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  ここでしか体験できない魅力的なアトラクションがいっぱい！

フラワーがテーマのエプコットならではのイベント。パーク内でフラワーに関する催しが行われ、ガーデニングのスペシャ
リストによるガーデンテクニックやアイディア講習会のほか、有名アーティストによるコンサートなどが楽しめます。期間
中、パーク内はキャラクターを形どったトピアリーや一面のお花畑に囲まれて、とても華やかです。

大晦日の31日、3つのテーマパークは年明けまでオープンして、ニューイヤー・イブを祝いま
す（ディズニー・アニマルキングダムを除く）。午前0時が近づくとカウントダウンが始まり、
盛大な花火が夜空を彩ります。特別なチケットは必要ないので、そのまま朝まで盛り上がり、
思い出に残る新年を迎えましょう。

エプコットでは、ホリデーシーズンをしっとりと過ごしたい大人も満
足できるメニューが揃っています。50名のオーケストラの音楽とと
もに著名なナレーターがクリスマス・ストーリーを朗読する「キャン
ドルライト・プロセッショナル」や、ワールド・ショーケースで世界
の国々の伝統的なクリスマスを体験できる「ホリデー・アラウンド・
ザ・ワールド 」。夜の美しいイルミーションも見逃せません。

夏限定のパレードや、夏の夜空を美しく彩る花火など、各パークでは夢のようなひとときを見せてく
れるイベントをご用意しています。また、毎年、クリスチャン・ミュージック・フェスティバル「ナイト･
オブ･ジョイ」（マジックキングダム・パーク）や、トリビュートバンドによる野外ライブ「サウンド・ライ
ク・サマー」（エプコット）など、エキサイティングなライブも開催。

マジックキングダム・パーク閉園後から始ま
るハロウィーンの特別パーティー。パレー
ドやハロウィッシュ、トリック･オア･トリー
ト、特別コスチュームを着たディズニーキャ
ラクターとのグリーティングなど、スペシャ
ルなイベントが目白押し！ちょっぴり仮装を
して出掛けましょう。

※  「ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・
     パーティー」は特定日に開催される特別チケットの必要なイベントです。

世界の料理とワインを楽し
む、エプコットの恒例イベン
ト。期間中は30ヵ国（テーマ）
以上のお料理と最高級ワイ
ンがズラリと並び、食欲をそ
そります。前菜サイズのお皿
が多いので、気軽に色々な
味に挑戦できますね。有名シェフのデモンストレーションや、
ワイン片手に野外ライブもお楽しみください。

クリスマスは、やっぱりこれに参加しなくては始まりま
せん！胸躍るクリスマスの楽しみが詰まった、パーク閉
園後から始まる冬恒例のパーティー。サンタクロース

が特別参加するパレードや、
ミッキーと仲間たちの心温ま
るステージ、美しく輝くシン
デレラ城の点灯ショーなど、
一夜だけでは体験し尽くせ
ない贅沢なイベントです。
※ 「ミッキーのベリー・メリー・クリ
スマス・パーティー」は特定日に開
催される特別チケットの必要なイベ
ントです。

場所：ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート全４パークほか

場所：
マジックキングダム・パーク

場所：エプコット

場所：エプコット

場所：ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート３パーク

場所：エプコット

場所：ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート全４パークほか

場所：マジックキングダム・パーク

毎年、年明けに開催されるマラソンイベント。ウォルト・ディズニー・ワールドの敷地内と４大パークを走り抜けるコースは世界中の
マラソンフリークにも人気で、毎回、記録にチャレンジするランナーたちが奮って参加しています。フルマラソンのほか、ハーフ、５キ
ロ、キッズなど様々なレースがあり、ディズニーならではのお楽しみもたくさん。すべての完走者に特製フィニッシャーメダルを授与。

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

※パンフレットの情報は2015年10月現在のものです。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。

※写真は全てイメージです。
※イベント開催日の詳細な日程については、WEBサイト等で最新情報をご確認ください。
※イベントは予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
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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



ラフィキズ・プラネット・ウォッチ

アジア

ディノランドUSA

ディスカバリー・アイランド

オアシス

アフリカ
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パークは、シンボル・ツリーがある「ディスカバリー・アイランド」、野生の動物や鳥
たちに会える「アフリカ」「オアシス」「ラフィキズ・プラネット・ウォッチ」、絶叫ア
トラクションの多い「アジア」、恐竜の世界「ディノランドUSA」の6つのテーマラン
ドがあります。他のパークに比べて閉園時間が早いので、朝一番に行くのがおすすめ。

世界中のディズニーパークの中で最も広いディズニー・アニマルキングダム。敷地内にはサバンナの草原やアジア
の密林が広がり、約300種2000頭もの動物たちが暮らす想像を超えたアドベンチャー・ワールドです。トラック
や汽車に乗って世界中の動物たちを観察したり、スリリングなライドに乗って恐竜時代へタイムスリップしたり、
“自然”と“生命”とディズニーマジックが一体になった、これまで体験したことのない冒険が待ち受けます。サファ
リルックのキュートなミッキーと仲間たちに会えるのもここだけ！

野生の動物や伝説の生き物と出会えるアドベンチャー・ワールド

野生動物たちが住む草原やジャングルを、
サファリトラックに乗って探検。ゾウやキリン、ライオンなど、た
くさんの動物たちを至近距離で見ることができます。動物たちが
活動的な朝一番に行くのがおすすめ。

昆虫の大きさになって、彼
らの世界を体験するという
奇想天外な３Ｄショー。進
行役は『バグズ・ライフ』の
フリックとホッパー。３Ｄ映
像も見事ながら、笑いが止
まらないストーリー展開は、
大人も気持ちよく楽しめま
す。ストーリーの随所には
あっと驚くような仕掛けが
待ち受けていますよ。

12人乗りの円形ラフトに乗って、荒れ狂うチャクラナディ川の激流下りにチャレン
ジする、ずぶ濡れ覚悟のアトラクション。くるくると回転しながら猛スピードで下る
ラフトに、突然襲いかかる水しぶきは毎回予測不可能！どの席に座っている人がび
しょ濡れになるのか、知らない人と乗っても必ず笑いと歓声で盛り上がります。

アフリカエリアの奥にあるハランベ駅から出発し、レ
トロな汽車に乗ってアフリカの草原を駆け抜けたら、
そこはラフィキズ・プラネット・ウォッチ。生命保護や
環境問題をテーマにしたこのエリアでは、世界の珍し
い小動物たちと触れ合える広場があります。優しく触
れ合って仲良くなってね。

