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ディズニー直営ホテルなら、魔法はずっと続きま
す。夢のような空間に誘う個性豊かなホテルは
20以上。お客様のニーズにあわせて、デラック
ス、モデレート、バリュー、３つのクラスに分か
れているので、ホテルを選ぶ際の目安としてご
活用ください。

キリンやシマウマなどの野生動物が客室から眺められる（※サバンナ・ビュー）、アフリ
カの雄大な自然が満喫できる贅沢なリゾートホテルです。アフリカン・テイストの調度
品と内装に囲まれた館内は優雅で雰囲気たっぷり。リラックスした時間を過ごせるで
しょう。本格的なアフリカ料理が楽しめるメインレストラン「ジーコ」やアフリカ各国
の名物料理をビュッフェスタイルで楽しめる「ボーマ」など、すべてのレストランにも、
こだわりが感じられます。ディズニー・アニマルキングダムに近いのもポイントです。

  バスで20分  バスで25分　
 モノレールで20分（TTC乗換え）  　   モノレールで5分

  バスで15分  ボートで20分、または徒歩25分
 ボートで10分、または徒歩５分  バスで15分

①天井が高く、木造りのインテリアに囲まれたロビー。アフリカの民族楽器を使った音楽も雰
囲気満点。 ②緑に囲まれた開放感あふれるプール。 ③ホテルの敷地内にはサバンナを思わせ
る雄大な自然が広がり、200頭を越える野生動物が生息。サバンナ・ビュー・タイプの客室から
は野生動物の姿を見ることができる。 ④アフリカン・インテリアでまとめられた客室。プール・
ビュー、サバンナ・ビューなどがある。

①シェフ姿のミッキーと仲間たちに会えるビュッフェスタイルのキャラクター・ダイニ
ング「シェフ・ミッキー」。朝食には、フルーツバー、シリアル、パンケーキ、ミッキー
ワッフル、オムレツなど、夕食にはローストチキン、ビーフなどをどうぞ。 ②客室
はコンテンポラリー・タワーとガーデン・ウィングにあり、タワー棟にはマジックキ
ングダム・パークが見えるパーク・ビューの部屋もある。 ③台形型の建物をモノ
レールが通り抜ける斬新なデザイン。４階にモノレールの駅が設置されアクセス
も便利。 ④ジャグジーやスライダーのある大型プールや、白砂のビーチ、マリーナ、
野外シアター、テニス、ゲームセンターなど様々なレクリエーション施設が揃う。

ビクトリア朝の豪華なインテリア、クラシックやジャズの生演奏
が流れる吹抜けのホール、一流レストランや贅沢なスパ…。この上
ない格調と気品に満ちた最高級ホテルで、優雅なリゾートステイ
をお楽しみください。また、客室からの美しい眺望もこのホテルの
テーマ。ガーデン・ビュー、テーマパーク・ビュー、ラグーン・ビュー
など5種類の眺めが選択できます。マジックキングダム・パークの
シンデレラ城や夜の花火が目の前に見える部屋もあり、ハネムー
ンにも最適なロマンスに満ちたロケーションが揃っています。

①吹抜けのホールでは、クラシックやジャズ、お馴染みのディズニーの名曲の生演奏を聴きながらくつろぎのひとときを。 
②ビュッフェ形式のキャラクター・ダイニング「1900パークフェア」。朝食では、くまのプーさんやティガー、不思議の国のアリ
ス、マッドハッターたち、夜はシンデレラに会える。キャラクター・アフタヌーンティー（4〜12歳限定）もある。 ③ビクトリア
朝のインテリアが、優雅さと格調を感じさせる客室。 ④20世紀初頭の高級リゾート、パーム・ビーチの黄金時代を彷彿とさ
せる、フラッグシップ・ホテルに相応しいエレガントな佇まい。

