カリフォル ニア

ディズニーランド・リゾート
ピクサー映画の世界を満喫
新テーマランド

「ピクサ ー・ピア」
NOW OPEN!

As to Disney a rtwork, logos and properties : © Disney

カリフォルニアの青空の下で、思いきり遊ぼう！
Tips!

空港から45 分の楽々アクセス
カリフォルニア観光にも絶好のロケーション！
成田、羽田、関空からロサンゼルス空港まで直行便で約10時間、空
港からは直行バスで約 45 分と移動も楽々。空港とリゾートを結ぶ「ディ
ズニーランド・リゾート・エクスプレス」を利用すれば、
さらに便利で安心！
（予約不要／有料）
ロサンゼルスや有名なビーチエリアに近く、観光にも最適です。

3 デー以上のパークホッパー・チケットがおすすめ
2つのパークは向かい合わせにあるので、一日のうちに両パークに何回
でも入場できる「パークホッパー・チケット」が便利。2 パークを満喫
するには 2 〜 3 日は必要なので、3デー以上のパークホッパー・チケッ
トを選びましょう。さらに 3 デー以上にはマジック・モーニング特典（※）
も1 回付いてとってもお得！

（※）滞在中1回、ディズニーランド・パークに通常開園時間の1時間前に入場できる特典
（火・木・土）

シーズナルイベントで楽しさアップ！
ハロウィーンやクリスマスなどのホリデーシーズンはパークも一段と賑や
かになり、様々な期間限定イベントが開催されるのでお楽しみもアップ !
より多くの体験ができるこの時期は早期のご予約が必須です。
ほかにも年間を通して趣向を凝らしたイベントを開催しているので、最
新情報は公式サイト www.disneyland.jp でチェックを。

ここだけのお楽しみが満載で、数日ではとても遊びきれない！
眩しい太陽と青空が広がる、カリフォルニア ディズニーランド・リゾート。
日本から僅か約10時間で、地球上で一番ハッピーなバケーションが待ち
受けています！ファミリーはもちろん、大人のエンターテインメントやグルメ
も充実しているので、カップルやご夫婦でも存分に楽しめるのがいいとこ
ろ。ホテル、パーク、ダイニングやショップのすべてが徒歩圏内にあるので、
移動時間を気にすることもありません！数⽇の滞
在ではとても満⾜できないマジカルな
体験を、カリフォルニアならで
はの爽やかな気候と開放感

P4 〜 P5 ディズニーランド・パ ーク

世界初のディズニーランド！

世界で初めて生まれたディズニー・パーク。オリ
ジナルのアトラクションや、ウォルト・ディズニー
ゆかりのスポッ
トを巡る楽しみ
もここならでは。

の中で満喫してください！

P8 ディズニーランド・ホテル
P8 ディズニー・パラダイス・
ピア・ホテル

P8 ディズニー・グランド・

カリフォルニアン・ホテル＆スパ

P3 ダウンタウン・ディズニー

ショップ＆ダイニングが充実

パークに行く前の朝食や遊びの途中の
休憩、パーク帰りにゆっくり食事や買い
物、エンターテインメントを楽しむなど、
いつでも気軽に立ち寄ることができます。
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※ 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。

P6 〜 P7 ディズニ ー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

カリフォルニアを感じられるパーク。
「ピクサー・ピア」もオープン！
爽やかな気候にぴったりの屋外ライドや、カリ
フォルニアの大自然を満喫できるアトラクショ
ンが楽しめます。大人気の「カーズランド」
、
新たにオープンした「ピクサー・ピア」など、
ピクサー映画の世界もたっぷり！

©Disney/Pixar

ラクターグリー テ
キャ Character Experiences ィン グ

Disney Friends

リゾート内にいるディズニーキャラクターたちと写真を撮ったり、サインをもらいましょう。ここだ
けのコスチュームのキャラクターもたくさん！会える場所と時間はタイムズガイドなどで確認を。

Super Heroes

©2018 MARVEL

ハリウッドランドで、キャプテン・アメリカなど憧れの
スーパーヒーローたちとポーズを決めよう。期間限定
で会える英雄たちも多いのでチャンスを逃さないで。
〔ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク〕

ディズニーPCHグリル

B ドナルドダックの
シーサイド・ブレックファスト

新しく誕生したピクサー・ピアでは、ウッディやバズ
をはじめ、大好きなピクサー映画のキャラクターたち
が待っています！〔ディズニー・カリフォルニア・アドベ
ンチャー・パーク〕