山岳列車に乗って雪に覆われたエベレスト山の冒険に出掛け
ましょう。途中、山の守護神である伝説の雪男イエティに遭遇
すると列車は暴走をはじめ、暗闇の洞窟を突き進んだり逆走
したり、クライマックスでは高さ60mの高さから約34m下の谷
底へ急降下！

ベトナム、マレーシア、
ネパールなど東南アジ
アの名物料理から、点
心、ワンタンスープ、ヌー

ドルなどの気軽な中華、また、天ぷらや神戸牛
バーガーなど幅広いメニューが楽しめるテーブ
ルサービスのレストラン。簡単に食事を済ませ
たいという方は、カウンターサービスの隣接店、
ヤク&イエティ・ローカルフード・カフェへどうぞ。

探検本部に立ち寄って、次の探検へ向かう準備をしているサ
ファリルックのミッキー＆ミニーと記念写真を撮ってみません
か？室内には、2人が世界中を旅して集めた異国情緒あふれる
記念品や写真がたくさん飾ってありますよ。

朝、昼、夜とキャラクター・ダイニングが楽しめる人気のレストラン。
アフリカのインテリアに囲まれた店内で、サファリルックのドナルド
や、ミッキーと仲間たちが気軽にサインや記念写真に応じてくれます。
食事はビュッフェスタイルで、伝統的なアメリカ料理やアフリカ風の
ユニークな料理がズラリと並びます。

植民地時代の貨物倉庫や古い給水塔などが雰囲気
満点のハランべ・マーケットで、アフリカのストリー
トフードに着想を得たユニークなメニューをお楽し
みください。南アフリカ名物のボーアウォース・ソー
セージを使ったアメリカンドッグや、ケバブサンド、
子どもたちが大好きなデザートもたくさん！屋根つき
の野外テーブルに座り、南アフリカ産のワインやク
ラフﾄビールとともにリラックスしたひとときを。

ディズニー映画『ライオン・
キング』のキャラクターと、
カラフルなコスチュームを
身に着けた50人以上のエン
ターテイナーたちによるエ
ネルギッシュなミュージカ
ル・ショー。鉄棒やトランポ
リンを使ったアクロバティッ
クなパフォーマンスやファイ
ヤーダンスは圧巻！

パークの中にサファリが！

親子で大笑い！仕掛けも楽しい３Ｄショー

ずぶ濡れで盛り上がる、大興奮の激流下り汽車に乗って、
世界の動物たちと触れ合い体験

エベレストの山頂で伝説の雪男に遭遇

バラエティ豊かなアジア各地の
料理やデザートが食べられる

探検家スタイルの
ミッキー＆ミニーに会いに行こう！

パークで唯一の
キャラクター・ダイニング

アフリカの
ストリートフードを満喫！

ダイナミックなパフォーマンスに酔いしれよう

パーク中央
にそびえる巨大な樹が、パークのシンボル
「ツリー・オブ・ライフ」。どこからでも見え
るほど大きいので、広いパーク内で迷った
ときは、この樹を目印にするといいでしょ
う。また、実はこの樹には、たくさんの動
物が隠されています。その数、なんと約
320種類！樹の周りは遊歩道になってい
るので、家族で動物探しも楽しいですね。

ツリー・オブ・ライフ

恐竜の絶滅を防ぐため、タイムローバーに乗って6500
万年前の地球にタイムスリップ。たくさんの恐竜に遭遇
し、凶暴な肉食恐竜カルノタウルスに襲われそうになり
ながら、果たして目的は達成できるのでしょうか!?激
しい揺れと猛スピードで走るタイムローバー、リアルに
迫る恐竜たちなど、スリル満点のアトラクションです。

キャラクターたちの繊細な表情を
パペットで表現

ディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』の世
界を、最新のパペット技術で再現したユニークなミュージ
カル。海中をイメージした鮮やかなステージ上を、パフォー
マーたちがパペットを巧みに操りながら演技し、アクロバ
ティックに舞い、ダイナミックな生歌を披露します。

太古の恐竜の世界にタイムスリップ

Disney’s Animal K ingdom

アフリカ

アフリカ

アフリカ

アフリカ

アジア

アジア

アジア

ラフィキズ・プラネット・ウォッチ

ディスカバリー・アイランド

ディスカバリー・アイランド

It's Tough to be a Bug! is inspired by Disney·Pixar’s “A Bug’s Life.” 
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Finding Nemo – The Musical is inspired by Disney・Pixar’s 
“Finding Nemo.” ©Disney/Pixar
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華やかなビー・アワ・ゲストの
世界がミュージカルに！

ハリウッド・ブルーバード

サンセット・ブルーバード

3Dメガネを着用してライドに乗り込んだら、大砲
を打って高得点を狙いましょう。カラフルなゲームセンターの中を走りながら、輪投げやダーツ、風
船割りなど、トイ・ストーリーの仲間たちが次々に仕掛けてくるバーチャルなシューティングゲーム
に挑戦！また、アトラクションの向かい側の建物ではウッディとバズに会えるグリーティング・スポッ
トがあるので一緒に写真を撮りましょう。

ディズニー・ハリウッド・スタジオは、本格的なミュージカル・ショーから、映画やTVにまつわる絶叫ライド、息
をのむようなスタントショーに、ディズニー・アニメーションの世界を満喫するアトラクションなど、スクリーンの
中の世界を様々な形で体験できる夢のようなパーク。ハリウッド、サンフランシスコ、ニューヨークなど、それぞ
れの通りによって違う雰囲気が楽しめるので、歩いているだけで映画の世界に入り込んでしまうでしょう。

華やかなショービジネスの世界へようこそ

3Dのスター・ツアーズで
は、タトゥイーンやコル
サントなど何種類もの異
なる銀河系の旅が待って
います。どのストーリーや
キャラクターに遭遇するか
はその時次第、一度に3つ
の世界へ旅立ち、その組
み合わせは50通り以上！
より多くのスリルと冒険を
体験したいゲストは何度も
チャレンジしてみましょう。

ディズニー・ハリウッド・スタジオは、レストランもテーマ性豊かでユーモアに溢れています。
「サイファイ・ダインイン・シアター・レストラン」は1950年代に流行したアメリカのドライブイ
ン・シアターを再現。広い店内にズラリと並んだカラフルなオープンカーに乗り込み、星空の下

（のイメージで）、前方のスクリーンで
上映中のモノクロ映画やアニメを見
ながらアメリカ料理を堪能しましょう。

「フィフティーズ・プライムタイム・カ
フェ」は、1950年代の人気ホームドラ
マに登場したアメリカの一般家庭の
食卓をイメージ。レトロなテレビや家
具が置かれた店内で、ポットロースト
やミートローフなどの家庭料理を。〝我
が家″がテーマなので、マナーが悪い
とママに扮したスタッフが叱りにやっ
てくるかも！?