近代的な台形デザインの建物の中をモノレールが通り抜け
るという、なんとも斬新でアートなリゾートホテルです。ロ
ビーや客室はシックでおしゃれなデザインに統一され、ガー
デンルームの眼下に広がる美しい白砂のビーチとプールが
リゾート気分を盛り上げます。そして、マジックキングダム・
パークを間近に堂々とそびえる建物の最上階には、数々の
栄誉を受賞した人気レストランのカリフォルニア・グリル。
ここからの雄大な眺めは見逃せません。夜は、この特等席か
らの花火をごゆるりと満喫してください。

かつてニューイングランド地方にあった高級ヨットクラブやシーサイド・リゾート
を再現した、美しいラグーンの岬に建つエレガント＆ロマンチックなホテル。目の
前のマリーナでマリンスポーツを楽しんだり、ヨットマン・ステーキハウスや数あ
るラウンジ・バーでゆったり過ごしながら、かつて多くの人々が過ごしたビーチサ
イドのノスタルジックな雰囲気を感じてください。エプコットやディズニー・ボー
ドウォークまでは徒歩圏内なので、湖畔の遊歩道を利用して大人の散策を楽しめる
のも魅力です。 ①ウォーター・スライダーや難破船で遊べるミニ・ウォーターパークのようなプール施設は約３エー

カーの広さを誇る。白亜のホテル、風車やヤシの木が異国情緒を感じさせる。 ②クレセント・レイク
を囲むロマンチックな大人のリゾートは、ハネムーンにもおすすめ。 ③優雅で開放感あふれるディズ
ニー・ビーチクラブ・リゾートのロビー。 ④ヨットでのクルーズに出かけたような気分にさせてくれ
るインテリアが目を引くディズニー・ヨットクラブ・リゾートの客室。 ⑤ケープメイ・カフェでは、キャ
ラクター・ブレックファストが楽しめる。マリンルックなど爽やかな衣装を着たグーフィーや仲間たち
と一緒にビュッフェ式の朝食を。

 バスで6分　  バスで15分　  バスで20分    バスで20分  バスで20分　  バスで25分　  モノレールで20分（TTC乗換え）   モノレールで10分、または徒歩10分

アフリカの雄大な自然をサファリ気分で満喫

なんと、ホテル館内をモノレールが走り抜ける！

ビクトリア様式の最高級フラッグシップ・ホテル

LodgeDisney's Animal K ingdom

ResortDisney's Contemporary

Resort & SpaDisney's Grand Floridian

Resort Hotels of Walt Disney World Resort in Florida

Deluxeデラックス
19 世紀のニューイングランドのヨットクラブと海辺をイメージ

ResortDisney's Yacht & Beach Club
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①南国リゾート風の明るい客室。ガーデン・ビューやラグーン・
ビュー、マジックキングダム・パークが見えるテーマパーク・ビュー
もある。 ②③レストラン「オハナ」では、朝食のみアロハシャツ
姿のミッキーやトロピカルなリロ＆スティッチに会えるキャラク
ター・ダイニングを開催。食事はアメリカン・ブレックファスト。 
④ホテル内には、そびえ立つ火山や滝、スリリングなウォーター・
スライダーが人気のラバ（溶岩）・プールと、のんびりくつろげる
ポリネシアン・イーストプールがある。 ⑤毎晩、野外ステージで
行われる迫力のポリネシアン・ディナーショーは必見。 

※デラックス・クラスには、その他、キッチンのついたヴィラタイプもあります。

アメリカ北西部の雄大な自然をイメージした静かな山岳ロッジ風のたたずまいに、誰
もが心癒されることでしょう。12階の高さまで吹き上げるダイナミックな間欠泉や
松林の自然遊歩道、ロビーの巨大な暖炉、部屋の窓に映る緑の景観など、壮大なスケー
ルの中にワイルドかつ、くつろげる空間があります。白砂ビーチやボートで湖を渡る
風、ここではすべてにアメリカの大自然が感じられるはず。レストランでは、シーフード、
サーロイン、ジビエ料理などアメリカ北西部の海岸地方の名物料理が堪能できます。

