フ ロリダ
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
©Disney/Pixar Slinky ® Dog is a registered trademark of Poof-Slinky, Inc. and is used with permission. Jenga ® Pokonobe Associates. All Rights Reserved.
Tinkertoy ® is a registered trademark of Hasbro, Inc. Used with permission. 2018©Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

お も ち ゃ サ イ ズ で 冒 険 しよう

「トイ・スト ーリーランド」
ディズニー・アニマル キングダム

マジックキングダム・パーク

エプコット
©Twentieth Century Fox Film Corporation
As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney

�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！
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、東京・山手線

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

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

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！

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

P8
〜9

アクセス情報

ディズニー・アニマルキングダム

��な��が����
���
���������
����������
な���が���ます。
�����������
������������
��る��������
���

�������������������ま�は������内���������
������������������������な��������17��。
������������������������ま�は��������40�

P6
〜7
マジックキングダム・パーク
���������������������
������。���く�����������
�������������������いが
���います。

P17
ディズニー・ボードウォーク

P16

1940�����な��������
������������な���。
��り������
���������
��������な�が��ます。

〜17

ディズニー・スプリングス

������������������
������������������
�が�まる���。���������
�����������������
���������������が�
�����な����は��ま���

P10

〜11

P14
ディズニー・ブリザード・ビーチ
�����������いる��が���
る������������������。
��������り�りる�������
������������な���りな�
が���す。

P18
〜19

2

����������
����い�り����
な����������
が�くさ�。������
������が���
る���������す。
������������
�����������
©Disney ©Disney/Pixar ©Hasbro, Inc. All Right Reserved.
Jenga ® Pokonobe Associated. All Rights Reserved.

©Disney/Pixar

�������������
������������

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

ディズニー��ホテル

�������は�
����������が 25 ������す��が�
��
���な��は�����な������������������いな
が�������������な��が��ます。����������
な������す。
���くは�����������

※ 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。

P12

〜13

エプコット
����する��な������が��
�る���������������
������������が���る
����2�������������

P15
ディズニー・タイフーン・ラグーン
�������れ��
����������
��������。�
����������
����������
��������な�が
���ます。

Tips!

もっと

リゾートを 楽しむための ヒ ン ト ！

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！

1

2

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！

�����������������は���
��������は�������������
�����������������ます。��
��り����な������������
���い������される��はありま���
��������な�������ください。 ����������

3

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！

1 �1 ����������場��る��������� � �� � �����
����は�������ま�����する�が����。��� 7 ����
��������場合�1���り���はな��� 4 �� 5 ���*1��なる
�
����ま��1����� 4����������場��る���������
���������������な��������場�
�る�������������な���な������
ある�������合�����合������ま���。
�*1�1 ���������������������������
����������������

リゾート内は豊富な交通機関を使い分けよう

�い���������は��する��ご��なく。�����な�����
��������������������があり������������な
�す���������ます� ま���り��く�������い�い���
は�Ly f t �����������
内��������������
�*2���な������
が��る
��������
�※����。��
�������が�������
����い����������
��くれます� �� 6 �ま���
���������������。
����
����������あり
ます�※���。
�*2�������������������� L y f t ���������������

opening late 2019

ディズニー・スカイライナー

����内���な�������������������
�������が���。�����������が���
�され������������������������
������������いく�����������なが�
��い��������が���ます。ご��ください�

6

4

ゴルフ場やレクリエーションで
アクティブに過ごそう

����まれ������は�������れる�����
�����な���������������������
�������������������な���������
が��。あ��る������������ある�����
�いい�������い������������は����
��������������内 10���あります。

5

キャンプ場には楽しみがいっぱい！

����内�ある���������������������
�����������は�������な������
が��く�����り����������������
����な�が���る����は�����������
�������。�������い��りが��る����。
���������が�場する�������������
������������������������います。

ディズニー直営ホテルに宿泊してお得もゲット！

����������������は���������する���������。�れ�
��������������な���が�������は�����������ありま�
�。さ��������������������が���������り�����く
れます。����������り�������ま�ない����いない�

ディズニー直営ホテルだけのスペシャル・サービス
特典

1

食事代が断然お得に！
ディズニー・ダイニング・プラン

��������内200��������������る
��な�������������������する��が
��ます。���������������ます。

�����������������
特典

2

エクストラ・マジックアワー

��4���������1��������り1���く
���ま�は�����り��2���く�������
�ます。
������������������������������
���������������。
������������������������������
������������������
特典

