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フロリダ
ウォルト・ディズニ ー・ワールド・リゾートウォルト・ディズニ ー・ワールド・リゾート
どんなバケーションも思いのまま。世界最大級のリゾート王国

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

マジックキングダム・パーク

ディズニー・アニマルキングダム

エプコット
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で しよう

「トイ・ストーリーランド」
お も ち ゃ サ イ ズ 冒 険

フロリダ



ディズニー直営ホテル

ディズニー・ボードウォーク

ディズニー・アート・オブ・
アニメーション・リゾート

ディズニー・アニマルキングダム

ディズニー・ハリウッド・スタジオ
エプコット

マジックキングダム・パーク

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・スプリングス

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、東京・山手線
内側面積の約1.6倍というビッグスケール！個性的な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、25以上の直営ホテル、ゴルフ場、
キャンプ場、総合スポーツ施設などが揃う、世界最大級の

リゾート王国です。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。テーマパークを
楽しむだけではもったいない、一週間でも遊びつくせない
壮大な夢と魔法の世界で、想像を超えたアドベンチャーに
出掛けましょう！

 驚きのスケールに、

想像を超えたアドベンチャーが待っています！

水着でスキーリゾートにいる気分が味わえ
る、雪山をテーマにしたウォーターパーク。
ジャンプ台から滑り降りる世界最速レベル
のスライダーやスリリングな激流下りなど
が人気です。

1940年代の優雅なシーサイドリゾー
トを再現したロマンチックなエリア。
板張りの遊歩道に、レストランやショッ
プ、ナイトクラブなどが並びます。

リゾート最大規模のレストラン、ショッ
プ、エンターテインメント、レジャー施
設が集まるエリア。ウォーターフロント
での食事や世界的ブランドの限定グッ
ズ、世界最大のディズニーグッズが揃
うショップなど楽しみは尽きません！

成田、羽田からフロリダ州オーランド空港までは、アメリカ国内都市（デトロイト、
ミネアポリス、ヒューストン、ニューヨーク、シカゴなど）を経由して約17時間。
空港からウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートまではシャトルバスで約40分様々な動物が棲むパー

クで、自然と生き物をテー
マにした冒険や、壮観
なショーが楽しめます。
昨年オープンした、映画
『アバター』の世界を体験
できるテーマランドも大
人気！

映画の撮影シーンや舞
台裏を覗いたり、本格的
なミュージカルやショー
がたくさん。ハリウッド全
盛期の雰囲気が味わえ
るダイニングも魅力です。
今春、待望のトイ・ストー
リーランドもオープン！

ワクワクするような未来的ライドが楽し
めるエリアと、ラグーンを囲む各国パ
ビリオンで世界文化や料理が楽しめる
エリア、2つのテーマで未知の体験を！

ディズニー映画の物語やファンタジーをテーマ
にしたパーク。最も多くのアトラクション＆エン
ターテインメント、キャラクターとの出会いが
待っています。
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リゾートの中には、ディズニー直営ホテルが25以上も！そのすべてが、ディ
ズニーならではのユニークなコンセプトやテーマを持ち、フロリダにいな
がら別世界にトリップしたような体験ができます。宿泊ゲスト限定のお得
な特典も満載です。（詳しくは次ページをチェック！）

大型台風に襲われた南
の小島をテーマにした
ウォーターパーク。世
界最大級の波のプール
や、ロングコースの最
新ラフト型ライドなどが
楽しめます。
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2 ※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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壮大なウォルト・ディズニー・ワールドを、より楽しく、お得に快適に過ごすために知っておきたいポイントをご紹介！まずはここをチェック！

ディズニー直営ホテルに宿泊のゲストは、空港
とホテル間の移動は無料送迎バス「ディズニー・
マジカル・エクスプレス」を利用できます。行き
も帰りも、面倒な交通機関の手配や時間、料
金支払いの手間に惑わされることはありません！
安心してマジカルな時間をお楽しみください。

広いリゾートの中の移動はどうする？…ご心配なく。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）があり、直営ホテル宿泊のゲストな
らすべて無料で利用できます！ また、より素早く快適に移動したいという方に

は、Lyf tアプリを使ってリゾート
内のどこからでも乗車リクエスト
ができる（*2）便利な送迎サービス
「ミニー・バン」（※有料）も。ディ
ズニーキャストが、ミニードレス
柄の可愛いラッピングカーで送迎
してくれます♪最大6名まで乗車
可能で、チャイルドシートも完備。
その他、レンタカーサービスもあり
ます（※有料）。

ウォルト・ディズニー・ワールドでは、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。さらに、直営ホテル宿泊ゲスト限定のサービスが、現地での滞在をより快適にしてく
れます。ここに来たら、やっぱり直営ホテルに泊まらないともったいない！

リゾート内の新たな交通システムとして、現在、ディズニー・
スカイライナーが建設中。ディズニーキャラクターがデザイ
ンされたゴンドラに乗って、ディズニー・ハリウッド・スタ
ジオとエプコット、そしていくつかのリゾートを経由しながら
美しいパノラマ・ビューが楽しめます。ご期待ください！

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・チ
ケット」は、使用日数分をまとめて購入するのが断然お得。例えば 7日分のチ
ケットを購入した場合、1日当たりの料金はなんと約4割～ 5割引（*1）になる
ことも！ また、1日のうちに4パークのどこへでも入場できる「パークホッパー」、

ウォーターパークやゴルフコースなど複数の施設に入場で
きる「パークホッパー・プラス」など便利なオプションも
あるので、プランに合わせて組み合わせて購入しましょう。

＊事前予約が必要です

（*1）  1日券の価格はバリュー～ピーク時、またパークによっても異
なるため、割引率には幅があります

（*2）スマートフォンなどのモバイルデバイスに L y f tアプリのインストールが必要です

空港からリゾートまでは
「ディズニー・マジカル・エクスプレス」で楽々移動！

リゾート内は豊富な交通機関を使い分けよう

ディズニー直営ホテルに宿泊してお得もゲット！

ディズニー・スカイライナー

自然に囲まれたリゾートでは、公式戦も行われるゴルフコー
スから気軽なミニゴルフ、マリーナでジェットスキーやパラ
セーリング、フィッシング、サイクリングなどアクティビティー
が充実。あらゆるスポーツのプロレッスンもあるので、気持
ちいい気候の中で新しいことにチャレンジしてみては？フィッ
トネス・センターも直営ホテル内10ヵ所にあります。

滞在するほどお得なチケット。
より楽しむにはオプション付きが便利！

ゴルフ場やレクリエーションで
アクティブに過ごそう

キャンプ場には楽しみがいっぱい！

リゾート内にあるキャンプサイト「ディズニー・フォート・ウィ
ルダネス・リゾート」には、シカやウサギなどの野生動物
が数多く生息し、釣り、乗馬、アーチェリー、カヌー、ハ
イキングなどが楽しめるほか、夜はチップとデールのキャン
プファイヤーも。家族で最高の思い出作りができるでしょう。
ミッキーと仲間たちが登場するディナーショー「ミッキーの
バックヤード・バーベキュー」も季節限定で開催しています。

6

リゾートを 楽しむための           ！

食事代が断然お得に！
ディズニー・ダイニング・プラン

滞在中、リゾート内200以上のロケーションで利用できる
お得なダイニングパッケージをオプションで購入することが
できます。キャラクターダイニングにも使えます。
＊ホテル予約時に同時購入が必要です

エクストラ・マジックアワー
毎日4つのテーマパークの1つに、通常開園より1時間早く
入園、または通常閉園より最大2時間長くパークに滞在で
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英
語のオフィシャルサイトで確認を。
＊  ご利用には、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

安心の日本語通訳サービス
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。

移動も簡単！
無料の交通アクセス

テーマパーク、ウォーターパーク、ディズ
ニー・スプリングスなど、ウォルト・ディ
ズニー・ワールド・リゾート内の交通（バ
ス、モノレール、フェリー・ボート）は、
すべて無料で乗り放題！

無料のエアポートサービス
オーランド国際空港とディズニー直営ホテルを結ぶ無料送
迎バス「ディズニー・マジカル・エクスプレス」をご利用い
ただけます。行きも帰りも楽々、快適に！
＊事前予約が必要です

買った荷物を無料でホテルまで配達
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

ディズニーキャラクターからの
モーニングコール

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！  
＊録音サービスです。ご自身で英語での設定が必要となります

ディズニーチャンネル無料視聴
ディズニーチャンネルを無料でお楽しみいただけます。

無料のWi- F i

客室、一部のレストラン、大半の公共スペースで、無料の
高速インターネットをご利用いただけます。
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ディズニー直営ホテルだけのスペシャル・サービス

もっと

ヒ ン ト
Tips!

opening late 2019

3As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



数えきれない程のディズニーキャラクターとの出会いを楽しも
う！ 通常のグリーティングからアトラクション形式のもの、サ
プライズ的な出会いなどシチュエーションも様々。会える場所
と時間はタイムズガイドなどで確認を!

