のシーンのようなディズニー・ハリウッド・スタジオ。そして、近年の
拡張計画によって、世界一のおとぎの国となったマジックキングダム・パーク。これら
4大テーマパークを巡るには、１日1パークとしても最低4日は必要になりますが、ここ
では、雪山と台風をテーマにした２つのウォーター・パークもお忘れなく！ディズニー
ならではの不思議なストーリーを持つ、ユニークなウォーター・アクティビティが体験
できるのは世界中でここだけです！そして、パーク帰りの夜はもちろん、滞在中１日はゆっくりとエンターテインメント・エ

リアを巡りましょう。レストラン、ショップ、世界
レベルのショーやレジャー施設など約150ものメ
ニューが体験できるディズニー・スプリングスと、
1940年代のシーサイド・リゾートをイメージした
ロマンチックなディズニー・ボードウォークは、ア
メリカのディズニーリゾートならではのお楽しみ
に溢れています。世界各地の伝統的なバーやライ
ブショー、ナイトクラブも充実しているので、大人
だけで行くのも楽しいですよ。

自然に囲まれたリゾートでは、公式戦も行われる4つのゴルフ
コースをはじめ、マリーナでジェットスキーやパラセーリング、
ヨット、釣りなどのウォーター・スポーツ、のどかな牧場で乗馬
などアクティビティも充実。壮大なフロリダで、のんびりリゾー
ト気分もいいですね。トライサークルD牧場では、マジックキン
グダム・パークのメインストリートを歩く優雅な馬に会ったり、
美しい森の木立を抜ける馬車ツアーも。リゾート内では、あら
ゆるスポーツのスクール・レッスンも開催しています。

リゾートでは、安心
の日本語サービスも
あるので有効に使い
ましょう。まず、4大
パークではゲスト・
リレーションへ。こ
こで日本語マップを
ゲット。また、ショー・トランスレーター（日本語翻訳
機）をレンタルすると、対象アトラクションで流れてく
るナレーションを日本語で聞くことができます。大人
気の「イッツ・タフ・トゥー・ビー・ア・バグ」も日本語で

聞くと楽しさ倍増！日本語
が話せるキャストもいる
ので胸のプレートで確認
を。また、どうしても困っ
た時にはリゾート内の電
話でオペレーターを通じ
て日本語通訳サービスが
利用できます。

ウォルト・ディズニー・ワールドは、直営ホテルに宿泊するのも楽しみのひとつ。これほどエンターテインメント性豊かなホテルが揃うリゾート地は、世界中ど
こを探してもありません！アメリカの古き良き時代を再現したホテルや、世界各地のリゾート地、山岳ロッジ、サファリをイメージしたホテル、ディズニー映画が
テーマのホテルなど、20以上もの個性的なホテルが待ち受けます。さらに、直営ホテルに宿泊のゲスト限定のお得なサービスも多数あるので、現地での滞在
をより快適にしてくれることでしょう。100以上のレストランが利用できるディズニー・ダイニング・プランや、一般のゲストよりも早くパークに入場、または遅
くまでパークを楽しめるエキストラ・マジックアワーも！（※詳しくはＰ19「ディズニー直営ホテルのスペシャル・サービス」をご参照ください）

ウォルト・ディズニー・ワールドのチケットは、
滞在日数や滞在スタイルに合わせて購入できる
フレキシブルなチケット。ある程度の予定を立
てて購入すれば、各パークのチケットを個別に
購入するよりも断然お得です！例えば、1日1つ
のテーマパークに入場できる、基本の「マジック
･ユア･ウェイ･ベースチケット」を7日分（7デー・
チケット）で購入した場合、1日当たりの料金は
なんと半額以下に！よりアクティビティを満喫
したいゲストは、さらに便利な2つのオプショ
ンを組み合わせて購入しましょう。（※各チケッ
トは使用開始日から14日間有効）