ブエナビスタ・ストリートで、1920 年代ファッショ
〔ディズニー・
ンのミッキーと仲間たちに会おう。
カリフォルニア・アドベンチャー・パーク〕

Star Wars Characters

アナとエルサとおしゃべりするなら、 スター・ウォーズ・ローンチ・ベイでは、
ハリウッドランドのアニメーション・ 『スター・ウォーズ』のキャラクターに
アカデミー館キャラクター・クローズ
会える他、ストームトルーパーもパト
アップで！〔ディズニー・カリフォルニ
ロール中！〔ディズニーランド・パーク〕
©Disney/Lucasfilm Ltd. ©& Lucasfilm Ltd.
ア・アドベンチャー・パーク〕
TM

クター ダイニ
ング
キャラ
Character Dining

NEW

©Disney/Pixar

Anna & Elsa

Cars Stars

カーズランドでは、ライトニング・マッ
クィーンとメーターに会える他、消防
車のレッドや音楽大好きD Jとの遭遇
も。〔ディズニー・カリフォルニア・アド
©Disney/Pixar
ベンチャー・パーク〕

Pixar pals

NEW

B

Disney Princesses

ディズニーランド・ホテルに宿泊のゲ
ストは、ファンタジー・タワーのロビー
でプリンセスや愛すべき仲間たちと
出会うチャンスがあります。〔ディズ
ニーランド・ホテル〕

キャラクターダイニングで忘れられない思い出を。どこも大人気のため出発前の
予約がおすすめです。90日前から受付可能なので早めに計画を立てましょう。

ストーリーテラー・カフェ

グーフィーズ・キッチン

ミッキーの
テール・オブ・アドベンチャー

2018年7月から新テーマに。ビーチス
2018年7月から新テーマに。豊富な
タイルのドナルドとデイジー、スティッ
ファーマーズマーケット・ビュッフェを
チたちと一緒にダンスフロアで波乗
食べながら、ミッキーと仲間たちがマ
りを楽しんだり、海辺の雰囲気の中
ジカルな冒険記を聞かせてくれます。
で食事が楽しめます。〔ディズニー・ 〔ディズニー・グランド・カリフォルニア
ン・ホテル＆スパ〕
パラダイス・ピア・ホテル〕

B

D

朝はシェフ・グーフィー、夜はシェフ・
ミッキーが登場。コック帽やエプロ
ン姿のキュートな仲間たちと写真を
撮ったりダンスに参加しよう！〔ディ
ズニーランド・ホテル〕

B 朝食
L 昼食
D 夕食

プラザ・イン
B ミニ ー＆フレンズ・
ブレックファスト・イン・ザ・
パーク

ミニーと仲間たち、プーさんと仲間た
ち、フック船長、ラフィキなど大勢の
ディズニーキャラクターに会えるパー
〔ディズニー
ク随一の人気ダイニング。
ランド・パーク〕

ダウンタウン・ディズニー
個性的なショップやダイニング＆バー、映画館、ボウリング場、ライブハウ
スなどが集まるダウンタウン・ディズニーは2つのパークと3つのディズニー
直営ホテルの間にある活気に満ちたエリア。滞在中のもうひとつのはずせな
いポイントになるでしょう。夜は、開放的なオープンエアのバーや陽気なス
トリートライブが、カリフォルニアでのリゾート気分を盛り上げます！

▲ ディズニーテーマのキッチン
グッズが揃う
「ディズニー・ホー
ムストア」
もニューオープン
▶ カリフォルニア最大級のディ
ズニーグッズのお店「ワールド・
オブ・ディズニー」
As to Disney a rtwork, logos and properties : © Disney
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ウォルトの夢が詰まった、世界初のディズニーランド

ディズ ニ ー ラ ンド・パ ー ク
1955 年に誕 生した、世 界 初の
ディズニーランド・パーク。当時か
ら継がれるオリジナルのアトラク
ションや、パークの創設者ウォル
ト・ディズニーゆかりのスポット、
本場アメリカならではのハイレベ
ルなショーやパレードなど、きっ
と新たな魅力と発見に心躍らせ
ることでしょう。60年以上経った
今も、ディズニーパークのイマジ
ネーションは常にここから発信さ
れています！