専用のオープンシアターで行われる壮大なナイト・スペクタクル・ショー。魔法
使いのミッキーとディズニー映画の悪役たちとの戦いを、レーザー光線や花火、
炎、ウォータースクリーンに映し出されるアニメーションなどの特殊効果を駆使
し、圧倒的なスケール感で見せてくれます。特定のレストランで予約をすると優
先エリアでの鑑賞券がもらえる「ファンタズミック！ダイニング・パッケージ」も
あります。

映画『アナと雪の女王』をテーマにした30分間のステージ・ショー。
アナ、エルサ、クリストフ達と一緒に、映画に登場する歌の世界を
楽しめます。アレンデール王国の歴史学者が語るユーモラスなが
ら心温まる話を聞きながら、大いに笑い、歌いましょう！フィナー
レでは「レット・イット・ゴー～ありのままで～」の名曲とともにシ
アター内に雪が舞い降ります。ハイペリオン・シアターで開催。

『スター・ウォーズ』
のジェダイになりた
い4～12才の 若き
パダワンは集合！
ライトセーバーの
腕を磨き、ジェダ
イ・マスターから戦
闘技術を学んだら
ダース・ベイダーと
戦おう。

『メリー・ポピンズ』『カサブランカ』『レイダース/失われたアーク』『オズ
の魔法使い』など、名作映画のハイライトシーンを、案内人とともにライ

ドに乗って巡るツアー。心に残る名
シーンが目の前で次々と再現され、
映画ファンにたまらない演出で盛
り上げてくれます。ライドの動きや、
途中で起こるハプニングも楽しい 
22分間に渡る見ごたえたっぷりの
グレートなアトラクション！

人気ロックバンド、エアロスミスの曲
にのって、イルミネーション輝くロサ
ンゼルスの街を疾走するローラーコー
スター。スタートからわずか３秒で時
速100km近くまで達する驚きのスピー
ド、宙返り、急カーブの連続を、ロッ
クのリズムを聞きながらノリノリで体
感する爽快なライドです。

ディズニーランド・パリからやって来た迫力満点のスタント
ショー。クルマ、バイク、水上バイクも一体となって、信じられ
ない程スリリングなカーアクションを繰り広げます。ステージの
上を猛スピードでバックしたり、炎の中をジャンプしたり、一瞬
たりとも目が離せない高度なテクニックで観客を魅了します！

 50パターン以上の冒険が楽しめる、３Ｄのスター・ウォーズ体験

1950年代のアメリカがテーマのユニークなレストラン

ディズニー・マジックあふれる
華麗なスペクタクル・ショー

映画『アナと雪の女王』の
歌の世界が楽しめるショー

ジェダイ騎士になって、ダース・ベイダーと戦おう

名作映画のハイライトシーンを巡るムービーツアー

ロックにのって猛スピードで
疾走するノリノリのコースター

バーチャル・ゲームセンターで
高得点を狙おう

大迫力のスタントショーを目の前で！

エコーレイク

エコーレイク

エコーレイク

コミサリー・レーン	/	エコーレイク

ハリウッド・ブルーバード

サンセット・ブルーバード

サンセット・ブルーバード

ストリーツ・オブ・アメリカ

ピクサー・プレース

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

ディズニーの名作映画
『美女と野獣』のミュー
ジカル・ショー。野外
ステージで繰り広げら
れる本格的な歌と大
勢のダンサーによる
パフォーマンスは圧巻
です。ベルと野獣のダ
ンスシーンや、コグス
ワースとルミエールの
楽しい会話、野獣が王
子に戻るフィナーレな
ど見どころも満載。

かつてハリウッドで映画スターたちに愛され
た名店、「ハリウッド・ブラウン・ダービー」の
伝統を受け継ぐレストラン。店内はブラウン
を基調にしたエレガントな雰囲気で、壁には
本店を訪れたスターたちの貴重な似顔絵が
100点以上飾られています。ここで絶対に外
せないのが、本店オーナー、ボブ・コブの考
案で生まれた、元祖“コブサラダ”。ハイグレー
ドなアメリカ料理&ワインとともに、ぜひご
賞味あれ。

“コブサラダ”を生んだ
ハリウッドの名店

サンセット・ブルーバードに不気味にそびえ立つ
「ハリウッド・タワー・ホテル」。ご存知、「トワイラ
イトゾーン・タワー・オブ・テラー」のアトラクショ
ンですが、こちらはアメリカの人気テレビドラマ
のエピソードをもとにした衝撃のストーリー展開
が楽しめます。嵐の夜にエレベーターで消えた客
人達は今どこに…？エレベーターの動きは何通り
もあり、乗るたびに違う恐怖が体験できます。

ハリウッド・タワー・ホテル

パークは、映画の都ハリウッド黄金時代を思わせる「ハリウッド・ブルーバード」、映画の中の
街並みが楽しい「ストリーツ・オブ・アメリカ」、ロサンゼルスの古き良き時代を再現し
た「サンセット・ブルーバード」ほか、全部で８つのストリートがあります。じっくり見るショー
形式のアトラクションが多いので、時間を確認しながら回りましょう。

Disney’s Hollywood Studios 

サイファイ・ダインイン・シアター・レストラン

フィフティーズ・
プライムタイム・カフェ

©Disney ©Disney / Lucasfilm Ltd. ©2011 Lucasfilm Ltd. & TM.