3

安心の日本語通訳サービス

��������は�������������������
���������������������ご��。

特典

4

移動も簡単！
無料の交通アクセス

�������������������
���������な���������
�������������内�����
�����������������は�
す������り���
特典

5

無料のエアポートサービス

��������������������������
�����������������������ご��い
�だ�ます。����り��������

����������
特典

6

買った荷物を無料でホテルまで配達

����内���������り����ま�����
�。������������いる��������く��
はありま��。
�������������������

特典

7

ディズニーキャラクターからの
モーニングコール

������は�������������������
���

����������������������������
特典

8

ディズニーチャンネル無料視聴

������������������い�だ�ます。
特典

9

無料のWi - F i

��������������������������
����������ご��い�だ�ます。

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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Character Experiences

キャラクターグリーティング
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!

Ra fik i
������������������
������く����な�������
����が��ます。��な����り�
�る�〔ディズニー・アニマルキングダム〕

Disney Friends

Mickey & Minnie

����
�������������
�����������������
�����������������
�。〔ディズニー・アニマルキングダム〕

Elena

���������������������は������
����������������������������
���ます。〔マジックキングダム・パーク〕

Gaston

Cruz Ramirez

Joy & Sadness

Baymax

����������は������
���
��������������ご
す������が���います。〔エ
プコット〕

©Disney/Pixar

�������������������
�����������は�����
���り��り�
�������る��
���。〔マジックキングダム・パーク〕

�������������������������
��3������������な�������
�。〔マジックキングダム・パーク〕

Anna & Elsa

������場
������������
�����������������
������������〔マジックキ
ングダム・パーク〕

Belle

�����������
����������
������������������る
����������る�����2��
���������〔エプコット〕

������������い���
������������������
����が������〔エプコット〕

Green Army Men

©Disney/Pixar
©Disney/Pixar

Coming
in
2019!

�����������������は�
������������が���い
ます。��������������
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

2019 ��������

する����
�����
������������
�����������
��������は�
�����������
���������る
��があります。〔ディ
ズニー・ハリウッド・スタ
ジオ〕

4

※ 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。

Ol af

������������は���������
�が�������������������
��������り��く�れ合��。〔ディズ
ニー・ハリウッド・スタジオ〕

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・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。
朝食

昼食

シンデレラ・ロイヤルテーブル
フェアリーテール・ダイニング
���������������������
�が�い������内�ある�����。
��������������������
���������������な����。
�は������������は�����。
〔マジックキングダム・パーク〕

クリスタル・パレス

夕食

アケシュース・ロイヤル・バンケットホール
プリンセス・ストーリーブック・ダイニング
��������������������
���������く���������る
���な����������ください。�
は��������は����������
��������������。〔エプコット〕

トラットリア・アル・フォルノ
ボン・ヴォヤージュ・アドベンチャー・ブレックファスト
��������い�����������
�����
������������
�����
�������������������が
����ます���は�����������
����������。〔ディズニー・ボード
ウォーク〕

1900 パークフェア
スーパーカリフラジリスティック・ブレックファスト

���������������まれ��
���������������������
��なが�100�����������さ�
�������い�り��������。〔マ
ジックキングダム・パーク〕

タスカーハウス・レストラン
�����������ある����な���
���は�����������������
��なが��
���������������
������れ合�ます。〔ディズニー・アニ
マルキングダム〕

ハリウッド＆バイン
ディズニージュニアのプレイ＆ダイン
ミニーのシーズナルダイン

�は�����������������
�����������い������。
���は���������������
���������������ま���。��
��ご��変�る�����������
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

ガーデン・グリル
チップとデールの収穫祭
�内����が��くり�����場���
が���る����な����������
�������な������
������
����。い���������������
�����������が����ま���
���くれます。〔エプコット〕

シンデレラのハッピリー・エバー・アフター・ディナー
�は����������������さ��
���な�������る���な���
���。���は���������が��
する���������������が��
〔ディズ
�ます。���な���������
ニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ〕

ケープメイ・カフェ
ミニーのビーチバッシュ・ブレックファスト
���な�����������������
��������������������
���������。2018��������
������り���������な��
���������ま��!〔ディズニー・ビー
チクラブ・リゾート〕

シェフ・ミッキー
シェフ・ミッキーのファン・タイム・ビュッフェ
�����がす����る���な����
���������������������
����������が�くる�������
��。��な�����������なく�
〔ディズニー・コンテンポラリー・リゾート〕

オハナ
��������������������
��������������������
��������������。���合�
����������内��り�く���。
〔ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート〕