Character Experiences

Coming
in 

2019! 

汽車に乗ってラフィキズ・プラネット・
ウォッチに行くと、聡明なヒヒの呪術師に
会うことができます。大切な知恵を借りて
みる？ 〔ディズニー・アニマルキングダム〕

「ピートのシリー・サイドショー」のテントでは、スタントマ
ンの“グレート・グーフィニ”ほか、サーカス団のスターたち
に会えます。 〔マジックキングダム・パーク〕

「セレブリティ・スポットライト」では、
ビーチで夏を楽しむオラフが待ってい
ます。ギュッとハグしてもらってね♥  

〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

「プリンセス・フェアリーテール・ホール」で、エレナ
ほか3人のプリンセスとロイヤルなグリーティング
を。 〔マジックキングダム・パーク〕

トイ・ストーリーランドではグリーンアーミーメ
ンが一日数回アンディの裏庭をパトロール！一
緒にゲームをしたり楽しく触れ合おう。 〔ディズ
ニー・ハリウッド・スタジオ〕

『インサイド・ヘッド』の司令部ヘッドクォー
ターで、カメラに向かって笑顔を浮かべる
ヨロコビと眉をひそめるカナシミ、2つの
感情を一緒に体験！ 〔エプコット〕

マシュマロのように柔らかいケアロ
ボット、ベイマックスに抱きしめてもら
えば誰もがハッピーに♪ 〔エプコット〕

2019年初旬にスタート
する新ショー「ライトニ
ング・マックィーン・レー
シング・アカデミー」で
エキサイトした後は、
トレーナーのクルーズ・
ラミレスと写真を撮る
機会があります。 〔ディ
ズニー・ハリウッド・スタ
ジオ〕

ガストンの酒場「ガストンズ・タバーン」
の噴水前で彼に会ったら、自慢の“力
こぶ”を見せてもらおう！ 〔マジックキ
ングダム・パーク〕

「エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベ
ル」のアトラクションでは、ベルとお
しゃべりしたり、物語に参加できるチャ
ンスも。 〔マジックキングダム・パーク〕

ノルウエー館の中庭では、夏の休暇中
に別荘（ロイヤル・ソマーフス）で過ご
すアナとエルサが待っています。 〔エ
プコット〕

キャラクターグリーティング

探検本部「アドベンチャー・アウトポ
スト」に立ち寄って、サファリルック
のミッキー＆ミニーと記念写真を撮ろ
う。 〔ディズニー・アニマルキングダム〕

Gaston

Belle

Mickey & Minnie

Rafiki

Disney Friends

Green Army Men
Cruz Ramirez

Anna & Elsa Baymax
Joy & Sadness

Elena

Olaf
©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、キャラクター
ダイニングも充実のラインナップ！ なんと11の場所でバ
ラエティーに富んだ体験ができます。どこも混みあうので
出発前の予約がおすすめ。180日前から受付可能なの
で、早めに計画を立てましょう。

Character Dining

キャラクターダイニング

ウォルト・ディズニー・ワールドの中で最も人
気が高いシンデレラ城内にあるレストラン。
入口でシンデレラと記念撮影をしたら、ディ
ズニープリンセスたちとロイヤルなお食事を。
朝はプレートメニュー、昼、夜はコース料理。

〔マジックキングダム・パーク〕

ハランベ・マーケットにある色鮮やかなレスト
ランでは、アフリカンテイストのビュッフェを
食べながら、探検家スタイルのドナルドやミッ
キーたちと触れ合えます。 〔ディズニー・アニ
マルキングダム〕

店内のフロアがゆっくり回転して農場の景観
が楽しめるユニークなレストランで、ホーム
スタイルの新鮮なアメリカ料理（大皿料理）
をどうぞ。いたずら好きのチップ＆デールや、
農夫スタイルのミッキーがテーブルまで遊び
に来てくれます。 〔エプコット〕

南国ハワイの雰囲気で、フラワーレイのリロ
＆スティッチやアロハシャツのミッキーと一
緒にポリネシア風の大皿料理を。音楽に合わ
せてキャラクターと店内を練り歩く時間も。 

〔ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート〕

エレガントで温かい雰囲気のイタリアンレス
トランに、『塔の上のラプンツェル』『リトル・
マーメイド』の冒険好きロイヤルカップルが
やってきます！食事は、アメリカ＆イタリア料
理のプレートメニュー。 〔ディズニー・ボード
ウォーク〕

爽やかなニューイングランド風レストランで、
最高のビーチスタイルでキメたミニーと仲間
たちとビュッフェを。2018年春からデイジー
も仲間に加わり、ドナルドもお洒落なコス
チュームに衣替えしました! 〔ディズニー・ビー
チクラブ・リゾート〕

シンデレラ・ロイヤルテーブル

タスカーハウス・レストラン

ガーデン・グリル
オハナ

トラットリア・アル・フォルノ

ケープメイ・カフェ

朝食 昼食 夕食

フェアリーテール・ダイニング

チップとデールの収穫祭

ボン・ヴォヤージュ・アドベンチャー・ブレックファスト

ミニーのビーチバッシュ・ブレックファスト

南国のヤシの木やトピアリーに囲まれたグ
リーンハウス風のレストランで、ビュッフェを
食べながら100エーカーの森に住むプーさん
と仲間たちに思いきりハグしてもらおう。 〔マ
ジックキングダム・パーク〕

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、多くのプリンセスと会える
華やかなダイニングをお楽しみください。朝
は大皿料理、昼、夜はノルウェースタイルの
ビュッフェ＆プレートメニュー。 〔エプコット〕

モノレールがすぐ上を走る近代的な雰囲気の
レストランで、シェフ・ミッキーとコック帽＆
エプロン姿の仲間たちがつくるビュッフェをど
うぞ。陽気なダンスタイムもお見逃しなく！ 

〔ディズニー・コンテンポラリー・リゾート〕

クリスタル・パレス 

アケシュース・ロイヤル・バンケットホール

シェフ・ミッキー

プリンセス・ストーリーブック・ダイニング

シェフ・ミッキーのファン・タイム・ビュッフェ

ディズニージュニアのプレイ＆ダイン

スーパーカリフラジリスティック・ブレックファスト

ミニーのシーズナルダイン

シンデレラのハッピリー・エバー・アフター・ディナー

朝は、ディズニージュニアの人気者たちと
ミュージカル形式の楽しいビュッフェを。
昼と夜は、ミニーと仲間たちの季節を祝う
ビュッフェ・パーティーに参加しましょう。シー
ズンごとに変わるコスチュームも楽しみ！ 

〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

朝は、メリー・ポピンズやアリス、プーさんほ
か様々な仲間たちに会える賑やかなビュッ
フェを。夕食では、シンデレラと王子が招待
する舞踏会で世界中の王国ビュッフェが楽し
めます。意地悪な義姉や義母も出席！〔ディズ
ニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ〕

ハリウッド＆バイン

1900 パークフェア

5As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



フロンティアランド

リバティースクエア トゥモローランド

ファンタジーランド

ディズニーランド鉄道
メインストリート駅

パレードルート

メインストリートUSA

アドベンチャーランド
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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」。近年の大規
模なファンタジーランド拡張によ
り、さらに夢が広がる物語の世界
を楽しめるようになりました。ま
た、ディズニーキャラクターと一緒
に踊れる参加型パレード、ショー
とグリーティングが一体となった
アトラクションなど、ここならでは
の新しい体験がたくさん待ってい
ます！

トゥモローランドの頭上を走るの
は、リニアモーターカー「トゥモ
ローランド・トランジット・オーソ
リティ・ピープルムーバー」。上か
ら見る景色とスピード感が心地
良く、時々アトラクション内部を
通過する10分間のツアーが楽
しめます。　MAP 17

世界中のディズニーパークで最も広い敷地面積
を誇るファンタジーランドでは、多くのクラシック
ディズニーの世界を体験することができます。中
でも、緑あふれる一大エリア「エンチャンテッド・
フォレスト」には、2つの城、アリエルの洞窟、ベ

ルの村やコテージがあり、森に棲む鳥の声や滔々
と流れる滝など、目の前に広がる物語の情景に
引き込まれることでしょう。また、ディズニー・イ
マジニアによって精微に創り込まれた野獣の館
は、映画のシーンそのままの豪華な部屋で食事
ができる夢のようなダイニングスポット。ディナー
では王族になった気分でドレスを身にまとい、華
麗な前菜からとろけるようなデザートまで、フォー
マルなコース料理をご堪能ください。