“Star Wars© Lucas film Ltd. &TM”
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フューチャー・ワールド
イースト

フューチャー・ワールド
ウエスト

ワールド・ショーケース
メキシコ館

ドイツ館

カナダ館

イギリス館

イタリア館

日本館

モロッコ館

フランス館

アメリカン・アドベンチャー館

中国館

ノルウェー館
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エプコットの意味は、実験的未来型都市 （Experimental Prototype Community of Tomorrow）。ウォルト・ディ
ズニーが構想し、生涯を賭けて夢を注いだ、近未来の地球と世界文化がテーマのパークです。宇宙飛行や空中
散歩、実験農場などの最先端テクノロジーを駆使したアトラクションが体験できる「フューチャー・ワールド」。世
界各国の建築物や文化、伝統料理やショーが楽しめる「ワールド・ショーケース」。どちらのエリアも、地球の偉
大さと人間の創造力の素晴らしさが感じられる驚きと発見がいっぱいです。

近未来の地球と世界文化をテーマにした異色のパーク

大きなラグーンを囲むように世界11ヵ国のパ
ビリオンが並ぶ「ワールド・ショーケース」。
各国の建築物から歴史、文化、食事、ショッ
ピングなどが楽しめ、アトラクションや
ショーもあります。カメラ片手にゆっくり世
界一周の旅に出掛けましょう。レストランは
本格的なイタリアンにフレンチ、ノルウェー
料理など種類も様々で、その国の伝統芸能
を満喫しながら、本当に旅に来たかのよう
なひとときが過ごせます。

イタリア館ではべネチアのサン・マルコ広場や
トレビの泉などの名所を再現。本格的な窯焼
きビザが食べられるレストランも人気

マヤのピラミッドの中に夜の街並みが広がる
メキシコ館。陽気なマリアッチの演奏を聴き
ながら食事やショッピングを

エキゾチックなマラケシュの旧市街と新市街
の街並みが広がるモロッコ館では、バザール
やカフェも楽しい。レストランでは、ベリーダ
ンスを見ながらクスクスやシシカバブなどの本
場モロッコ料理を

絵本に出てくるようなロマンティックなメルヘ
ン街道の風景が広がるドイツ館。ビアガーデ
ンでオクトーバー・フェスタのお祭りに参加し
よう

エントランスを入ってすぐに
見える白い大きな球体が、エ
プコットのシンボル「スペース
シップ・アース」。バビリオンの
中には、タイムマシンに乗って
人類のコミュニケーションの
進化をたどるアトラクション
があります。ディズニーが誇る
オーディオアニマトロニクスで
体験する、太古の世界から未
来への旅をお楽しみください。

スペースシップ・
アース

フューチャー・ワールド・イースト

フューチャー・ワールド・イースト

ワールド・ショーケース／ノルウェー館

ワールド・ショーケース	

フューチャー・ワールド・ウエスト

フューチャー・ワールド・ウエスト

フューチャー・ワールド・ウエスト

フューチャー・ワールド・ウエスト

ノルウェーの古 城アケ
シュースをモデルにした
レストランで、白雪姫、シ
ンデレラ、ベル、オーロ
ラ姫、アリエルなど多く
のプリンセスに出会える
華やかなキャラクター・
ダイニング「プリンセス・
ストーリーブック・ダイニ
ング」をお楽しみください。アメリカンスタイルのブレックファスト、
ノルウェースタイルのランチ・ディナー共に大人気のレストランです。

プリンセスとノルウェースタイルのお食事を
ワールド・ショーケース

ラグーンで開催される、地球をテーマにし
たナイト・スペクタクル･ショー。地球儀が
登場すると、雄大なオーケストラの音楽に
あわせて地球の美しい映像が映し出され、
鮮やかなレーザー光線や花火がそれを彩
ります。ワールド・ショーケース全体を光で
包み込む感動的なクライマックスは必見！

サメやエイ、カメなどの魚たちを眺めながら、ま
るで海の中にいるような気分でシーフード料理
が堪能できます。マヒマヒやサーモンのグリル、
ロブスター料理、ステーキやキッズメニューも
豊富。海をイメージしたオレンジチーズケーキ＆
チョコレートのデザート“チョコレートウェーブ”も忘れずに！

貝殻型のライドに乗って海底へと繰り出しましょ
う！ゲストは迷子になったニモを見つけるために、
世界最大級の海水水槽の中を探検します。ディズ
ニー/ピクサーの大ヒット映画『ファインディング・
ニモ』のドリーや、ブルース、クラッシュやマーリ
ンも参加し、ニモを探す冒険旅行が始まります。

“新鮮な食べ物と眺めのいい農場”
がテーマのガーデン・グリルは、
店内のフロアがゆっくり回転する
仕組みで、作物を収穫するまでの
様々な景色を眺めながら食事を
することができます。そして、もう
一つのお楽しみは農夫スタイルの
ミッキーやチップ＆デールがテー
ブルまで遊びに来てくれること！
美味しい食事を好きなだけ食べ
て、皆でワイワイ楽しみましょう。

最新のハイテク技術で管
理された実験農場をボー
トに乗って巡る、地球の環
境問題をテーマにしたアト
ラクション。バイオの力で、
たった１本の木にたくさん
の実をつけたトマト、ミッ
キー型に育ったかぼちゃな
ど、最新の栽培技術を観察
しましょう。ここで作られ
た野菜はガーデン・グリル
で食べることができます。

地球をテーマにした
感動のナイトショー

海の中にいる気分でシーフード料理を
世界最大級の海水水槽の中で
ニモを探そう

チップとデールの収穫祭

ボートに乗って実験農場を楽しく見学

毎年３月～５月頃には、
フラワーをテーマにした
エプコットならではのイ
ベント「エプコット・イ
ンターナショナル・フラ
ワー＆ガーデン・フェス
ティバル」が開催されま
す。パーク内はキャラク
ターをかたどったトピア
リーや一面のお花畑に
囲まれて、とても華 や
か！また、９月～11月頃
に開催されるもう一つの
人気イベント「エプコッ
ト・インターナショナル・
フード＆ワイン・フェス
ティバル」では、30テー
マ以上の世界各国料理
と高級ワインが堪能で
きます。ワイン片手に野
外ライブも（※P20年間
イベント参照）。

エプコットならではのスペシャル・イベント！

宇宙飛行士になっ
てコックピットに
乗り込み、いざ火
星へ！発射時にか
かる激しい重 力、
隕石の襲来や火星
から見える美しい
地球など、リアル
な宇宙飛行体験が

できるダイナミックなアトラクションです。回転が
激しいオレンジチームと、ゆるやかなグリーンチー
ムがあるので、自分の体調などにあわせて選択を。

2012年12月にリニューアルした迫力のカーア
ドベンチャー。ゲストは、まず自分の乗る車両
をタッチパネルでデザインし、データをICカー
ドに登録、その性能をテストすべくライドに乗
り込みます。ブレーキテスト、衝突テストなどの後は野外に飛び出し、急傾斜の
オーバルコースで最高速度105kmに及ぶスピードテストを満喫しましょう。搭乗
後は自分の車のスコアが表示され、ライドの性能を確認することができます。