眠れる森の美女の城 ベルとゲスト

ディズニーランド鉄道
ミッキーのトゥーンタウン駅

ミッキーのトゥーンタウン

パレードルート

フロンティアランド

11

クリッターカントリー

ファンタジーランド

12

10
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8

7

14 15

9

6

ディズニーランド鉄道
ニューオリンズ・スクエア駅

5

トゥモローランド

1

ディズニーランド鉄道
トゥモローランド駅

16

4
2

ニューオーリンズ・スクエア
アドベンチャーランド

3

メインストリートUSA
ディズニーランド鉄道
メインストリート駅
トゥモローランドとダウンタウン・
ディズニーを結ぶモノレールは、
ゆったり気分で上空からパーク
の景色を楽しめます。 MAP 15
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11 月中旬から１月初旬のホリデ
ーシーズンのパークは、煌びやか
なデコレーションで大変身！ぜひ
一度は体験してください。
※ 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・ディズニーの
夢と想いを探検してみよう
「親子が一緒に楽しめるような遊園地をつくりたい」。ウォルト・ディズニーが壮大な夢として思い描いて
いたテーマパーク構想から15年の歳月を経て完成したのが、ここ「ディズニーランド・パーク」。彼が創
造した唯一無二のパークには、ディズニーランドの歴史や知られざるエピソードがたくさん詰まっていま
す。パーク誕生のきっかけとなった回転木馬（キングアーサー・カルーセル）や、鉄道好きな彼が最も
こだわったディズニーランド鉄道、ゲストを眺めていた消防署の２階の部屋…、そして、レストラン（P5）
では思い出のメニューもチェックしてみましょう。ガイドの説明を聞きながらウォルトの軌跡を巡るツアー
（※有料）に参加するのもおすすめです。

これだけは押さえておこう！
ミッキーの魅力マックス！

本物の潜水艦に
乗って…

ミッキーとヴィランズの戦いを特殊効果で表現し
た大人気のナイト・スペクタキュラーが昨年パワー
アップ。最先端技術でより美しく、
ライブ感溢れる
シーンが増えてこれまで以上にワクワク！
【ファンタズミック！】 MAP 6

黄色の潜水艦に乗り込み、
映 画『ファインディング・
ニモ』
の仲間たちに会える
海底世界の旅に出発。
【ファインディング・ニモ・
サブマリン・ヴォヤッジ】
MAP 14

Inspired by Disney·Pixar’s “ Finding Nemo.” ©Disney/Pixar

1/100 のマッターホーンを駆け抜ける！
1/100 サイズに縮尺したスイ
スのマッターホーンの雪山を
ボブスレーで走り抜けよう。
他にはないスリルが待ってい
ます！
【マッターホーン・ボブスレー】

見習い魔法使いのミッキーと大勢のディズニーキャラクターたちが冒険の世界に誘う、
ファンタジーランド・シアターの豪華なライブショー。
【ミッキー・アンド・ザ・マジカル・マップ】MAP 11

MAP 13

スター・ウォーズの世界を新発見

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

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ

Coming
Soon!

ディズニーランド・
パークに新たに誕
生する待望のテー
マランドは、2019
年夏に完成予定。
お楽しみに！
映画で使用された貴重なアイテムの展示やメイキ
ング映像、
『スター・ウォーズ』
の人気キャラクター
とのグリーティングやゲームなど、
見て遊んで大満
足！【スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ】MAP 16

こちらもお見逃しなく！

美しいおとぎの村「ファンタジー・フェア」
縦一列で滑り落ちる迫力は
ここだけ！
丸太のボートに乗り、
ブレア・ラビットと一緒に
笑いの国を探す旅へ。縦一列のボートはここだ
けで、
ラストの急降下もスピード感たっぷり！
【スプラッシュ・マウンテン】MAP 7

ゴシック様式のおとぎ
の村で、憧れのプリン
セスと会ったり、
プリン
セスたちのコミカルな
ライブ・パフォーマンス
やショッピングをお楽
しみください。
【ファンタジー・フェア】

おとぎの国のカナルボート
帆船コロンビア号 MAP 8
おとぎの国のカナルボート MAP 12
ディズニーランド鉄道 MAP 3

メインストリート駅

ケイシージュニア・サーカストレイン
MAP 10

MAP 9

おすすめのレストラン
カーネーション・カフェ

プラザ・イン

カフェ・オーリンズ

フレンチマーケット・レストラン

ウォルトが大好きだった自家製ミート
ローフやチリビーンズ、
フライドチキン
などの思い出の料理や、懐かしいアメ
リカ料理が楽しめます。美味しい朝食
メニューも人気。