マジックキングダム・パーク
ディズニー史上最大のファンタジーを体験

 【ビー・アワ・ゲスト・レストラン】  
 MAP 9

アリエルズ・グロット：
エリック王子の城近くの洞窟

緑豊かな風景に広がる
「エンチャンテッド・フォレスト」

6 ※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。



 これだけは押さえておこう！

巨大なギフトラッピングのフロート
がシンデレラ城前に停まると、楽し
いダンスパーティーの始まり。ディ
ズニーキャラクターたちと一緒に歌
って踊って、気分は最高潮！  【ムー
ブ・イット！シェイク・イット！ダンス
＆プレイ・イット！ストリート・パー
ティー】  MAP 3   
※ダンスパーティー開催位置

『白雪姫』のこびとたちをテーマにした陽気で楽しいローラーコースター。
トロッコに乗り込み、「ハイ・ホー♪」の口笛にのって百万のダイヤモンド輝
く鉱山を駆け抜けます。 【7人のこびとのマイントレイン】  MAP 13

リハーサル室でショーの準備をしているマジシャンのミッキーに会いに行こ
う。シアター内には舞台衣装やポスター、小道具もたくさん！運が良ければ
マジックを見せてもらえるかも…？ 【タウンスクエア・シアター】  MAP 5

モーリスのコテージから魔法の鏡を通り抜け、素晴らしい野獣の図書館でベルとルミエ
ールに会おう。映画の登場人物に扮してお芝居に参加できるチャンスも！ 【エンチャン
テッド・テール・ウィズ・ベル】  MAP 8

貝殻型ライドに乗り、アリエル
と仲間たちが住む海中世界
へ。旅から戻ったら、アリエル
の洞窟にも立ち寄って素敵な
宝物を見せてもらってね。 

無鉄砲なスタントマン、グレート・グ
ーフィニ（グーフィー）の手作り飛行
機に乗り込み、ストーリーブック・サ
ーカス上空へ。急降下、カーブ、壊
れた看板を通り抜けるアクロバティ
ックな体験が待ち受けます!  【バ
ーンストーマー】  MAP 15

一日の締めくくりに欠かせない2つの
キャッスルショーをお見逃しなく。過去
最大数の作品で魅せるディズニーキャ
ラクターたちの勇気ある冒険物語「ハ
ッピリー・エバー・アフター」、ミセス・
ポットが息子のチップに聞かせる心温
まるベッドタイムストーリー「ワンス・ア
ポン・ア・タイム」。どちらも豪華花火と
最新のプロジェクションマッピングが
一体となった心に迫る作品です。 【ワ
ンス・アポン・ア・タイム&ハッピリー・
エバー・アフター】  MAP 2

must-S
ee

イッツ・ダンスタイム！

「ハイ・ホー♪」が楽しいコースター

マジカルがいっぱい！

野獣やポット夫人になれるかも？

 【アリエルズ・グロット】 MAP 12 【アンダー・ザ・シー：ジャーニー・オブ・
リトル・マーメイド】  MAP 11

アリエルの友達になろう

グレート・グーフィニの
空中スタントに参加！

シンデレラ城を彩る2つのナイトショー

おすすめのレストラン

ジャングルクルーズをテーマにした、エ
キゾチックなジャングル料理（アジア、
南米、アフリカの風味豊かな料理）の
レストラン。スキッパーたちがもてなして
くれます。 MAP 6

映画『わんわん物語』に登場したトニ
ーのイタリアン・レストランを再現。レデ
ィとトランプが一緒に食べたお馴染み
のミートボール・スパゲティはいかが？
 MAP 4

ガストンの酒場で、名物のル・フウズ・
ブルー（ビール風のノンアルコールドリ
ンク）を飲みながら“最強の男”気分
を味わおう。店内には彼の椅子や自慢
のコレクションがいっぱい！  MAP 10

アドベンチャーランドのアグラバー・バ
ザールにあるトロピカルデザート店。
大人気のパイナップルソフト＆フロー
ト、ジュース、カットパインなど冷たい
デザートがあります。 MAP 7

トニーズ・タウンスクエア・レストラン ガストンズ・タバーン アロハ・アイルスキッパー・キャンティーン

空飛ぶダンボ

ミッキーのロイヤル・フレンドシップ・フェア MAP 2

スペース・マウンテン MAP 16

空飛ぶダンボ MAP 14

ディズニー・フェスティバル・オブ・ファンタジー・パレード MAP 1

 こちらもお見逃しなく！

バレードルート

7As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



ダイノランドUSA

ラフィキズ・プラネット・ウォッチ

パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター

アフリカ

オアシス

アジア

ディスカバリー・アイランド
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世界のディズニーパークの中で最
も広く、サバンナの草原やアジア
の密林が広がる敷地内には、約
300種2000頭もの動物が暮らし
ています。様々な動物を観察した
り、恐竜時代へタイムスリップし
たり、現在と過去、そして空想の
生き物たちと見たこともないよう
な冒険に出掛けましょう。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！ 動
物への配慮から日没後はエリア
限定でナイトエンターテインメン
トやアトラクションが楽しめます。

（下記コラムもチェック！）

昨年春、「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・
アバター」のオープンを皮切りに、ディズ
ニー・アニマルキングダムはこれまでの“日
中のパーク”から、“夜まで楽しめるパーク”
へと変革を遂げました。日没後、パンドラ
の世界は驚くような生物発光による輝きを

放ち、パークの一部エリアでは神秘的にラ
イトアップされたアトラクションや、動物を
称えるナイトショー、アフリカのリズムを刻
むストリートパーティーなどが楽しめます。
昼間とまったく違う景色、体験ができる夜
のパークも見逃せません！

パーク内には、汽車でしか行けな
い唯一のテーマランド「ラフィキ
ズ・プラネット・ウォッチ」があり、
窓からアフリカの草原を眺めな
がら小旅行気分が楽しめます。 
MAP 11  ※出発位置：ハランベ駅

【リバーズ・オブ・ライト】  MAP 17

【ツリー・オブ・ライフ・
アウェイクン】 MAP 2

広大な草原や太古の世界に棲む動物、伝説の生き物と出会える

ディズニー・アニマルキングダム

8 ※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。



 これだけは押さえておこう！

おすすめのレストラン

冒険や旅をテーマにした3つのエレガ
ントなダイニングルームで、世界各国
の創作料理を堪能できるハイクラスの
レストラン。ウォーターフロントの景色
を楽しめるテラス席も。 MAP 3

旧RDA社の軍隊食堂で、全粒の穀物
やプロテインを使った健康的なカジュ
アルフードから特別なデザートまで、パ
ンドラの自然に触発されたユニークな
メニューが楽しめます。 MAP 7

アフリカの市場をイメージした雰囲気
満点のマーケット・プレースで、アフリ
カのストリートフードを。植民地時代
の貨物倉庫や古い給水塔など写真映
えスポットもたくさん！　MAP 10

美しいネパール風の店内で、エキゾチ
ックなアジア各地の名物料理や、天
ぷら、餃子、神戸牛バーガーなどのバ
ラエティ豊かなメニューが食べられ
ます。　MAP 14

サトゥーリー・キャンティーン ハランべ・マーケット ヤク＆イエティ・レストランティフィンズ

カリ・リバー・ラピッド MAP 15

アフェクション・セクション MAP 12

カールじいさんの空飛ぶ家：ア・グレート・バード・
　　　　　　　　　　　　  アドベンチャー MAP 13

イッツ・タフ・トゥ・ビー・ア・バグ！ MAP 1  

 こちらもお見逃しなく！

Finding Nemo – The Musical is inspired by 
Disney・Pixar’s “Finding Nemo.” ©Disney/Pixar

昨年5月にオープンした、映画『アバター』
をテーマにした話題のテーマランド、「パン
ドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」。開
発にはジェームズ・キャメロン監督も参画
し、ディズニー・イマジニアと共に美しい
惑星パンドラの世界を再現しました。天
空に浮かぶ山々、光を放つ熱帯雨林など、
映画と同じ雄大で神秘的な風景に誰もが
魅了されるでしょう。最先端技術を使った
次世代アトラクション、ナヴィ文化がテー
マのレストランとショップ、そして自然の圧
倒的なパワーを体感できる冒険をお楽し
みください。いざ、想像を超えた世界へ！

恐竜を絶滅から救うため、タイムローバ
ーに乗って6500万年前の先史時代へ。
激しい揺れとスピード、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。 【ダイナソー】  MAP 20