歩き疲れて喉が乾いたら、イノベ
ンションズ・ウエスト館にある「クラブ・クール」へ。ここには無料のソー
ダ・ディスペンサーがあり、イタリア、ギリシャ、タイ、南アフリカ、ペ
ルー、ブラジルなど、世界中のユニークなソーダ飲料が楽しめます。数
種類をブレンドして色々な味を試してみては？（フレーバーは随時更新）

火星への宇宙旅行をバーチャル体験

最高速度105km！ディズニーパーク
最速のカーアドベンチャー

世界各国の味が楽しめる
無料のソーダ・スポット

プチ世界一周旅行を体験

エプコットはすべてパビリオン形式で、ほとんどのアトラクションが館内にあります。とても
広く見どころ満載なので「フューチャー・ワールド」エリアと「ワールド・ショーケース」エリア、
２つに分けて回るといいでしょう。天気のいい日はラグーンの周りを歩いているだけでも気
持ちがいいので、ワゴンスナック片手にのんびり散策はいかが？

Epcot

フラワー＆ガーデン・フェスティバル

フード＆ワイン・フェスティバル

The Seas with Nemo & Friends™ is inspired 
by Disney・Pixar's "Finding Nemo." ©Disney/Pixar
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ここでしか体験できない！ファストパス・プラス対応 身長制限有（表示の身長以上）
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世界中の人々に愛され続けるマジカルなおとぎの国、「マジックキングダム・パーク」。近年では、ファンタジーラン
ドが史上最大の拡張計画を果たし、約２倍もの広さになってリニューアル・オープンしました。さらに夢が広が
る物語の世界と、マジックキングダム・パークならではの開放感を満喫してください。日本にはないアトラクション
や壮大なショー、たくさんのディズニーキャラクターとの出会いなど、より多くの魔法にかけられましょう！

ここは、世界中のディズニーパークの中で最も壮大なファンタジーランド。ビーストの城
やベルの村がある緑豊かな「エンチャンテッド・フォレスト」と、『ダンボ』から着想を得た
賑やかなサーカスの町「ストーリーブック・サーカス」。2つのエリアに足を踏み入れると、誰もが物語の中の世界に引き込まれることでしょう。

とびきりファンタスティックな魔法にかけられて

バレードルート

メインストリートUSA

ウォルト・ディズニー・
ワールドの中でも最
も人気の高いフェア
リーテール・ダイニン
グ。入口でシンデレラ
と記念撮影をしたら、
白雪姫やジャスミン、
ベルなどディズニープ
リンセスたちとロイヤ
ルなお食事を。

シンデレラ城で毎晩開催される、宝石のように美しい2大ナイト・
エンターテインメントをお見逃しなく！お城を壮大なキャンパスに
して、ディズニーの物語とイマジネーションの伝統をなぞる幻想的
なプロジェクションマッピング・ショー「セレブレート・ザ・マジック」。
そして、お馴染みのディズニー音楽に合わせて打ち上げられるゴー
ジャスな花火ショー「ウィッシュ」	。上空に舞うティンカー・ベルが、
あなたを夢の世界へと誘います。

「美女と野獣」の城の3つ
の豪華ダイニングルーム
でお食事を。広大な550
席の会場には、大きなき
らめくシャンデリアが飾ら
れたエレガントなボール
ルーム、ミステリアスな
ウエスト・ウイング、ロマ
ンスに満ちたキャッスル・
ギャラリーがあり、王族
になった気分でリラック
スしてご着席いただけま
す。ディナーはフレンチ
のコース料理、朝食とラ
ンチはクイック・サービス
でフレンチの軽食を。

『白雪姫』に登場する七人のこびとをテーマにしたこ
のアトラクションは、音楽にのせて左右に揺れる
陽気なトロッコに乗り、“百万のダイヤモンド輝く”
鉱山を目指します。物語はゲストが石の橋を渡り、
こびと達の家が見える美しい森を抜けるところか

らスタート。プレショー・エリア（写真左上）を抜ける
と、いざトロッコに乗り込んで冒険の旅に出発！激し
いアップダウン、急カーブの河岸、刺激的なヘアピン
カーブなど、今まで体験したことのないトレインライ
ドにワクワク！トンネルではドック先生の「ハイホー」
の合図で、皆で歌って盛り上がりましょう。

トゥモローランド

アドベンチャーランド

まっ白な壁とリーガル・ロイヤル
ブルーの屋根、尖塔のゴールド
が眩しいシンデレラ城。クラシッ
ク・デザインに拘った神秘的でマ
ジカルなキャッスルは緑の芝生
と静かなお堀に囲まれ、どの角
度から見ても完璧に見えるよう
設計されています。お城の中に
は「シンデレラ・ロイヤルテーブ
ル」と、女の子がプリンセスに変
身できる「ビビディ・バビディ・ブ
ティック」があります。

豪華な宮廷でロイヤル・グリーティングを

シンデレラ城

青々とした植物が生い茂るエキゾチックなアグラバーの街を
眺めながら、魔法のカーペットに乗って爽快な空中散歩を
楽しみましょう。時々、近くの金色のラクダがカーペットめ
がけて水を吹きかけてくるので気をつけて！

リハーサル室で次のショーの準備をして
いるミッキーを訪ねてみましょう。シア
ター内には舞台衣装やポスター、マジック
に使う小道具などがたくさん。消えたハト
や帽子から出てきたウサギも見つけられ
るかもしれません。さらに、ここでは特別
マジカルな出来事が待っているかも…!?