ウォルト・ディズニー・ワー
ルドには、各パークや直営
ホテル、エンターテインメ
ント・エリア他に、全部で
300以上ものダイニング・
スポットがあります。人気レストランやキャラ
クター・ダイニングは常に混み合っているの
で、お目当てがある場合は出発前に予約をし
ておくのが安心です（※予約は180日前から
受付）。予約代行をしてくれる旅行代理店や
販売店もあるので確認を。個人で予約する
場合は、英語Webサイトdisneyworld.
comからオンライン予約、またはお電話で。
（407）939-5277（英語での対応です）
※予約の際は、キャンセルポリシーをご確認ください。

レストラン名	 ロケーション	 キャラクター	 食事タイプ
シンデレラ・ロイヤルテーブル	 マジックキングダム・パーク	 シンデレラと仲間たち
クリスタル・パレス	 マジックキングダム・パーク	 プーさんと仲間たち
タスカーハウス・レストラン	 ディズニー・アニマルキングダム	 ドナルドと仲間たち
ハリウッド＆バイン	 ディズニー・ハリウッド・スタジオ	 プレイハウス・ディズニーの仲間たち
ガーデン・グリル	 エプコット	 ミッキー、プルート、チップ＆デール
アケシュース・ロイヤル・バンケットホール	 エプコット	 ディズニープリンセス
シェフ・ミッキー	 ディズニー・コンテンポラリー・リゾート	 シェフ姿のミッキーと仲間たち
ケープメイ・カフェ	 ディズニー・ビーチクラブ・リゾート	 グーフィーと仲間たち
オハナ	 ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート	 リロ＆スティッチ
1900パークフェア	 ディズニー・グランド・フロリディアン・	 メリー・ポピンズ、アリスと仲間たち
	 リゾート＆スパ	 シンデレラと仲間たち

 1.	 ディズニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ
 2.	 ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート
 3.	 ディズニー・ヨットクラブ・リゾート
 4.	 ディズニー・ビーチクラブ・リゾート/ヴィラ
 5.	 ディズニー・ボードウォーク・イン/ヴィラ
 6.	 ディズニー・コンテンポラリー・リゾート/ベイ・レイク・タワー
 7.	 ディズニー・ウィルダネス・ロッジ
 8.	 ディズニー・オールド・キーウエスト・リゾート
 9.	 ディズニー・フォート・ウィルダネス・リゾート＆キャンプグラウンド
10.11.	ディズニー・ポートオーリンズ・リゾート
　　			（リバーサイド／フレンチ・クオーター）
12.	ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート
13.	ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート
14.	ディズニー・オールスター・リゾート
15.	ディズニー・ウィルダネス・ロッジ・ヴィラ
16.	ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ/ヴィラ
17.	 ディズニー・サラトガスプリングス・リゾート＆スパ
18.	ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート
19.	ウォルト・ディズニー・ワールド・スワン＆ドルフィン
20.	ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート

マジック・ユア・ウェイ・
ベースチケット

パークホッパー・
オプション

ウォーター・パーク
＆モア・オプション

１日につき、4つのテーマパークの
どれかひとつに入園可能な基本チケット

◆	キャラクター・ダイニングリスト◆	キャラクター・ダイニングリスト

毎日、4つのテーマパー
クのどこでも1日何回
でも入園できるオプ
ション

２つのウォーター・パー
クやゴルフコースなど、
4つのテーマパーク以
外の数ヵ所の施設に
入場できるオプション

＋ ＋

…	バス
…モノレール
…小型ボート
…フェリーボート

もっと

食事タイプ　　　朝食　　　ランチ　　　ディナー

◆	リゾート内の交通システム

※TTC…乗り換えステーションで乗り換え
※すべてのホテルは、すべてのパークと直接アクセスできます

エプコットの人気アトラクション
「ソアリン」

ディズニー・ブリザード・ビーチ

ディズニー・スプリングス ディズニー・ボードウォーク

The Twilight Zone® is a registered trademark of CBS, Inc., and is used with permission pursuant to a license from CBS, Inc.　 
©Disney/Pixar

ディズニー・スプリングス

ディズニー・ボード・ウォーク

エプコット

マジックキングダム・パーク

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

ESPNワイド・ワールド・オブ・スポーツ

ディズニー・ブリザード・ビーチ

ディズニー・タイフーン・ラグーン

ディズニー・アニマルキングダム