山岳列車に乗ってヒマラヤの山
を駆け抜けよう。途中、列車は不
気味な大暴走をはじめ、そこに
は伝説の雪男イエティが…！？ 

【エクスペディション・エベレスト】  
MAP 16

自分の祖先が恐竜だったことを発見した
ドナルドが、その記念にダックファミリー
やチップ＆デールたちと一緒に賑やかな
夜のお祭りを開催。日中は新コスチュー
ムでのグリーティングも！ 【ドナルドのダイ
ノバッシュ！】  MAP 19

➡バンシーの背中に乗ってパ
ンドラ上空を飛び回ろう。最
先端3Dライドで、本当に空を
飛んでいるような体験ができ
ます。 【アバター・フライト・
オブ・パッセージ】  MAP 5

➡生物発光で輝く美しい熱
帯雨林の川をカヌーに乗って
冒険。パンドラに生息する生
物や植物、強いエネルギーを
放つナヴィ・シャーマンとの出
会いも。 【ナヴィ・リバー・ジ
ャーニー】  MAP 4

⬅ナヴィの独創的なアイテム
が200以上も揃うショップ。店
内の木々に止まっているバン
シーの中から、あなたと心を通
わせる一匹を見つけることも！ 

【ウィンドトレーダー】  MAP 6

『ファインディング・ニモ』の物語を最
新のパペット技術で再現。海中をイ
メージした鮮やかなステージ上を、
パフォーマーがパペットを巧みに操
り華麗に舞います。 【ファインディン
グ・ニモ：ザ・ミュージカル】  MAP 18

サファリトラックに乗って、アフ
リカのサバンナに棲むゾウやキ
リン、ライオンなど34種以上の
動物を探しに行こう。夜の探検
に行くナイトツアーもあり、こち
らもまた違ったお楽しみが満
載！ 【キリマンジャロ・サファリ
＆キリマンジャロ・サファリ・ア
フター・ダーク】  MAP 9

『ライオン・キング』のキャラクターと、
カラフルな衣装を身に着けた50人以
上のエンターテイナーによるエネルギ
ッシュ＆アクロバティックなショー。 

【フェスティバル・オブ･ザ・ライオン・
キング】  MAP 8

カリ・リバー・ラピッド

must-S
ee

エベレスト山頂で
雪男に遭遇！？ 先史時代の

パーティー

ダイナミックな2つのミュージカル

昼と夜、2つの
サファリツアー

恐竜時代に
タイムトリップ！

©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR is a trademark of Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

想像を超えた世界へ想像を超えた世界へ

NEW!

9As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney
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ブロードウェイスタイルのミュー
ジカルから、音楽やTV番組にま
つわる絶叫ライド、映画のシーン
を再現したスタントショーなど、
ショービジネスの世界を様 な々か
たちで体験することができます。
華やかなストリートでは、クラシ
カルな衣装を着たパークの住人
たちが突然ゲストを巻き込み、コ
ミカルな即興劇を始めるかもし
れません！歩いているだけでハリ
ウッド全盛期の雰囲気が楽しめ
るでしょう。

2019年は、ミッキーをテーマにしたライドスルー
タイプのアトラクションも新登場。“2   D”と呼ば
れる最新テクノロジーによって、カラフルな短編
アニメーションのフラットな世界を“驚異の次元

表示”で再現し、ゲスト
をこれまで体験したこと
のない映画の世界へと
誘います。3Dメガネは必要ありません！

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

映画『スター・ウォーズ』をテーマにし
た待望のテーマランドは、2019年晩秋
にオープン予定。惑星「バトゥー」で、
エキサイティングなアトラクションや多く
の冒険が待っています！ また、隣接エリ
アには同テーマのリゾートホテルも建設
中。お楽しみに！

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

Coming
Soon! 

スター・ウォーズ：
ギャラクシーズ・エッジ

「ミッキー・アンド・ミニー・スターリング・イン・
レッド・カーペット・ドリーム」で、ハリウッドス
ターを夢見る“魔法使いの弟子”のミッキー
と、グレースフルな女優ミニーを応援しに行こ
う！ MAP 6  

ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ

華やかなショービジネスの世界へようこそ

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

opening late 2019

10 ※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。



 これだけは押さえておこう！

おすすめのレストラン

ハリウッドスターたちに愛された「ブラ
ウンダービー」を受け継ぐレプリカ店。
本店を訪れたスターの似顔絵を眺め
ながら、ハイグレードなアメリカ料理と
名物の元祖コブサラダを。 MAP 9

1950年代のホームドラマに登場した
家庭の食卓がテーマ。料理はミートロ
ーフなどアメリカの家庭料理で、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！？ MAP 1

ハリウッド全盛期に人気だったドライ
ブインシアターを再現。暗い店内にズ
ラリと並んだオープンカーに乗って、前
方スクリーンに映るモノクロ映画を見
ながら雰囲気に浸ろう。 MAP 5

アメリカのテレビ放送会社「ABC」のス
タジオをイメージしたカフェテリアで、
ハンバーガーやサラダをどうぞ。テレビ
番組や映画ポスターの展示も楽しめ
ます。 MAP 4

フィフティーズ・プライムタイム・カフェ サイファイ・ダインイン・シアター・レストラン ABCコミサリーハリウッド・ブラウン・ダービー

映画『トイ・ストーリー』の世界
を体験できる新テーマランドが
オープン！ ゲストの皆様はおも
ちゃサイズになって、映画でお
馴染みのおもちゃたちと一緒に
アンディの裏庭で遊ぶことがで
きます。スリンキー・ドッグの背
中に乗って駆け回ったり、リトル・
グリーン・メンと一緒にスピンし
たり、世界初のユニークなアトラ
クションや、おもちゃ目線からの
巨大な景色、遊び心いっぱいの
フード＆グッズを楽しめます。

ディズニーの名作映画を贅沢なブロードウェイスタイルのミュージカ
ルで楽しめます。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！ 【美女と野獣：ライブ・オ
ン・ステージ】  MAP 17

巨大な専用シアターで行われる大迫力のウォーター
ショー。魔法使いのミッキーとヴィランズたちとの戦
いを様々な特殊効果で再現、圧倒的なスケール感で
魅せてくれます。 【ファンタズミック!】  MAP 19

リムジンに乗り込み、人気ロッ
クバンド「エアロスミス」の曲
を聴きながら夜のロサンゼル
スの街を猛スピード駆け抜け
よう。急加速、宙返りもノリノリ
で！  【ロックンローラー・コー
スター】 MAP 16

⬆最先端のプロジェクション効果と
レーザー、花火を駆使したナイトシ
ョー。タトゥィーンの双子の太陽から
スターシップの爆発まで、名シーンの
数々をダイナミックな演出で。 【スタ
ー・ウォーズ：ギャラクティック・スペ
クタキュラー】  MAP 7

「トイ・ストーリーランド」「トイ・ストーリーランド」⬅広い裏庭を元
気に飛び回るス
リンキーの胴体
部分に乗って、ク
イックな旋回や
アップダウンなど
愉快な動きが楽
しめるローラー
コースター。 

【スリンキー・
ドッグ・ダッシュ】  
MAP 12

➡新しいカーニバル・
ゲーム・ボックスを歩
いて、ウッディたちとユ
ニークな4Dシューティ
ング・ゲームに挑戦。

【トイ・ストーリー・
マニア！】  MAP 13

⬅アンディが「ピザ・プラネット」で獲得した
おもちゃセットがモチーフのアトラクション。
エイリアンたちの円盤に引っ張られながらワ
イルドな宇宙旅行に出発！ 

【エイリアン・スワーリング・ソーサー】
MAP 10

➡アンディのランチ・
ボックスと水筒で作っ
たクイックサービス・レ
ストランで昔懐かしい
フード＆ドリンクを。 

【ウッディのランチ・
ボックス】  MAP 11

©Disney/Pixar

©Disney ©Disney/Pixar ©POOF- Slinky, LLC.

6月30日オープン！

➡映画で使用した小道具やコスチュームのレプリ
カの展示、映画の舞台裏のショート・ビデオ、キャ
ラクターとのグリーティングなどが楽しめます。 

【スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ】  MAP 14

⬆ファースト・オーダーの力と忠誠を誇示する
ため、キャプテン・ファズマがストームトルーパー
を率いてハリウッド・ブルバードを行進！ 【マー
チ・オブ・ザ・ファースト・オーダー】 MAP 8

『美女と野獣』のロマンスをミュージカルで

『スター・ウォーズ』の世界を
ワイルドに楽しもう

専用シアターで魅せる
スペクタクルショーロックのリズムで

街を疾走！

NEW!

 トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー MAP 18

生まれてはじめて：フローズン・シング・アロング・セレブレーション MAP 2

インディ・ジョーンズ・スタント・スペクタキュラー！ MAP 3

ディズニージュニア：ライブ・オン・ステージ MAP 15

 こちらもお見逃しなく！

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

must-S
ee

インディ・ジョーンズ・
スタント・スペクタキュラー！

6月30日オープン！

11As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



ワールド・ショーケース

フューチャー・ワールド

ドイツ館

メキシコ館

イギリス館

フランス館

アメリカン・アドベンチャー館

中国館

日本館

ノルウェー館
モロッコ館

イタリア館

カナダ館

1
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4
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18

エプコットは、大きく2つのエリア
に分かれています。近未来をテー
マにしたフューチャー・ワールド
には、宇宙飛行や空中散歩、実
験農場など最新テクノロジーを感
じるアトラクションがいっぱい。そ
して、ワールド・ショーケースでは
世界各国の文化や伝統料理を楽
しみながら、その国にゆかりのあ
るディズニーキャラクターにも会
えるでしょう。緑が多く気持ちが
いいパークなので、スナック片手
にのんびり散歩もおすすめです。

エプコット（EPCOT）は、
実験的未来都市の原型
（Experimental Prototype 
Community of Tomorrow）
の頭文字をとったもの。これは、ウォルト・ディズニー
がこのフロリダの「ディズニー・ワールド計画」で思
い描いていたテーマそのものでした。当時のアメリカ
都市の問題解決につながるような、理想的な未来
の実験都市をつくることに情熱を注いでいたのです。
しかし、その完成を見ることなく1966年に死去。
ウォルト・ディズニー・ワールドはその後、兄のロイ
が彼の意思を受け継ぎ、5年後の1971年にオープ
ンしました。ウォルトの壮大なEPCOT構想は現実の
ものにはなりませんでしたが、1982年、その一部を
パークとして表現したのが、ここエプコットなのです。

和食が恋しくなったら、ワールド・
ショーケースの日本館へ。「東京
ダイニング」では、寿司や天ぷら
のほか様々な日本食が食べら
れます。他にも気軽なうどんやそ
ば、鉄板焼きの店も。 MAP 13  

パークのシンボル「スペースシップ・アース」＆ディズニーモノレール

ウォルトが
夢を注いだ
実験的
未来都市

エプコット
近未来都市と世界文化をテーマにした異色のパーク

12 ※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。



 これだけは押さえておこう！

おすすめのレストラン

must-S
ee

地球の壮大なストーリーを、球形
のディスプレイの映像と雄大なオ
ーケストラ、花火、炎などで3章に
分けて表現したナイト・スペクタク
ルショー。 【イルミネーションズ：
リフレクションズ・オブ・アース】  
MAP 16

ハンググライダーに乗って、世界中の遺跡
や大自然の上空を巡る爽快なアトラクシ
ョン。約12ｍもの高さから見る壮大なパ
ノラマとスリル、風や海の匂いなど、本当
に空を飛んでいるような気分が味わえま
す。 【ソアリン】  MAP 1

NASAスタイルのスペースシャトル型シミュレー
ターで、リアルな宇宙旅行へ。新たにリニューア
ルされたミッション：スペースでは、よりエキサイ
ティングになった火星への冒険（オレンジミッシ
ョン）と、まったく新しい地球周回軌道上の緩
やかな旅（グリーンミッション）を体験すること
ができます。 【ミッション：スペース】  MAP 7

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」では、各国のシンボリック
な風景や建築物をはじめ、食事、ショッピング、ショー、ア
トラクションも楽しめます。様々な伝統芸能を満喫しな
がら世界一周旅行気分を味わってみては？ 

⬆絵本に出てくるようなロマンチ
ックなメルヘン街道の風景が広
がるドイツ館。ビアガーデンでは
オクトーバーフェストのお祭りに
参加しよう。【ドイツ館】  MAP 11

⬅モザイクタイルで彩
られるエキゾチックな
モロッコ館はバザー
ルやカフェも楽しみ。
ベリーダンスを見なが
ら食事もできます。 
【モロッコ館】 MAP 14

⬅イタリア館ではヴ
ェネツィアのサン・
マルコ広場やトレビ
の泉などの名所を
再現。本格的なイタ
リア料理や窯焼き
ピザ、パスタなどダ
イニングも充実。

【イタリア館】
MAP 12

⬅美しい庭園が出
迎えてくれるカナダ
館。伝統的なシャト
ーホテルをモチーフ
にした古城のレスト
ランはステーキが
美味しいことでも
有名です。 

【カナダ館】
MAP 18

地球の過去から未来がテーマ

スポーツカーに乗っ
て、最高速度105km
のスピードテストを
満喫。搭乗前にタッ
チパネルで自分が
乗る車をデザイン
し、その性能をチェ
ックする楽しみも。 

【テスト・トラック】
 MAP 8

地球上で最も美しい
景色を眺めよう

エルサが待つ
アイスブルーの世界へ

古代ノルウェー船の帆を張って、アレンデ
ールからノース・マウンテンへ、素晴らし
い冬の旅にお連れします。冒険のクライマ
ックスは、もちろん「レット・イット・ゴー」
とともに…。 【フローズン・エバー・アフ
ター】  MAP 10

カナダの古城ホテルをイメージした雰
囲気の良いレストラン。カナディアン・チ
ェダーチーズスープや、ル・セリエ・フィ
レミニオンなど最高の一皿をどうぞ。
MAP 17

ライトアップされたマヤのピラミッドが
幻想的なレストランで、前菜からメイ
ン、デザートまでメキシコの伝統的な
料理や様々なフレーバーのマルガリー
タが楽しめます。 MAP 9

壁一面の巨大水槽で泳ぐ魚たちを
眺めながら、シーフードやロブスター
料理、ステーキを。海をイメージした
デザート、“チョコレート・ウェーブ”も
お忘れなく！　MAP 5

スープ、サラダ、新鮮なバゲットサンド
イッチなどの美味しい軽食や、ペスト
リー、ケーキ、マカロンなどの豊富な
スイーツが人気のフレンチ・ベーカリ
ー。 MAP 15

サン・アンヘル・イン コーラルリーフ・レストラン レ・アール・ブランジェリー・パティセリール・セリエ・ステーキハウス

2つの宇宙飛行をバーチャル体験

プチ世界一周旅行に出発！ディズニー最速のカーアドベンチャー

NEW!

リビング・ウィズ・
ザ・ランド

シー・ウィズ・ニモ＆フレンズ MAP 4

リビング・ウィズ・ザ・ランド MAP 2

スペースシップ・アース MAP 6

エプコット・キャラクター・スポット MAP 3

 こちらもお見逃しなく！

13As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



メルト・アウェイ・ベイ（波のプール） MAP 1

クロスカントリー・クリーク（流れるプール） MAP 2

タイクス・ピーク（キッズ用プール） MAP 5

スラッシュ・ガッシャー（ボディスライダー） MAP 6

スノー・ストーマーズ（マット型スライダー／3コース） MAP 10

ランオフ・ラピッド（チューブスライダー／3コース） MAP 12

 こちらもお見逃しなく！
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“雪山”と“台風”をテーマにした、ここにしかないユニークなウォーターパークを体験しましょう。
「パークホッパー・プラス」チケット（ウォーターパークに入場できるオプション ※P2 ）の利用がおすすめ！

ディズニー・ブリザード・ビーチに隣接した「ウィン
ターサマーランド・ミニチュアゴルフ」では、クリスマ
スをテーマにしたパターゴルフコースが楽しめます。全
18ホールにはそれぞれユニークな仕掛けがいっぱい！
パークの帰りに立ち寄ってみよう。 ※別途入場料または
「パークホッパー・プラス」チケットで入場可能／予約不要

ビル12階の高さから
“スキージャンプ”！

リフトに乗って山頂まで登ろう

ジャンプ台に上り、高さ約37m傾
斜60度の急こう配を時速約
100kmで滑り落ちる、世界最高
／最速レベルのフリーフォール型
スライダー。 【サミット・プラメッ
ト】  MAP 7

スキーリゾートに欠かせないチェア・リフトに乗って、パークのシンボル「ガシュモア山」
の頂上から3つのアトラクションを楽しもう。 【チェア・リフト】  MAP 3

2つのウォーターパーク

ゲレンデや南国の島にいる気分！

サンタとエルフたちが作ったミニゴルフコース

2つ並んだチューブに入り、約15m
の高さからトンネル内を急降下しな
がら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！ 【ダウンヒル・ダブルディッパ
ー】  MAP 9

対戦型スライダーで
スピードを競おう

8レーンに並んで一斉にスタート！専
用のマットに腹ばいになって、丘陵ス
ラロームコースを滑り降ります。マッ
トが浮き上がる爽快な瞬間を味わっ
て。 【トボガン・レーサー】  MAP 11

「レディー、セット、
スノ～！」

縄バシゴ、水に浮かぶ氷山、ジップ
ライン、ミニスライダーなど、わんぱく
キッズが挑戦するのにピッタリのア
クティビティがあります。 【スキーパ
トロール・トレーニング・キャンプ】  
MAP 4

キッズ用の
水上アスレチック

4～6人用のゴムボートに乗って、世
界最長級366mの激流下りにチャレ
ンジ。コース幅も広く、迫力満点のツ
イスト＆ターンが楽しめます。全員ず
ぶ濡れ間違いなし！ 【チームボート・
スプリングス】  MAP 8

家族みんなで
大迫力の急流下り

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
いう設定なので、周囲は“溶けかけ” の雪景色。世界最速級の

ウォータースライダーをはじめ、水上ボブスレーや激流下りなどス
リル満点のアトラクションが目白押しです。

ディズニー・ブリザード・ビーチ

Tips!