1940年代に東海岸で人気だったベッド&ブレックファスト・スタイルの清楚なプチホテルを再現したヨーロピア
ンテイストのホテル。快適な客室、ゲスト専用の中庭、ニューイングランド仕様のガーデンなど充実した施設が魅
力です。また、ディズニー・ボードウォークの中心部にあるので食事や買い物にも便利。人気のベーカリーや多彩な
レストラン、ダンスクラブ、スポーツバーなど、早朝から深夜まで時間を気にせず、思う存分リゾートを満喫するこ
とができるでしょう。エプコットやディズニー・ハリウッド・スタジオまでボートや徒歩で行くことができます。

マーク・トゥエインの小説にタイムスリップしたような、アメリカ南部にあった懐
かしい風景を思わせるリゾート・ホテル。ニューオーリンズの華やかさとロマンス
をテーマにしたフレンチ・クオーターと、ミシシッピ河をしのばせる雄大な景観に
囲まれたリバーサイド。ウォルトも愛したアメリカの自然と開放感を存分に感じ
てください。それぞれ隣接するホテルには徒歩はもちろん、ボートで雰囲気を楽し
みながら移動できます。また、ディズニー・スプリングスにもボートで行けるので、
当時に思いを馳せながら小さな船旅に出掛けてみてはいかがでしょう。

美しく輝くカリブ海バケーションを思わせるディズニー・カリビアン・ビーチ・リ
ゾート。広さ約18万2000㎡のベアフット・ベイの周囲に作られたこのリゾートで
は、ヤシの木や白い砂浜、植民地時代の建造物など南国の楽園気分を味わえます。
6つのビレッジ（トリニダード・ノース、トリニダード・サウス、マルティニーク、
バルバドス、アルバ、ジャマイカ）の客室は色とりどりに飾られ、なかには海賊を
テーマにした部屋も。レンタサイクルでのんびり“島巡り”をしてみましょう。

スペインの探検家、フランシスコ・コロナド
がメキシコやアメリカを冒険した時代背景を
イメージとしたエキゾチックなリゾートホテ
ル。スパニッシュ・コロニアル様式の建物は、
カシータス、ランチョズ、ガバナーズと名付
けられた３つのテーマで構成されており、メ
キシコ料理が楽しめるフードコートや、マヤ
文明のピラミッドがそびえるプールなどメキ
シカン・テイスト満載。アメリカ南西部を彷
彿とさせるカラフルな広場と美しい景観も必
見で、リゾート内を散歩するだけでも楽しめ
ます。フィットネス、スパ、ヘアサロンの施
設が揃うラ·ビーダ・ヘルスクラブもあります。

①様々な文化が混在する華やかなニューオーリンズの息吹が感じられ
るフレンチ・クオーター。精巧な細工が施された手すりや石畳の遊歩道、
美しい中庭などを満喫して。 ②リバーサイド側にある、造船所の倉庫
がテーマのカジュアルダイニング。巨大なフィッシングボートの骨格船
体の下でアメリカ南部料理をどうぞ。 ③フレンチ・クオーターのエント
ランス。リゾート内は謝肉祭のマルディグラの陽気な雰囲気でいっぱ
い。 ④リバーサイドの客室。ガーデン・ビュー、プール・ビュー、リバー・
ビューなどがあり、プリンセス気分になれるロイヤルゲストルームもあ
る。 ⑤ミシシッピ河畔のコテージをモチーフにしたリバーサイドは、南
部の農園風景と入江の山小屋風、全く違った景観が楽しめる。

①スペイン植民地時代
の要塞から着想を得た
賑やかなプールから、
ゆったりくつろげるリ
ゾートプールなど全７つ
のプールがある。 ②白
砂のビーチに吊るされ
たハンモックに揺られ
てのんびりバカンスを楽
しみたい。 ③カラフル
なベッドカバーが目を引
く客室。スタンダード・
ルームの他、カリブの
海賊をモチーフにした
パイレーツ・ルームもあ
る。 ④早朝から営業し
ているカラフルで賑や
かなフードコートで気軽
な軽食を。