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney

5

ディズニー史上最大のファンタジーを体験

マジックキングダム・パ ーク
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！

ファンタジーランド

リバティースクエア

8

9

トゥモローランド

10
11

12
15

フロンティアランド

13

14

2
3
1

パレードルート

7

16

6
17

アドベンチャーランド
4
5

【ビー・アワ・ゲスト・レストラン】
MAP 9

メインストリートUSA

緑豊かな風景に広がる
「エンチャンテッド・フォレスト」
����������������い����
��る����������は��く������
�����������する��が��ます。�
����あ�れる���������������
�������は�2�������������

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。

����������
���������

��������があり�����������
��れる�な�������がる������
���まれる������。ま���������
������������り�まれ�����
は���������まま���な�����
が��る����な���������。����
�は���な�����������ま�い��
�な�������る��な����ま�����
��な������ご��ください。

�������������る�
は�
���������
����
����������������
�������������
。��
��る��������が��
�く����������内��
��する 10 ������が�
��ます。
�MAP 17

�����������
���������く���

！

See
mu s t �これだけは押さえておこう
「ハイ・ホー♪」が楽しいコースター

マジカルがいっぱい！
����������������いる������������い���
�。
����内�は���������������くさ���が��れ�
�����������る����【タウンスクエア・シアター】 MAP 5
�����������������������い���������。
������り���
�������������������������
く�������ます。【 7人のこびとのマイントレイン】 MAP 13

野獣やポット夫人になれるかも？

シンデレラ城を彩る2 つのナイトショー
�����くくり����ない 2 ��
�������������なく。��
���������る�������
���������ある������
���������������
����
���が����������る��
まる�����������������
���������。
���������
����������������が
���な�����る���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

グレート・グーフィニの
空中スタントに参加！
���な�������
������
����
�������
���り��
���り���
����������
������。���������
れ�����り��る������
��な��が����ます ! 【バ
ーンストーマー】 MAP 15

イッツ・ダンスタイム！

�����������������り�������い�������������
������。����場��������������る������【エンチャン
テッド・テール・ウィズ・ベル】 MAP 8

アリエルの友達になろう
��������り�����
�� � ��が � � � � � �
�。������������
������������な
�����������。

【アンダー・ザ・シー：ジャーニー・オブ・
リトル・マーメイド】 MAP 11

��な�������������
が���������まる����
い����������まり。��
����������������
������
��は����【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

【アリエルズ・グロット】MAP 12

らもお見逃しなく！
こち
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

�������

�������������

������

おすすめのレストラン
スキッパー・キャンティーン

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

�����������������
�
�����な������������
���
���������な����
�����。
�������が��な��
くれます。 MAP 6

��
����������場����
����������������。
��
������が����������
�������������はい�が�

������場�����������
���
���������������
������なが�� ���� � ��
�����。�内�は�������
�������がい��い� MAP 10

������������������
����ある����������。
�����������������
��
�����������な���い
����があります。 MAP 7

MAP 4

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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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
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！）

ラフィキズ・プラネット・ウォッチ
12

���内�は��������な
い���������
�����
�������������
があり�
�������������な
が������が���ます。

アジア

11

9

10

MAP 11 �����������

13
14

8

15

アフリカ

16
2

ディスカバリー・アイランド

17

1
3

18

7
6

パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター

19

5

ダイノランドUSA

4
20

【ツリー・オブ・ライフ・
アウェイクン】 MAP 2

����
����������������
�������������り�����
������������は�れま����
�����������ま����る����
��変����ま��。��������
���は�く��な������る���

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。

オアシス

�������������は�����
�����され�������������
��る�����������������
�����������な�が���ます。
���ま��く�������が��る�
��������ま���

【リバーズ・オブ・ライト】 MAP 17

想像を超えた世界へ

��������な����
が 200 ���������。�
内�����ま��いる��
�������
あな�����
��る������る����
【ウィンドトレーダー】 MAP 6

��5�����������������
�����������������
���
������������������
。�
��は����������������
������������������い
�������������ま��。�
����������������な��
�����������な�����が
�了される����。���������
����������������が��
��������������������
��な��������る������
�ください。い������������

�������������
�����������。�
�� 3D����������
���いる��な��が��
ます。【アバター・フライト・
オブ・パッセージ】 MAP 5
�������く��い�
�������������
��。�������する�
������い������
��������������
�い�。【ナヴィ・リバー・ジ
ャーニー】 MAP 4

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

See
mu s t う
�これだけは押
さえておこ

！

昼と夜、2 つの
サファリツアー
�������������
��
��������������
���
����な� 34 ����
���������。����
��く�������あり�
��
��ま��������が�
��【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

エベレスト山頂で
雪男に遭遇！？

恐竜時代に
タイムトリップ！

��������������
�������。�����は�
� �な� � ��は������
は� ��������が���
【エクスペディション・エベレスト】

NEW!