魔法のカーペットに乗って空中散歩

マジシャンのミッキーに会おう

ファンタジーランドにインスパイアされたフ
ロートは夢いっぱいの装飾をまとい、オリジ
ナル・サウンドトラックにのせて、パークに新
たな魔法の物語を運んできます。パレードに
は約100名ものパフォーマーとディズニーキャ
ラクターが登場し、多くのヒロインにも出会え
るでしょう。マレフィセントが火を吐くドラゴ
ンとなって現れる迫力のフロートにも注目！

魔法の物語を運ぶ、夢いっぱいのパレード

銀河系の悪者たちを拘留
するテレポート・センター
からスティッチが逃走し
て大騒ぎ！真っ暗闇の部
屋で、スティッチは捜査
官となったゲストの足元
を駆け回ったりくすぐった
り、ゲップをしたりとイタ
ズラし放題で皆を笑わせ
ます。音、感触、匂いなど
様々な仕掛けが楽しい！

いたずら好きのスティッチを捕まえて！

「美女と野獣」の憧れのダンスホールで
優雅なお食事を

「ハイホー！」口笛にのって鉱山を駆け抜けよう！

発明家モーリスのコテージでワークショップを楽しみ、
魔法の鏡を通り抜けて魅惑的な物語の入口へ。世界一
素晴らしいと言われるビーストの図書館を見学したら、
ベルと蝋燭のルミエールと一緒に過ごし、あなた自身も
ストーリーの一部に加わりましょう。

ファンタジーランド中心部のキャッスル・コートヤード
に、プリンセスたちの豪華な宮廷「プリンセス・フェア
リーテール・ホール」があります。お城のような入口には
石やステンドクラスの窓があり、大きなギャラリーに続
きます。ゲストの皆様はエレガントな仕上げの部屋に進
み、シンデレラ、ラプンツェル、そしてアナ＆エルサとうっ
とりするようなロイヤル・グリーティングを体験するこ
とになるでしょう。

エリック王子のお城がある海辺
の洞窟の中で貝殻型ライドに乗
り、アリエルの住む海中世界の
旅をお楽しみください。最新の
アニマトロ二クスと特殊効果に
よって、本当に海底にいるような
体験ができます。また、洞窟でア
リエルが待つ、「アリエルズ・グ
ロット」にも立ち寄りましょう。

パーク中で最も“力強い”ガストンの店

ゲストが主役のインタラクティブな物語を体験

ダンボが２基に。フライトの前も思いきり遊ぼう

ベルの村の広場に、ナルシ
ストで力自慢のガストンの
軽食店が登場。店内には狩
りのトロフィーや鹿の角な
ど、彼の自慢のコレクション
が飾られています。素朴な
木造りの内装も魅力の“最
強の男”の店で、ローストし
た豚すね肉をワイルドにか
ぶりついてみては？

世界中で愛され続けているアト
ラクション「空飛ぶダンボ」。こ
こでは回り方の違うものが2基
あり、時計回りのフライトが楽
しめるのは世界のディズニー
パークでここだけ！また、ファス
トパスを持たないゲストも行列
せずに、大きなテントの中のプ
レイエリアで遊びながらフライ
トを待つことができます。

アリエルと仲間たちの住む海中世界の旅へ

プレショー・エリアでは、仕掛けも楽しい
インタラクティブなゲームが体験できる

マジックキングダム・パークはシンデレラ城を中心に６つのテーマランドがあり、建国時代
のアメリカを再現したエリアも。多くのディズニーキャラクターに会えるパークなので、ガ
イドマップとタイムズガイドでグリーティングの場所と時間をチェックして行きましょう。

Magic K ingdom

プリンセスと過ごすロイヤル・タイム

夜空を彩る夢と魔法の２大エンターテインメント
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート最大規模のショップ、レストラン、エンターテインメントが集まる「ディズニー・スプリングス」。
古き良きアメリカのシーサイド・リゾートを再現した「ディズニー・ボードウォーク」。趣の違うふたつのエリアを散策してみましょう。

ビレッジ・レイクに添うように東西に広がるディズ
ニー・スプリングスは、レストラン、ショップ、エンター
テインメントなど全部で150以上のメニューが楽し
めます。広い敷地内は4つのエリアに分かれており、
一度では回りきれないので目的に合わせて足を運ん
でみましょう。個性的なブティックが並ぶ「タウンセ
ンター」、ディズニーならではのお洒落なショッピン
グ体験ができる「マーケットプレース」。ウォーターサ
イドにある「ランディング」では世界中のお料理をど
うぞ。そして、シルク・ドゥ・ソレイユのシアタードーム、
ボーリング、ゲームパークなどのレジャー施設が揃う
「ウエストサイド」は家族みんなで楽しんで！

常夏のフロリダに突如、大雪が降ったのでスキー場を作ったところ、あっとい
う間に太陽が雪を溶かして水があふれ出した！…という設定のディズニー・ブ
リザード・ビーチ。雪解け水によってできた世界最速レベルのスライダーをは

じめ、水上ボブスレーや激流く
だりなど、様々なウォーター・ス
ライダーが目白押しです。リフト
で山頂まで上って滑り降りましょ
う！ほかにも流れるプールや大
きな波のプールもあるので、家
族みんなで楽しめます。白い雪
景色とスリリングなスライダーで
夏を涼しく過ごしましょう。

南太平洋の小島を大型の台風が襲い、船が火山の頂上に打ち上げられた！…
という設定のディズニー・タイフーン・ラグーン。難破船から水しぶきが上がる
と、90秒ごとに１ｍ超の波が打ち寄せる世界最大級のサーフ・プールで思いき

り遊びましょう。また、サンゴ礁
の海をシュノーケリングしなが
らサメや熱帯魚と泳いだり、広い
砂浜に寝転がったり、まるで本
当の海にいるようなロケーショ
ンが待っています。他にも流れる
プールやキッズ用の水上アスレ
チックなど、ファミリー人気のア
トラクションもたくさん。ゆった
りのんびり過ごしましょう。

1940年代の優雅なシーサイド・リゾートを再現。板張りの
湖畔には、陽気なショップやとびきりの地中海料理、地ビー
ルレストランなどが揃い、ストリート・パフォーマンスもあ
ちこちで見られてリゾート気分満点！夕暮れ時からの照明
は特に美しく、ロマンチックなムードを醸し出すのでカッ
プルでの散歩もおすすめです。ディズニー・ボードウォーク・
インのホテル内ショップやレストランも利用できるので、
高級ラウンジで優雅なひとときを過ごしてみるのも素敵。

ノスタルジックな客船で、ロブ
スターやクラブなどのシーフー
ド料理とステーキが食べられる高級レストラン。
ワインセラーには2千本以上のボトルがあり、数
十種類はグラスでオーダーも可能。

巨大な専用テント型シアターで、世
界中のオーディエンスを魅了しつづ
けるシルク・ドゥ・ソレイユを堪能。

「ラ・ヌーバ」はウォルト・ディズニー・
ワールドだけのプログラム。

落ち着いた雰囲気のホテルラウンジ
で優雅にカクテルとスナックはいか
が？ディズニー・ボードウォーク・イ
ン・ロビー内。

店内に100を超えるモニターが設置
され、世界中のスポーツを一挙に見
ることが出来るスポーツ・レストラン。
ショッピングや食事、スポーツゲー
ムをお楽しみください。