14 ※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。



ベイ・スライド（ボディスライダー／2コース） MAP 2

キールホール・フォールズ（チューブスライダー） MAP 5

メーデー・フォールズ（チューブスライダー） MAP 6

ギャングプランク・フォールズ（チューブスライダー） MAP 7

マウンテン・トレイル（散歩道） MAP 8

ストーム・スライド（ボディスライダー／3コース） MAP 10

 こちらもお見逃しなく！
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サーフ・プールでは、パークの開園前または開園後に、
プロのインストラクターによるサーフ・レッスンや、波乗
りを楽しみたいライダーのために100本3時間セッショ
ンを開催。安全かつ最先端の波のプールで、サーフィ
ンを体験してみては？ ※有料／要予約

プールでサーフィンも楽しめる！

ロング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ユニークなコー
スター型スライダー。3コース制覇を
目指そう。 【クラッシュン・ガッシャ
ー】  MAP 12

上っては落ちる！
“ウォーター・コースター”

浮き輪に乗って流れに身を任せ、洞
穴の涼やかな霧や滝、青 と々した熱
帯雨林などの景色を楽しみながら
610m一周の旅を。エリア移動に利
用するのも便利。 【キャスタウェイ・
クリーク】  MAP 3

サーフ・プールをぐるり
と囲む流れるプール

122cm  以下の小さな子どもたち専用
のウォータープレイグラウンド。タグ
ボートに乗って水の大砲に挑戦した
り、ミニスライダー、噴水、洞窟など
で楽しく水遊び。 【ケチャキディー・
クリーク】  MAP 4

10種類以上の
アクティビティ

ビル5階の高さから、暗闇のトンネル
を時速50kmで垂直に滑り落ちる、
タイフーン・ラグーンの中で最もスリ
リングなボディスライダー。 【ヒュマ
ンガ・カワバンガ】  MAP 9

叫び声は「カワバンガ！
（やったぜ！）」

2017年春に誕生した4人
乗りのファミリー・ラフト型
ライド。2つのウォーターパ
ークの中でも一番のロング
コースで、家族みんなで楽
しめます。S.E.A.メンバー
のキャプテン・メアリーが
世界中で集めた財宝を見
つけたり、彼女のダイビン
グパートナーのオウムにも
会えます。 【ミス・アドベン
チャー・フォール】  MAP 11

2m近い波が90秒ごとに押し寄せる！
北米最大級の波のプールで、高さ約1.8mの波のうねりを体験しよう。難破船から水し
ぶきが上がり、サイレンがなると90秒ごとにビッグウェーブがやってきます！ 【タイフーン・
ラグーン・サーフ・プール】  MAP 1

南太平洋の小島を大型台風が襲い、船が火山の頂上に打ち上
げられた…というストーリーで、北米最大級の大波が押し寄せる
サーブ・プールがあります。ほかにも、海の財宝を眺めながら急

流を下るラフト型ライドや、浮き輪に乗って流れるプールなどファ
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。

ディズニー・タイフーン・ラグーン

Tips!

トレジャー・ラフトで
エキサイティングな航海へ

15As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



ランディング

タウンセンター

●  SKTオーランド（ステーキレストラン）
●  エジソン（1020年代の電機会社テーマのレストラン）
●  ワイン・バー・ジョージ（マスターソムリエの店）
●  ガナシェリー（パティシエのチョコレート）

こちらもcheck

●  プラネット・ハリウッド・オブザーヴァトリー（テーマレストラン）
●  ナ・ホク（ハワイアンジュエリー）
●  アンダーアーマー（スポーツ用品）
●  アモレット・パティセリー（キャラクターケーキなど）

こちらもcheck

マーケットプレース

タウンセンターウエストサイド

ランディング

アジア各国料理が食べられる、
和の鉄人シェフ 森本正治氏のフ
ラッグシップ・レストラン。寿司や
北京ダックなどの高級グルメから
ストリート・フードまでメニュー
も豊富。豪華内装も必見です!

最高の景色の中で、新
鮮なシーフードや高級
ステーキ、カクテルを。
水陸両用のビンテー
ジカーで、湖のクルー
ジング（*有料）もでき
ます。

緑ガラスが象徴的な建物内に
は、コカ・コーラの豊富なグッズ、
限定コレクションのほか、キャラ
クターの“ポーラーベア”とのグ
リーティングや屋上バーも。

タウンセンターの中でもひと際
目を引く大型2階建てショップ。
和テイストを盛り込んだアイテ
ム、日本の伝統や文化を表現し
たディスプレイも楽しめます。

ボリューミーなハンバ
ーガー＆ポテトが食べ
たいときはここへ。緑
の美しいスプリングス
（泉）を眺めながらテ
ラス席で一休みするの
もおすすめです。

魅惑のスイーツを食べ歩き!

ウォーターサイドの美しい景色と優雅な雰囲気の中で、世界中の美食を楽しむことができ
ます。また、お洒落なビーチサンダルやサングラスの店、カクテル専門グッズ、シェービン
ググッズなど独創的でハイクオリティなショップもたくさん。

ディズニー・スプリングス
リゾート最大規模のグルメ＆ショップ、エンターテインメントエリア

レストラン＆バー、ショップ、多くのショー
やレジャー施設など180以上ものメニュー
が体験できるディズニー・スプリングス。
近年の大規模リニューアルで、ウォーター
フロントの「ランディング」、個性的なブ
ティックが並ぶ「タウンセンター」も加わ

り、新しい魅力がいっぱいの４つのエリア
になりました。夜遅くまでオープンしてい
るので、パーク帰りに立ち寄るのはもちろ
ん、滞在中に1日はゆっくり回ってみましょ
う。とても広いので、目的の場所は事前に
チェックを!（※入場料はかかりません）

地中海をモチーフにした古きフロリダのストリートに、多くの人
気ブティックが並びます。日本が誇るユニクロも個性的なライン
ナップで堂 出々店！ディズニーとのコラボ商品や限定品を探した
り、ここにしかないフラッグシップ・ストアを覗いてみましょう。

モリモト・アジア

ザ・ボートハウス

コカ・コーラ・ストア ユニクロ

映画『インディ・ジョーンズ』に
登場するパイロット、ジョック・リ
ンジーの飛行機格納庫で、映画
にまつわるユニークなメニュー
＆カクテルを。

アイルランドの有名なシェフが
作る本物のアイリッシュ料理と、
夜はリールダンスのステージシ
ョーが楽しめます。

ラグランロード・
アイリッシュ・パブ＆
レストラン

ジョック・リンジーズ・
ハンガー・バー

D -Luxeバーガー

ブラジル生まれのお洒落なビー
チサンダルショップ。300種類以
上のスタイル＆デザインからお
気に入りの1足が見つかります。

ハワイアナス
ブエナビスタ・レイクに錨を下ろしているパドルボートに乗船し、ロブ
スターロールやキング&スノークラブなどの新鮮なシーフードや美
味しいステーキをご堪能ください。3階のデッキラウンジではレイト
ナイトアペタイザーも提供しています。