先史時代の
パーティー

MAP 16

ダイナミックな 2 つのミュージカル
����������
���������
����な�������� 50��
������������る����
������������な���。
【フェスティバル・オブ ･ ザ・ライオン・
キング】 MAP 8

������������������
����� 6500 ���������。
��い�れ������
�����る��
��な���������������
す。【ダイナソー】 MAP 20

�������������
�����
�����������。����
��������な�������
������が���������
り����います。
【ファインディン
グ・ニモ：ザ・ミュージカル】 MAP 18
Finding Nemo – The Musical is inspired by
Disney・Pixar’s “Finding Nemo.” ©Disney/Pixar

らもお見逃しなく！
こち

�����が��だ���������
����が�
�������������
�����������������な
����り���。
��は������
������������【ドナルドのダイ
ノバッシュ！】 MAP 19

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

�����������

おすすめのレストラン
ティフィンズ

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

����������� 3�����
��な��������������
����������る������
�����。
������������
����る�����。 MAP 3

�RDA�������������
�������������な���
���������な����ま��
�
���������され�����な
����が���ます。 MAP 7

������場����������
���������������
���
�����������。�����
�������い���な����
�������くさ���MAP 10

��い�������内��
����
��な�������������
�������������な���
������な����が���れ
ます。�MAP 14
As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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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
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々なか
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。

Coming
Soon!

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

コミサリー・レーン

トイ・ストーリーランド

グランド・アベニュー

10

スター・ウォーズ：
ギャラクシーズ・エッジ

12

11
13

5

6

4

7
2

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

14

8
9

15
16

3

������������������
����������は�2019���
�����予�。����������
��������な���������く
���が���います� ま������
��は���������������
�。������

1

アニメーション・コートヤード
エコーレイク

17

18

サンセット・ブルバード

ハリウッド・ブルバード
19

opening late 2019
������������������������
���������������
��
������
�����る� ���い��� � �����
��
������な������������
�� MAP 6

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。

ミッキーとミニー の ランナウェイ・レイルウェイ
2019�は������������������
��������������場。� 2 D ����
れる�����������������な��
������������な���������

�����������
��れま�������
�ない�������
�います。3D���は��ありま���

��い����
�����る�
�������
�������
�
���な���
������な�
��な��が�
��る����
�����。
【スリンキー・
ドッグ・ダッシュ】

NEW!

�����が
���������������
�������が������������。
���������������れなが��
���な��������
【エイリアン・スワーリング・ソーサー】
MAP 10

See
mu s t う
�これだけは押
さえておこ

6 月 3 0 日オー プ ン！

���������������
�����る�������が
����� ������は��
������な�������
��������������
������������が�
�ます。�����������
����������り�
����
���������������
�り���������な���
���������������
��な������い��い�
�����������ます。

MAP 12

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

「トイ・ストーリーランド」
���い������
����������
い��
��������
���な4D�����
���������。
【トイ・ストーリー・
マニア！】 MAP 13
����������
����������
�����������
���������い
���������。
【ウッディのランチ・
ボックス】 MAP 11

©Disney/Pixar

！

『スター・ウォーズ』の世界を
ワイルドに楽しもう

『美女と野獣』のロマンスをミュージカルで

����������������������
���������������������
��
�������������な�が���ます。
【スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ】 MAP 14

�������������������する
���
����������が���������
��い����������������【マー
チ・オブ・ザ・ファースト・オーダー】MAP 8
©Disney/Lucasfilm Ltd. ©& TM Lucasfilm Lt d.