人気のディズニーキャラクターの絵
がハンドペイントされたファンシーな
気球に乗って、400フィート上空から
ディズニー・スプリングスやエプコッ
トの絶景を眺めることができる。

2人のピアニストによる陽気なライ
ブステージが楽しめるナイトクラブ。
ゲストも一緒に盛り上げてください！
※20歳以下は入場不可

世界最大のディズニー・ショップ。ア
パレル、雑貨、お菓子などありとあら
ゆるディズニーグッズが揃う。女の子
がプリンセスに変身できるビビディ・
バビディ・ブティックも併設。

R&B、ジャズ、カントリーなどのラ
イブを聞きながらアメリカの南部料
理が楽しめる、レストラン＆ライブ・
ミュージッククラブ。平日は無料の
野外ステージも。

店内にビール工場があり、ピルス
ナーからスタウトまで作りたての地
ビールが楽しめる。料理はビールに
あう軽食からグリル料理まで種類も
豊富。湖畔の野外パティオで飲む地
ビールは最高！

恐竜をテーマにしたユニークなダ
イニング。4.5メートルもの高さの
T- REXをはじめ、アニマトロニクス
でリアルに動く実物大の恐竜が出迎
えてくれる。

人気のカップケーキからチーズケーキ、タ
ルト、クッキーに、焼きたてのパンやペス
トリー、サンドウィッチが並ぶベーカリー・
ショップ。ブレックファストメニューもある。

2015年春に完成したウォーターフロ
ントのレストラン＆バー。湖に浮か
ぶドックサイド・バーやテラス席も
あり、最高の景色の中で新鮮なシー
フードや高級ステーキ、カクテルな
どが楽しめる。

新鮮な魚介をベースにハイグレード
な創作料理が堪能できる高級シー
フードレストラン。クラゲのような照
明の海の中にいるようなインテリア
がおしゃれ。

活気あるアイリッシュ・パブで、本格
的なアイルランド料理&ビールと陽
気なダンスを。夜はアイリッシュ・ダ
ンサーが伝統的なジグやリールダン
スを繰り広げます。

❶サミット・プラメット
ジャンプ台に上り、高さ36m、傾斜60度の急こう
配を時速約100kmで滑り落ちる、世界最速レベル
のウォーター・スライダー
❷トボガン・レーサー
専用のマットに腹ばいになって頭から滑り落ちる水
上ボブスレー。8レーンに並んだ人が一斉にスター
ト！
❸チームボート・スプリングス
3〜5人のゴムボートに乗って、世界最長級366m
の激流下り。家族みんなでチャレンジして

❹スノー・ストーマーズ
3本のくねくね曲がりくねったコースを滑り降りるス
ラロームのような楽しいスライダー
❺スラッシュ・ガッシャー
26ｍの高さから時速56kmで急降下する、こちらも
人気の絶叫系スライダー。まずはサミット・プラメッ
トの前にチャレンジ！
❻ダウンヒル・ダブルディッパー
チューブに乗り2人並んでタイムを競うレーシング・
スライダー。こちらのスピードも時速40km以上！

❼ランオフ・ラビッド
チューブに乗って激流にもまれながら、らせん状の
急流くだり。3コース制覇しよう
❽チェア・リフト
山頂まで上るリフトに乗ると、まるでスキー場にい
る気分！雪山から滑り落ちるスライダーに乗るとき
に利用すると便利
※乳幼児や子どもをひざに乗せることはできません
❾クロスカントリー・クリーク
パークの周りをゆったりと流れるプール。フロートに
乗って氷の洞窟や雪解けの滝を楽しもう

※お子様は大人の同伴が必要です
❿メルト・アウェイ・ベイ
白い砂浜のある4000㎡の広さを誇る波のプール
⓫スキーパトロール・トレーニング・キャンプ
キッズ用の水上アスレチック。縄バシゴや、水に浮
かぶ氷山の上のお散歩、チューブ型スライダーなど、
子どもはみんな大好き！
⓬タイクス・ピーク
小さな子どもたち専用のプール。短いウォーター・
スライダーなどがあります

❶タイフーン・ラグーン・サーフ・プール
１mを超える波が90秒ごとに押し寄せる世界最大
級のサーフ・プール。パークのオープン前に、プロ
のインストラクターによるサーフ・レッスンも開催さ
れています。（要予約／有料）
❷クラッシュン・ガッシャー
チューブに乗って急降下、急カーブ、落ちたと思った
ら水圧で押し上げられてまた上るという、新しいタ
イプのコースター型スライダー。3コース制覇を目指
そう

❸シャーク・リーフ
シュノーケルをつけて、サメや熱帯魚の泳ぐプール
で遊ぼう。まるで本物のサンゴ礁の海にいるよう！
※サメは人を襲わない種類なので安心です。10歳
未満は大人の同伴が必要
❹キャスタウェイ・クリーク
サーフ・プールをぐるりと囲む流れるプール。浮き輪
に乗って、のんびり640m一周の旅を楽しんで。
※お子様は大人の同伴が必要です

❺ヒュマンガ・カワバンガ
15mの高さから時速50kmで滑り落ちる、タイフー
ン・ラグーンの中で最もスリリングなウォーター・ス
ライダー
❻ストームスライド
曲がりくねった岩の間や洞窟、滝を抜けて滑り降り
るスライダー。3つのコースがあります。※お子様は
大人の同伴が必要です
❼キールホール・フォールズ
ヤシの木が並ぶトロピカルな雰囲気の中、らせん
状の激流をチューブで滑り降ります

❽メイデー・フォールズ
大きなチューブに乗って急流くだり。パークの中で
最も長いスライダーです
❾ギャングプランク・フォールズ
4人乗りのゴムボートに乗って激流くだり。家族み
んなで楽しもう
❿ケチャキディー・クリーク
小さな子どもたち専用のウォーター・プレイグラウ
ンド。噴水や小さなプールなどで楽しく水遊び
⓫ベイ・スライド
キッズが楽しめる、穏やかなボディ・スライダー

ウォルト・ディズニー・ワールドに、“雪山”と“海”があるのをご存じですか？そこは、暑いフロリダを涼しく過ごす魔法がいっぱいのウォーター・パーク。雪
解けによってできた世界最速レベルのウォーター・スライダーや世界最長級の激流くだり、台風によって90秒ごとに大波が押し寄せる海（サーフ・プール）、サ
メと泳げるラグーン、落ちたり上ったりするスライダーなど、今まで体験したことのない壮大なアドベンチャーが待ち受けています。こんなところは見たことない!