パドルフィッシュ

ディズニー・スプリングス内に
10店舗以上が揃う

フィレンツェの裏通
りにある、世界的に有
名な老舗ジェラート
店「ヴィヴォリ・イル
ジェラート」の2号店
がここにオープン！

ランディング

ニューヨークに本店
がある、グルテンフリ
ーのドーナツやカッ
プケーキが人気の「エ
リン・マッケンナズ・
ベーカリーNYC」。

ランディング

ウエストサイド

様々なディズニーキ
ャラクターや季節を
テーマにした可愛い
リンゴ飴の店、「ディ
ズニー・キャンディ・
コルドロン」。

■ レストラン 
■ ショップ

■ スイーツ
■ エンターテインメント

16 ※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。



マーケットプレ－ス

ウエストサイド

●  アール・オブ・サンドウィッチ （ホットサンド）
●  ディズニー・タグ（旅行グッズ）
●  スパイス＆ティー・エクスチェンジ 
  （スパイス、ハーブ）
●  チェリー・ツリー・レーン（バッグ、アクセサリー）

●  ボンゴス・キューバン・カフェ  （キューバ料理＆ライブ）
●  スター・ウォーズ・ギャラクティック・アウトポスト
  （スター・ウォーズグッズ）
●  スーパ－ヒーロー・ヘッドクォーターズ（マーベルグッズ）
●  スピリッツヴィル・ラグジュアリー・レーン
  （ボウリング＆ダイニング）

こちらもcheck

こちらもcheck

●  ボードウォーク・ベーカリー（パン＆スイーツ）
●  アブラカダバー（マジックテーマのバー）
●  ジェリーロールズ（ナイトクラブ）
●  ベルビュー・ラウンジ  （ラウンジバー）

こちらもcheck
ヴェネツィアのムール貝や新鮮な
地中海料理など、多様なイタリア
料理をカジュアルに楽しめます。
朝食時はディズニーキャラクター
が登場 !（P4参照）

100以上のモニターで世界
中のスポーツを一挙に見るこ
とができるスポーツカフェ。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。

ディープブルーの海をイメージし
たお洒落な店内で、種類豊富な
シーフードとプライムステーキ、ハ
イグレードな創作料理を堪能で
きる高級レストラン。ステージキッ
チンもあります。

世界最大のディズニーショッ
プ。広い店内は12の部屋に
分かれており、アパレル、雑
貨、コレクター向け商品、お
もちゃ、お菓子などあらゆる
ディズニーグッズが揃います。
どこまでも続く夢いっぱいの
装飾にもワクワク!

リゾート内で唯一ブルワリーのあ
るレストラン。ピルスナーからスタ
ウトまで作りたての地ビールと共
にハンバーガー、ステーキ、サンド
ウィッチなどをどうぞ。

ディズニースタイル

マーケットプレース・トレイン・エクスプレス
／マーケットプレース・カルーセル

ハウス・オブ・ブルース

ディズニーキャラクターやディズニーパ
ークのアトラクションに触発された、ト
レンディなアパレルやアクセサリーが揃
う最新のディズニーショップ。

マーケットプレースの中
心部には、キッズ用のア
トラクションが2つ。可
愛いトレイン、そしてカル
ーセルがあります！

ジャンバラヤ、ミー
トローフなどの伝
統的なアメリカ南
部料理。週末の夜
はブルースバンド
によるステージシ
ョーが楽しめます。

フライング・フィッシュ

ドッグサイド・マルガリータ
1960年代のフロリダのフルーツス
タンドをテーマにしたウォーターフロ
ントのバー。手作りのマルガリータ
やフロリダ産ビール、ライブ・エンタ
ーテインメントをお楽しみください。

エアロフィル：ザ・ワールド・リーダー・
イン・バルーン・フライト
世界最大のハンドペイントの気球に乗って、122m上
空からリゾートの絶景を旅しよう。8～10分のヘリ
ウムバルーン・ライドの間、遥か16km先まで見える
360度の素晴らしい眺めに魅了されることでしょう！

アニマトロニクスでリ
アルに動く巨大な恐竜
や、様々な原始風景の
中で食事ができるユニ
ークなレストラン。

T- REX

板張りの湖畔で優雅なリゾートを満喫

ディズニー・ボードウォーク
古き良きアメリカのシーサイドリゾートを
モチーフにしたディズニー・ボードウォー
クは、板張りの湖畔に多彩なレストラン
やバー、ナイトクラブなどが並ぶ賑やか
なエリア。雰囲気のいい野外パティオで

寛いだり、エンターテインメントを楽しみ
ながらゆったりした時間を過ごすことが
できます。夕暮れからのライトアップはと
てもロマンチックなので、カップルでのお
散歩も素敵です。（※入場料はかかりません）

トラットリア・アル・
フォルノ

ESPNクラブ

ワールド・オブ・
ディズニー

ビッグ・リバー・グリル＆
ブルーイング・ワークス

国内最大級の品揃えで夢のようなディズニーショッピングが体験できる、ファン必見のエリ
ア。ファッション、トイ、ピンバッチ、キッチングッズ、クリスマス用品、アートギャラリーなど、
あらゆるディズニー専門店が揃います。

アメリカ南東部で最大規模のシネマコンプレックスをはじめ、多彩なアミューズメントを提
供するボウリング施設、陽気なライブステージなどが楽しめるこのエリアは家族みんなで
お出掛けください。日常にはない贅沢な体験が待っています。

17As to Disney artwork, logos and properties : ©Disney



20世紀初頭の優雅なシーサイド・リゾートを再現
ディズニー・ヨットクラブ & ビーチクラブ・リゾート

アフリカの雄大な自然を満喫
ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ

ビクトリア様式の最高級フラグシップホテル
ディズニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ

ウォルト・ディズニー・ワールドには、ディズニーならでは
のユニークなコンセプトやテーマを持つリゾートホテルが
なんと25以上も！アフリカのサバンナや南太平洋の島、
アメリカ植民地時代、西武開拓時代など歴史を象徴する

文化や風景にも出会えるでしょう。世界中にここしかない、
時空を超えた体験をお楽しみください。さらに、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
てくれる特典もいっぱいです。詳細はP3をチェック！

キリンやシマウマをはじめ、200以
上の動物が棲むサバンナの絶景
が楽しめる雄大なリゾートホテル。
アフリカン・テイストの調度品と
内装に囲まれたロビーや客室も雰
囲気たっぷりで、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、緑あふれるプー
ル、ここだけのアニマルプログラ
ムも楽しめます。ディズニー・アニ
マルキングダムに近いのも嬉しい
ポイントです。

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とビーチサ
イド・リゾートをイメージした、美
しいラグーンの岬に建つエレガン
トな姉妹ホテル。話題のヨットマ
ン・ステーキハウスや数あるラウ
ンジ・バー、約3エーカーの広さ
を誇るプール、ヘルスクラブなど
の豪華施設はすべて共通で使用
することができます。エプコットや
ディズニー・ボードウォークから
徒歩圏内という便利な立地にあり
ます。

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
ランや贅沢なスパなど、優雅なリ
ゾートステイが堪能できるディズ
ニー最高峰のホテル。客室からの
美しい眺望も魅力で数種類の眺め
から選択できます。マジックキン
グダム・パークまでは無料のリゾー
ト・モノレールでわずか1駅。シ
ンデレラ城や花火が目の前に見え
る部屋もあり、ハネムーンにも最
適なロケーションが揃っています。

⬆敷地内の4つのサバンナには、そ
れぞれ違った動物や鳥が生息。サ
バンナ・ビューの客室バルコニーか
ら眺められる

⬆目の前のマリーナからボートに乗
ってクレセント・レイクを巡ったり、
湖畔の散策もおすすめ

⬆豪華なシャンデリアが吊るされた
吹き抜けのホール

⬆高い天井と吊り橋風の通路、豪華なアフリカン・インテリ
アが目を引くロビー

⬆ウォーター・スライダーや難破船で遊べる広大なプール。
風車やヤシの木が異国情緒を感じさせる

⬆20世紀初頭のパームビーチ黄金時代を彷彿とさせるエ
レガントな佇まい 

⬆磨き込まれたウッドフロア
に、海に関連したインテリア
が目を引くロビー

⬆ワールドクラスのスパ「セ
ンセズ」では各種セラピーの
ほか、キッズネイルも

➡優雅で落ち着いた雰囲気のディ
ズニー・ビーチクラブ・リゾートの
客室

➡格調と気品が感じられる客室。
ガーデン・ビュー、テーマパーク・ビ
ュー、ラグーン・ビューなどがある

➡アフリカ風のインテリアで統一さ
れた客室。カーテンや絨毯にも注目

⬆ロビーではアフリカの民族
楽器を使ったリズミカルな音
楽が鳴り響く

ディズニー直営ホテル

広々とした客室、コンシェルジュサービス、多彩なダイニング、豊富なレクリエーション施設など、最高級ホ
テルならではの便利さと快適さ、極上のバケーションに必要なすべてが揃っています。