かつて VI P 専用の特別な店だった
「プ
ラザ・イン」
では、今もウォルトの妻リリ
アンが選んだ豪華な調度品を見るこ
とができます。朝はミニーと仲間たち
が登場するキャラクター・ダイニング。

1966 年のニューオーリンズ・スクエ
ア誕生と同時に開店した、ケイジャン
＆クレオール料理のレストラン。店内
にはウォルトがお気に入りの一杯を
楽しんでいたエスプレッソマシンが。

緑豊かな庭園で、
アメリカ河を眺めな
がら伝統的な南部料理を。隣の
「ミン
トジュレップ・バー」
で、
ウォルトが好ん
だミントドリンクやミッキー形ベニエを
注文するのもお忘れなく!

MAP 2

MAP 1

MAP 4

MAP 5

As to Disney a rtwork, logos and properties : © Disney
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カリフォルニアならではのアトラクションを満喫！

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク
カリフォルニアを感じられる唯一
のディズニーパークで、他では味
わえない開放感を満喫しましょ
う。20世紀初頭のボードウォーク
に触発された気持ちの良い景色
の中で屋外ライドを楽しんだり、
新しく誕生した「ピクサー・ピア」
で大好きな映画の中に入り込ん
でください。カリフォルニアの大自
然を体感できるアトラクションや
ダイニング、大人気の「カーズラ
ンド」やマーベルヒーローとの出
会いもあります！

ピクサー・ピア

©Disney/Pixar

ラジエーター・スプリングス・レーサー

パシフィック・ワーフ
パレードルート
カーズランド

12
6

バグズランド

11
7

13

10

14
15

9

16
5

ハリウッドランド

8

1

4

2

17

グリズリー・ピーク

18
3

1

ブエナビスタ・ストリート

1920－30年代のカリフォルニアにタイムスリップ！
伝説のウサギ、
『オズワルド・ザ・
ラッキー・ラビット』
のレトロなグ
ッズが購入できるショップもあり
ます。近くではグリーティングも！
MAP 3

6

「パシフィック・ワーフ・カフェ」で
は、
サンフランシスコのフィッシャ
ーマンズ・ワーフの雰囲気に浸り
ながら、名物のサワードウ・ブレ
ッド・ボウルを。 MAP 9
※ 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。

パークのエントランスエリア「ブエナビスタ・ストリート」は、若き日
のウォルト・ディズニーがスーツケースに夢をいっぱい詰めて降り
立った、賑やかでチャンスに満ちた1920−30年代のロサンゼルス
の街を再現しています。エネルギッシュなストリート・パフォーマン
スを楽しんだり、歴史的な電気トロリーから着想を得た「レッド・
カー・トロリー」に乗車して、ノス
タルジックな街並みを散策してみま
しょう。1937年に世界初の長編ア
ニメーション『白雪姫』が公開され
た「カーセイ・サークル・シアター」
を再現したレストランでは、ハリウッ
カーセイ・サークル・レストラン & ド黄金時代を彷彿とさせる豪華な
装飾も堪能できます。
ラウンジ

レッド・カー・トロリー・ニュース・ボーイズ

NEW

「ピクサー・ピア」6 月 23日 オープン！
映画
『インクレディ
『モンスターズ・インク』
の
ブル・ファミリー』
イエティが作る得意のレ
の世 界 観が楽し
モン味アイスはいかが？
める最高にエキサ
【スノーマン・フロステッ
イティングなコー
ド・トリート】MAP 11
スター。インクレ
ディブルたちと一
のビンボンがテーマのカラフ
緒に末っ子ジャッ 『インサイド・ヘッド』
ルなショッ
プには、
甘い涙のキャ
ンディーや虹色
ク・ジャックを捕ま
の綿菓子、
可愛いグッ
えよう！【インクレ
ズがいっぱい
！
ディコースター】
【ビンボンのスイーツ・
MAP 12
スタッフ】
MAP 13

パラダイス・ベイ南側が、新テーマランド「ピクサー・ピア」とし
て生まれ変わりニューオープン！『Mr.インクレディブル』
『トイ・
ストーリー』
『インサイド・ヘッド』
、そしてすべてのピクサー映画
をテーマにした4つのエリアで、これまでにないディズニー/ピク
サー映画の素晴らしい世界を体験できます。スリル満点の「イ
ンクレディコースター」や、リニューアルした巨大観覧車「ピク
サー・パル・ア・ラウンド」はマストアトラクション。また、世界
初登場のキャラクターグリーティングや、映画のストーリーをモ
チーフにしたユニークなフードやグッズも楽しめます。
©Disney/Pixar