122cm

81cm

152cm

122cm

152cm

100cm

122cm

81cm

152cm

122cm

152cm

100cm

Disney SpringsDisney’s Blizzard Beach

Disney’s Typhoon Lagoon

Disney’s BordWalk

ショッピング&グルメ、ライブショーにアクティビティ！ 
2大タウンで夜まで盛り上がろう

ここは雪山？　それとも海？
2 大ウォーター・パークを遊び尽くそう！

新しくなったダウンタウン・ディズニーにワクワク！フロリダに突如現れた雪山を滑りまくろう！

大波が打ち寄せる海と、白浜のビーチでのんびりバカンス

湖畔を散歩しながら、優雅なリゾート気分を満喫

ランディング ランディング ランディング

ウエストサイドウエストサイド ウエストサイド マーケットプレースマーケットプレース

身長制限有（表示の身長以上）
身長制限有（表示の身長以下）
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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

②

①

④

③

①

②

④

④③

①

②

③

③
①

④ ⑤

②
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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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4大パークへのアクセスと所要時間

4大パークへのアクセスと所要時間

4大パークへのアクセスと所要時間

Point  1

Point  4

Point 2

Point  5

Point  3

Point  6

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

シェフ・ミッキー（テーブルサービス1回分）や 
シンデレラ・ロイヤルテーブル（テーブルサービ
ス２回分が必要）など人気のキャラクター・ダイ
ニングの利用もOK！

食事のたびに個別にオーダーするより断然お
得！１日につきテーブルサービス×1回、クイック
サービス×１回、スナック×１回にリフィルマグ
が付いたレギュラータイプのほか、ライトタイプ、
デラックスタイプの３つのプランから選べます。

テーブルサービス２回分を使えば、シグネチャー
ダイニングでの食事やディナーショー、ルーム
サービスなどにも利用できます。

テーブルに着席するレストラン、クイックサービ
スやフードコートでの食事、軽いスナックやス
イーツなど、食べたいときにお好きなタイプの食
事を選べます。

1日に使う回数や順番は自由。明日の分まで使っ
てしまってもOK！しかも、同室泊の家族やグル
―プ全員分の回数を、全員で自由に分け合って
使うことができます。

利用できるレストランは、リゾート全体で100店
以上！ディズニー・スプリングス内や、ディズニー
直営ホテル内のレストランでも使えます。

 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

ディズニー直営ホテルに宿泊すると、
現地での滞在をより快適にしてくれる特典がいっぱいです！

ディズニー直営ホテルのご予約および「マジック・ユア・ウェイ・チケット」のご購入と同時にお求めください。
料金、ご利用条件詳細は販売店にてご確認ください。（お取り扱いのできない旅行代理店もございます。）

お申込みは、旅行代理店、旅行販売店へ

ディズニーチャンネルやTV Japan
（日本語放送）を無料でお楽しみいた
だけます。

ディズニー直営ホテル宿泊予約と一緒
に泊数連動のパークチケットを旅行会
社経由でご購入のお客様に「ミッキー
のマジカルめがね」を現地にてプレゼ
ント（1名様につき1個）。
※ このメガネをかけてマジックキングダム・パー

クの花火やエプコットのイルミネーションズ：
リフレクションズ・オブ・アースをご覧いただ
くと、花火の光がミッキーの形に見えます。

英語に困ったときは、フロントデスク
やゲストリレーション、電話オペレー
ターから日本語の通訳サービスをご
提供。

リゾート内で買った荷物をお泊りのホ
テルまで無料で配達。アクティビティ
を楽しんでいる間、荷物を持ち歩く心
配はありません！
※ ホテル出発前日のご利用はお避け下さい。

朝のお目覚めはディズニーキャラク
ターのモーニングコールで！
※ 録音サービスになります。

滞在中、リゾート内100以上のロケー
ションで利用できるとってもお得なダ
イニングパッケージが購入可能。キャ
ラクター・ダイニングにも使えます。
※ 詳細は同ページ内を参照。ご利用には追加料

金が必要です。

毎日4大パークのひとつに、通常開園
時間よりも1時間早く入園、または通
常閉園後、最大2時間滞在することが
できます！
※ 利用できるパークは曜日ごとに違います。最新

スケジュールは公式サイトでご確認ください。
※ 利用には、当日有効なパークチケットが組み込

まれたマジックバンド、あるいはルームキーが
必要です。

宿泊の直営ホテルから各テーマパーク
への移動や、パークからパーク、ディ
ズニー・スプリングスなど、広いリゾー
ト内の移動に便利な交通システム(バ
ス、モノレール、フェリー・ボート)が
すべて無料で利用できます。
※ 交通マップはP3を参照

「ディズニー・ダイニング・プラン」
が利用可能

買った荷物を無料で
ホテルまで配達

エキストラ・マジックアワー

ディズニーキャラクターの
モーニングコール

リゾート内の
交通システムが無料

ディズニーチャンネル
無料視聴

安心の
日本語通訳サービス

ミッキーの
マジカルめがね

キャラクター・
ダイニングでも使えます

 食事代が断然お得！
３タイプから選べます

ワンランク上の
レストランや

ルームサービスも

お好きなときに、
食べたいメニューで

家族や友達どうしで
分け合えます

100店以上の
レストランで使えます

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

キャラクター・
ダイニングでも使えます

 食事代が断然お得！
３タイプから選べます

ワンランク上の
レストランや

ルームサービスも

お好きなときに、
食べたいメニューで

家族や友達どうしで
分け合えます

100店以上の
レストランで使えます

「ディズニー・ダイニング・プラン」は、リゾート内の食事やスナックをお得に利用できる、ディズニー直営ホテルご宿泊の方限定のダイニングパッケージ（※要・追
加料金）。テーブルサービス＆クイックサービスの食事とスナックがセットになっており、個別に注文するより断然お得に滞在中の食事を楽しむことができます。 
※ディズニー直営ホテル宿泊予約と一緒にパークチケットをご購入いただくことが条件になります。ご利用条件詳細は公式サイト、または旅行代理店でご確認ください。
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