 ディズニーならではのユニークなテーマホテルが25以上！

詳しい情報はオファシャルサイトヘ www.disneyworld.jp/hotel

デラックス・
リゾート

18 ※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。



異国情緒あふれるモデレート・リゾートでは、フルサービスのレストランやフードコート、スライダー付きのプー
ルがあり、リゾート全体で独特の雰囲気が味わえます。

それぞれのホテルは楽しいテーマで統一されており、迫力満点のプールエリア、便利なフードコート、デリバ
リーピザなどが利用できます。

その他のデラックス・リゾートホテル

ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート

アメリカ南部の懐かしい風景とロマンスがテーマ

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・ポート・ オーリンズ・リゾート-フレンチ・クオーター／リバーサイド
ディズニー・ポートオーリンズ・リゾー
トは、ニューオーリンズの華やかさとロ
マンスを体感できる「フレンチ・クオー
ター」と、蒸気船が行き交ったミシシッ
ピ川をしのばせる雄大な景観の「リバー
サイド」があり、2つのホテル間は徒歩、
バス、ボートで移動することができます。
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るのもいい
ですね。

『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4つの名作映画をテーマにしたリゾー
トホテル。創造力と芸術性に富んだカ
ラフルで楽しい客室から精緻に作り込ま
れた中庭まで、誰もが映画のシーンの
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。客室の半数以上はリ
ビングとベッドルームが分かれたファミ
リースイートで、ご家族全員で広 と々し
た空間をお楽しみいただけます。

⬆リトル・マーメイド棟の中庭。客室
はスタンダードルームのみ

⬆フレンチ・クオーターのエントランス。リゾート
内はマルディグラの陽気な雰囲気でいっぱい

近代的な台形デザインのスタイリッシュなホテル。
マジックキングダム・パークから最も近く、最上階
の人気レストラン「カリフォルニア・グリル」からもパ
ークを一望できます。

ウォーターフロントにあるエレガントなホテル。
賑やかなディズニー・ボードウォークが目の前に
あり、食事や買い物、ナイト・エンターテインメン
トを楽しむにも最適です。

ハワイやタヒチにいるような南国気分が味わえる、
トロピカルムード満点の隠れ家風リゾート。野外ス
テージで開催される迫力のポリネシアン・ディナー
ショーも人気。

20世紀初頭の国立公園のロッジをモチーフに
した自然に囲まれたホテル。ダイナミックな景観
とウッディな雰囲気の中で、アメリカ北西部の
創作料理をお楽しみください。

ディズニー・コンテンポラリー・リゾート ディズニー・ボードウォーク・イン

ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート ディズニー・ウィルダネス・ロッジ

※ ディズニー直営ホテルには、そのほかにも長期滞在や大人数の宿泊に最適なデラックス・ヴィラ（スタジオ/ヴィラ）、
大自然の中でキャンプを楽しめるキャンプグラウンド（キャビン/キャンプサイト）もあります。

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。敷地内には当時のライ
フスタイルを象徴する様々なアイコンが並び、ゲス
トを懐かしい世界へと誘います。

美しく輝くカリブ海バケーションを思わせるリゾー
トホテル。広大な湖の周囲にアイランド・ビレッジ
が点在し、南国の楽園気分を味わえます。カリブ
の海賊がテーマのパイレーツルームも人気。

それぞれのテーマに添った客室棟やレクリエーション
が楽しめる、ディズニーならではの遊び心満載のリゾ
ート。3タイプからお選びください。

スペイン植民地時代をテーマにしたエキゾチックなリ
ゾートホテル。メキシコ料理が楽しめるダイニングや、
マヤのピラミッドがそびえるプールなどメキシコの雰
囲気が満載。

ディズニー・オールスター・リゾート
ムービー／ミュージック／スポーツ

ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート

ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート
その他のモデレート・リゾートホテル

その他のバリュー・リゾートホテル

⬆マーク・トゥエイン
の時代にタイムスリッ
プしたような、のどか
で優雅な雰囲気のリ
バーサイド。南部風
の農園風景と山小
屋風の入江風景が
楽しめる

⬆ライオン・キングのファミリ
ースイート 

⬅リバーサイドには、
『プリンセスと魔法
のキス』をテーマに
したディズニー・ス
トーリールームも

➡ファインディング・ニモ
のファミリースイート

⬅丸石を敷きつめ
た街路、鍛鉄製の
バルコニーや美し
い中庭など、南北戦
争前のニューオー
リンズの華やかさを
満喫して

⬆カーズの客室棟入口 ©Disney/Pixar
©Disney/Pixar

バリュー・
リゾート

モデレート・
リゾート
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エプコット・インターナショナル・
フェスティバル・オブ・アート

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

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

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

マジックキングダム・パーク

リゾート内と４つのパークを走り抜けるユニークなマラソ
ンイベント。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、家族みんなで楽しめます。レース
にはディズニーキャラクターたちも応援に駆けつけ、すべ
ての完走者に栄光のフィニッシャー・メダルが贈られます!

絵画、舞台、料理における数多くのアート
（芸術）が体験できるイベントです。期間中
は著名なディズニーアーティストの作品が
あちこちに飾られ、目の前で制作過程を見
るチャンスも。ブロードウェイミュージカル
のスターによるステージや、 繊細で美しい
ワールドクラスの料理など楽しみは尽きま
せん。実用的なワークショップもあります。

世界の料理とワインを楽し
むイベント。期間中は30ヵ
国以上の料理と最高級ワイ
ンがズラリと並び食欲をそそ
ります。小皿サイズが多いの
で、気軽に色々な味に挑戦し
てみましょう。有名シェフの
デモンストレーションや、野
外ライブも楽しめます。

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」などのエキサイティン
グなライブも開催しています。

クリスマス・シーズンは、各パークとディズニー・スプリン
グスで様々なイベントが開催されます。その一部をご紹介。

ウォルト・ディズニー・ワールド・マラソン・ウィークエンド

フラワーがテーマのエプコットならではのイベント。パーク内は季節
の花々やキャラクターのトピアリーで
彩られ、ワールド・ショーケース内の
アウトドアキッチンでは旬の食材を
味わうことができます。その他、ガー
デニングのスペシャリストによる講習
会、エネルギッシュなコンサートなど
様々なイベントが行なわれます。

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、
限定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。

ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート全４パークほか

エプコット

ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート各所

ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート各所

ウォルト･ディズニー･ワールド・リゾート各所エプコット

エプコット

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

www.disneyworld.jp
※ パンフレットの情報は2018年8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。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート  年間イベント

＊マラソンイベントは、そのほかにも
様々なテーマで年に数回開催されて
います。詳細はランディズニー公式
サイトをご覧ください
www.rundisney.com/ja/about/

＊特別チケットが必要です

胸躍るクリスマスの楽しみが
詰まった、マジックキングダ
ム・パーク閉園後から始まる
特別パーティー。スペシャル
なショーやパレード、キャラク
ター・グリーティングなど、一
夜では体験し尽くせない贅沢
なイベントです。

ウェイン＆ラニーが行方不明
のサンタ救出に大奮闘！ディ
ズニー・ハリウッド・スタジオ
のチャイニーズシアターに、ク
リスマスにぴったりなディズ
ニー作品がクリスマスソングと
ともに次々投影される楽しい
プロジェクションショー。

夜になるとハリウッド・タワー・
ホテルと巨大なプロジェクショ
ンに幻想的な映像が映し出さ
れ、ミッキー、ミニーたちがク
リスマスの物語を語り始めま
す。サンセット・ブルバードが
光り輝き、雪が舞い降りるディ
ズニー・ハリウッド・スタジオ
最新のホリデーショー。

50人のオーケストラ、聖歌隊
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
する厳かなイベント。席に限り
があるので、ダイニング・パッ
ケージの利用がおすすめです。
エプコットのアメリカン・アド
ベンチャー館で開催。

毎晩のツリーライティングをは
じめ、ライブエンターテインメ
ントやDJダンスパーティーで
盛り上がります。サンタクロー
スやサンタ・グーフィーに会え
るシャレー、ホリデー・ツリー
の散歩道など期間限定のフォ
ト・スポットも多数登場！

＊特別チケットが必要です

1月上旬

1月中旬～
2月下旬

9月上旬～
11月中旬

7月～
8月頃

3月上旬～
5月下旬

サマーイベント

ニューイヤー・カウントダウン
12月31日

11月初旬～
12月下旬

8月中旬～
10月末

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。

クリスマスイベント

ミッキーのべリー・メリー・
クリスマス・パーティー

ジングル・ベル・
ジングル・バム！

キャンドルライト・
プロセッショナル

ディズニー・スプリングス
のクリスマス

サンセット・シーズン・
グリーティング サンセット・シーズン・グリーティング

キャンドルライト・
プロセッショナル
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