①野外のマーケットプレー
スを思わせる賑やかなフー
ドコート「ペッパー・マー
ケット」。 ②明るく機能的
な客室。スタンダード・ルー
ムのほか、湖を望むウォー
ター・ビューもある。 ③ス
パニッシュ・コロニアル様
式の建物やスペイン植民
地時代をテーマにしたエ
キゾチックな雰囲気を満
喫。 ④マヤ遺跡をテーマ
にした広大なプールには、
約15mの巨大なマヤのピ
ラミッドのレプリカを中心
にウォーター・スライダー
やホットタブなどがある。 

  バスで15分　   ボートで20分、または徒歩15分　 　ボートで10分、または徒歩15分　   バスで20分

 バスで20分　  バスで25分　  バスで25分　   モノレールで5分

 バスで20分　  バスで20分　  バスで15分　   バスで20分

 バスで10分　  バスで10分　  バスで15分　   バスで20分

 バスで15分　  バスで10分　  バスで15分　   バスで20分 バスで25分　  バスで20分　  バスで20分　   ボート、またはバスで10分

南国のヤシの木が立ち並ぶ遊歩道、白砂のビーチ、セブン・シーズ・ラグーンに打ち
寄せる波…まるでハワイやタヒチの南太平洋にいるかのような気分にさせてくれる、
トロピカルムード満点の隠れ家的なリゾートホテルです。ロビーではキャストがフラ
ワーレイでゲストを歓迎、そして毎晩開かれる賑やかなポリネシアン・ルアウ・ショー
が、アロハのスピリットを呼び起こします。アロハシャツのミッキーやスティッチに会
えるキャラクター・ブレックファストも人気。

③清楚でクラシカルな雰囲気の客室。スタ
ンダード・ビューのほか、湖が見えるウォー
ター・ビューがある。 

①ピエロや動物のオブジェ、ウォーター・スライダーも楽し
い、カーニバルをテーマにしたルナパーク・プールは子ども
にも人気。その他、大人がリラックスできる静かなプールも
完備。 ②優雅なシーサイド・リゾートを再現したディズニー・
ボードウォークは、遊歩道を散歩するだけでもリゾート気分
満点。 

②西部開拓時代、ロッキーマウンテン国立公園にあった山岳ロッジを再現。シルバークリーク・フォールズの景観と
音に心身とも癒される。 ③７階まで吹き抜けのアトリウムロビー。ワイルドかつ木の温もりに包まれる中、暖炉の
前に座って大自然の素晴らしさを満喫。 ④ウッディな雰囲気の客室。ウッズ・ビュー、コートヤード・ビューなどが
あり、２段ベッドが利用できる部屋も。