これだけは押さえておこう！
ロケットと一緒にガーディアンズを助け出そう！

気分はラジエーター・スプリングス真っただ中！
個性的なアトラクション、
ジョ
ークに富んだショップ＆ダイ
ニングなど、映画の世界に入
り込んだような体験ができる
「カーズランド」は昼と夜の
両方楽しもう。カラフルなネ
オンが浮かぶラジエーター・
スプリングス、真っ赤に染ま
ったオーナメント・バレーの
美しさもまた格別です !

ゲストはガントリーリフトに乗り込み、
アライグ
マのロケットと一緒にガーディアンズを救う作
戦に参加。
映画さながらの迫力あるシーンと音
楽、全く予測できないフリーフォールのスリル
に大興奮！【ガーディアンズ・オブ・ギャラク
シー：ミッション・ブレイクアウト！】 MAP 5

映画のストーリーと雄大な眺め、時速約65km/hで走る
エキサイティングなレース展開が楽しめるリゾート最大
規模のアトラクション！
【ラジエーター・スプリングス・レーサー】 MAP 6
©Disney/Pixar

©2018 MARVEL

こちらもお見逃しなく！

“ アナ雪”を迫力の
ミュージカルで
歴史あるハイぺリオン・シアターで
『アナと雪の女王』の本格的ミュー
ジカルが楽しめます。豪華な衣装、
最新のエフェクト、素晴らしい歌声
など劇場ならではの迫力は必見！
【アナと雪の女王：ライブ・アット・
ザ・ハイペリオン】MAP 4

世界最大級の
ウォーターショー
世界最大級のウォーター・スクリー
ンに、
レーザー光線、噴水、炎などの
演出効果でディズニー映画の名シ
ーンが蘇る壮観なナイト・エンター
テインメント。季節やイベントなどで
随時アップデートされます。
【ワールド・オブ・カラー】MAP 15

ハンググライダーで
大空の旅へ
空高く、世界中の絶景を巡る冒険に
出発。約 12 メートルもの高さから見
る壮大なパノラマとスリル、心地よ
い風、海の匂いなどリアルな空中飛
行が体験できます。
【ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド】

グリズリー・リバー・ラン
グリズリー・リバー・ラン MAP
レッド・カー・トロリー MAP 1
グーフィーのスカイ・スクール

17

MAP 16

シリー・シンフォニー・スイング

MAP 14

MAP 18

おすすめのレストラン
ランプライト・ラウンジ

ワイン・カントリー・トラットリア

フローのV8カフェ

カーセイ・サークル・レストラン&ラウンジ

ピクサー・ピア入口に位置する、家族
で楽しめるスタイリッシュなシーサイド
ラウンジ。美しいウォーターフロントの
景色を眺めながらガストロパブ料理と
シグネチャーカクテルを 。 MAP 10

ゴールデン・バイン・ワイナリーの花や
ハーブに囲まれた地中海庭園で、美味
しいカリフォルニアワインとイタリア料
理、種類豊富なパスタをどうぞ。

映画
『カーズ』
に登場するガソリンスタ
ンド＆レストランで、
1950 年代の懐か
しいアメリカの家庭料理を。店内の凝
ったインテリアや映画にまつわるショ
ールームも楽しみ。 MAP 7

エレガントなしつらえの中で最高級の
カリフォルニア料理やお洒落なカクテ
ルを。
「ワールド・オブ・カラー」
を優先
エリアで鑑賞できるダイニングパッケ
ージがおすすめ。 MAP 2

NEW

MAP 8

As to Disney a rtwork, logos and properties : © Disney
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カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 直営ホテル
ディズニーならではのこだわりとサービスを提供する3つのディズニー直営ホテルは、どこもパークから徒歩圏内。
移動時間を必要としない利便性を有効に使い、ゆったりとリゾートを満喫しながら夢の続きをお楽しみください。
Disney's Grand Californian Hotel & Spa

ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパ
伝統建築のエレガンスを堪能
カリフォルニアが誇る雄大な自然美と、
19世紀後半のクラフ
ツマンスタイルが魅力の最高級ホテル。2017年末に大幅なリ
ノベーションが施され、新しくなった客室、リフレッシュされ
たロビーやプールエリア、コンシェルジュレベルのラウンジな
ど、より優雅で快適なステイを満喫できるようになりました。
数々の賞に輝くレストラン
「ナパ・ローズ」や、世界最高レベル
のスパ、ゆったりしたプールサイド・カバナなど豪華サービス
が揃っており、ハネムーナーにも最適です。また、ディズニー・
カリフォルニア・アドベンチャー・パークとダウンタウン・ディ
ズニーに直接アクセスできる専用入口があるのもこのホテル
宿泊ゲストだけの特典です！

①

③
①アート＆クラフツスタイルに現代的なアプローチが加わり、これまで
以上の美しさと快適さを実現 ②新たな客室はオレンジの木がテーマ。色
鮮やかなヘッドボードの枝の中で遊ぶチップとデールを見つけよう ③木
をふんだんに取り入れ、雄大な自然美を感じさせる吹き抜けのロビー。
② 大きな石造りの暖炉もある

Disneyland Hotel

ディズニーランド・ホテル
パークの歴史が息づくモダンクラシックなホテル
ディズニーランドの過去から現在に繋がるスピリットとその
軌跡を体感できるマジカルなホテル。ファンタジー、アドベ
ンチャ―、フロンティアの3つのホテル棟はパーク開園時に
あったテーマランドのオマージュとなっており、各ロビーには
クラシック・ディズニーの芸術が飾られます。チキに触発さ
れたトロピカルムード満点のレストランや、懐かしい呼び名の
Ｄ＆Ｅチケット・プール、開園当時のエンブレムなど、あちこ
ちで懐かしいストーリーに出会うことができるでしょう。ホテ
ル内は細部に至るまで上品かつモダンなデザインで統一さ
れており、美しい装飾と最新のアメニティを備えた客室で快
適に過ごすことができます。

①
③
①ファンタジー・タワーのロビーはアリスのティーパーティーをイメージ。
キャラクターグリーティングも開催される ②モダンなインテリアが印象
的な客室 ③かつての人気アトラクションをモチーフにしたモノレール・
② スライド・プールとＤ＆Ｅチケット・プール

Disney's Paradise Pier Hotel

ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル
陽気で明るいカリフォルニアがテーマ
カリフォルニアの明るくカジュアルなライフスタイルとディズ
ニースタイルのホスピタリティを兼ね備えたリゾートホテル。
ガラス張りの天井から陽射しが差し込む明るいロビーには、
ホテルのシンボル、サーフボードを抱えたグーフィーがお出迎
え！ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークを一
望する絶好のロケーションや、遊び心溢れる客室、3階屋上
にあるルーフトップ・プールなどがくつろぎのリゾート・バケー
ションを演出します。カリフォルニアのビーチがテーマのレス
トラン
「ディズニーPCHグリル」では、ドナルドとデイジー、ス
ティッチたちが夏らしいコスチュームで登場します。陽気なブ
レックファストをどうぞ！

①
③
①パームツリーに囲まれたカリフォルニアらしい明るい雰囲気のカジュ
アルなホテル ②太陽をイメージした大きな鏡やビーチ監視員のミッキー
が座る電気スタンドなど、インテリアも陽気で楽しい客室 ③ロビーや各
② 施設、客室の随所にあるサーフボード・モチーフの装飾にワクワク！

ディズニー直営ホテルのスペシャル・サービス
通常より一時間早く
パークに入園可能！

買った荷物は
無料でホテルまで配達

レストランやショップも
便利な後払いシステムで

ディズニーキャラクターの
モーニングコール

滞在中の毎日、2 つのパークのいずれか1つ
に一般のお客様より一時間早く入園できる
エクストラ・マジック・アワーを利用できます。

2 つのテーマパーク内で買った荷物をお泊り
のホテルまで無料配達。だから荷物を持ち
歩かずにパークを思う存分エンジョイできま
す。

ゲストは「キー・トゥ・ザ・マジック」カード
を使って、リゾート内の食事や買い物の代金
を自分の部屋にチャージできる後払いシステ
ムを利用できます。大量の現金を持ち歩かず
に済むので便利で安心。

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！

※曜日により対象パークが決まっています。スケ
ジュールは www.disney.co.jp/park で。

＊録音サービス（英語）
。ご自身でのセットが必
要です。

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

www.disneyland.jp

※ パンフレットの情報は2018年6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。
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