①松の木々や岩に囲まれたシルバークリーク・スプリングス・プール。リラックスできるジャグジーや
キッズ用のプールもある。

トロピカルムード満点の南国リゾートがテーマ
ResortDisney's Polynesian Village

西部開拓時代の壮大な山岳ロッジを再現
 LodgeDisney's Wilderness

湖畔の中心部に建つヨーロピアンテイストのホテル
InnDisney's BoardWalk

アメリカ南部の昔懐かしい風景を体験

美しいカリブ諸島をイメージしたリゾート・アイランド

メキシコのエキゾチックな雰囲気が満載

French Quarter & RiversideResort–Disney's Port Orleans

ResortDisney's Caribbean Beach

ResortDisney's Coronado Springs

ModerateモデレートDeluxeデラックス
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2012年にオープンした、ディズニーとディズニー/ピクサーの人
気アニメーションをテーマにしたリゾートホテル。４つのコート
ヤードには、『ファインディング・ニモ』『カーズ』『ライオン・キング』
『リトル・マーメイド』のカラフルで楽しい映画の世界が広がり、ゲ
ストの皆様は、まるで映画のシーンの一部になったような気分で過
ごすことができるでしょう。一番のポイントは、家具やインテリア
にこだわったゲストルームですが、映画をテーマにした3つのプー
ル、フードコート、プレイグラウンドの施設にも驚きが詰まってい
ます。例えば、ニモがテーマのプールに潜ってみると、どこからか
話し声が聞こえてくるかもしれませんよ…!?客室は、1,984室のう
ち1,120がリビングルームとベッドルームに分かれたファミリー
スイート（リトル・マーメイド棟はスタンダードルーム）で、ご家
族全員で広々とした空間をお楽しみいただけます。

ディズニー映画をテーマにした「ムービー」、ジャズやロックなど音楽がテーマの
「ミュージック」、スポーツファンにたまらない「スポーツ」。3つのテーマに沿った客室
棟やレクリエーション、ダイニングが体験できる、ディズニーならではの遊び心満点の
リゾートです。各エリアごとに違う巨大なオブジェやプールがとってもキュート！リー
ズナブルに思いきりディズニーの世界に浸りたい、そんなあなたにおすすめです。

20世紀のポップカルチャーをテーマに
したファミリー向けリゾートホテル。そ
れぞれの客室棟には、歴史に残る大ス
ターや一世を風靡したおもちゃ、人気
グッズなど各年代に流行したモチーフ
の巨大オブジェがそびえ立ち、ロビーに
は当時流行したアイテムの実物が展示
されるなど、ちょっとした博物館巡り気
分が楽しめます。客室の壁にも20世紀
を象徴する壁紙やポスターがあるので
注目してみましょう。カラフルで明るい
ホテルはお子様にも人気があり、リーズ
ナブルな価格とフードコートで経済的
に宿泊できるのも嬉しいポイントです。

① 『カーズ』棟の外観とコージーコーン・プール。 ② 『ファインディング・ニモ』
のファミリースイート。 ③『ライオン・キング』のファミリースイート。 ④ 『リト
ル・マーメイド』棟のホテル外観オブジェ。 

①ミュージック・リゾート近くにあるピ
アノ形プール。各棟ごとにテーマに沿っ
たプールが１～２つあり、楽しい演出も
待っている。プールサイドバーも完備。 
②カリプソ、ジャズ、ロック、ブロード
ウェイ・ミュージカルを象徴するポップ
なオブジェが目を引くミュージック・リ
ゾート。 ③101匹わんちゃんや、トイ・
ストーリ―のキャラクターたちが巨大
オブジェとなって出迎えてくれるムー
ビー・リゾート。 ④アメフトや野球、
バスケット、サーフィンなど、アメリカで
人気のスポーツが巨大オブジェとなっ
てあちこちから飛び出す迫力のスポー
ツ・リゾート。建物の階段にもこだわり
が。 ⑤スポーツ・リゾートの客室。３
つのリゾートの間取りは同じで、イン
テリアに違いがある。

①プールもそれぞれ各年代の
テーマに沿ったもの。こちらは
1950年代の象徴、ボーリング・
プール。 ②1950年代に流行
したボーリングのオブジェがそ
びえ立つ客室棟。 ③シンプル
で快適なゲストルーム。壁に
飾られたポスター類にも注目
しよう。 ④アメリカで競技と
して本格的に流行したテーブ
ルサッカーとミッキーの電話機
は1970年代の象徴だ。

©Disney/Pixar

 バスで5分　  バスで10分　  バスで15分　   バスで20分

  バスで15分　  バスで10分　  バスで15分　   バスで20分

    バスで15分　   　　バスで10分
 バスで15分　    バスで20分

ディズニー・アニメーションの世界に入り込んだ気分！

ディズニーならではの遊び心あふれる３つのリゾート

20世紀のポップカルチャーを楽しもう

Resort

Resort

Disney's Art of Animation

Movies/Music/SportsDisney's All-Star

ResortDisney's Pop Century

Valueバリュー
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①

④

②

③

② ③

④