�������������な�����������������
�����ます。��������り���れる���な����
�������る�������は���【美女と野獣：ライブ・オ
ン・ステージ】 MAP 17

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！
������り�������
����
����������
���なが��������
�������������
��。������り�����
�� 【ロックンローラー・コー
スター】MAP 16

����������������
����������������
��。
��������������
���������ま�������
���������な���。【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

��な���������れる���������
���。���い����������������
い���な�����������な������
���くれます。【ファンタズミック! 】 MAP 19

らもお見逃しなく！
こち
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
インディ・ジョーンズ・スタント・スペクタキュラー！� MAP
ディズニージュニア：ライブ・オン・ステージ�MAP 15

2
3

�����������
��������������

おすすめのレストラン
ハリウッド・ブラウン・ダービー

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

���コミサリー

������������され�
���
�������
����������。
����れ�����������
なが��
������な�������
�����������。 MAP 9

1950 �����������場��
�����が���。��は����
��な��������������
�が�い�����������が�
り����くる���� MAP 1

�����������だ�����
����������。�い�内��
�����だ������������
��������る��������
なが��������。 MAP 5

������������
�ABC�
��
������������������
��������������。
���
����������������
ます。 MAP 4
As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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近未来都市と世界文化をテーマにした異色のパーク

エプコット
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。

11 ドイツ館

12 イタリア館

アメリカン・アドベンチャー館

��が��くな����
�����
�����������。
���
�������は�������
�����な�� �が���
れます。�����な�����
��
�������。 MAP 13

日本館
中国館
13

ノルウェー館

ワールド・ショーケース

10

メキシコ館

14 モロッコ館

16
9

15

フランス館

8
7
17

イギリス館
3

18 カナダ館

6

2
5

1

4

�����
�EPCOT�
は�
����������
� Experimental Prototype

フューチャー・ワールド

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。

ウォルトが
夢を注いだ
実験的
未来都市

Community of Tomorrow �
����������。�れは�����������
が�����������������������
い�い�い�����������。�������
���������ながる��な����な��
�������くる�������い�い���す。
����������る��なく1966 ����。
���������������は��������
が����������5���1971�����
��ま��。�������なEPCOT��は���
���はなりま�����が�1982�������
�����������が��������な��す。

！

See
mu s t う
�これだけは押
さえておこ
NEW!

2 つの宇宙飛行をバーチャル体験

NASA�������������������
����
���な�����。��������
�され������������は�
�り����
�����な����������������
���
��
ま��く��い���������
��な���������������する��
が��ます。【ミッション：スペース】 MAP 7

ディズニー最速のカーアドベンチャー
���������
������105km
���������
��。������
������� が
�る� �� ���
���������
��する����。
【テスト・トラック】

プチ世界一周旅行に出発！
��な������������ 11 ��������が
���������������
�は����������
な�������は������
�������
����
�
����������ます。��な��������な
が����������������は�
����������
�れる������な
�����は���
���������。
��������なが
������ます。
�モロッコ館】MAP 14

MAP 8

������くる��な����
��な���������が�
がる����。
�������は
�������������り�
�ドイツ館】MAP 11
�����。

���い��が�
���くれる���
�。���な���
���������
���������
��は����が
� ��い����
���す。
【カナダ館】

�������は�
���������
����場����
��な��� ��
��。���な��
��� ��� ��
������な��
�������。
【イタリア館】

MAP 18

エルサが待つ
アイスブルーの世界へ

地球上で最も美しい
景色を眺めよう

MAP 12

地球の過去から未来がテーマ
�����な���������
�������������な�
����������な�� 3 ��
����������������
����。【イルミネーションズ：
リフレクションズ・オブ・アース】
MAP 16

���������������
����
�������������������
い������れ�ます。
�������
���は�����
������������
�����。【フローズン・エバー・アフ
ター】 MAP 10

�������������������
���������る��な�����
��。�12����さ���る��な�
�������������いな����
������いる��な��が���ま
す。【ソアリン】 MAP 1

らもお見逃しなく！
こち
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

���������
�����

おすすめのレストラン
ル・セリエ・ステーキハウス

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

�����������������
����い�����。
��������
�����������
��������
�����な����������。

������され���������が
���な�������������
������ま���������な
�����な�����������
�が���ます。 MAP 9

���������������
��なが��
�����������
��������。��������
����������������� ��
��れなく��MAP 5

����������な�������
���な�����い�������
�����������な����な
����が������������
�。 MAP 15

MAP 17

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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ゲレンデや南国の島にいる気分！

2 つのウォーターパーク
“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
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

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

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

リル満点のアトラクションが目白押しです。

いう設定なので、周囲は “溶 けかけ” の雪景色。世界最速級の

ビル12 階の高さから
“スキージャンプ”！
�������り��さ�37m �
� 60 � � � ��� � � � �
100km��り��る�����
���������������
�����。【サミット・プラメッ
ト】 MAP 7

リフトに乗って山頂まで登ろう
�����������ない��������������������
��������
����� 3 ��������������。【チェア・リフト】 MAP 3

6

12
9

10

7 8

11

対戦型スライダーで
スピードを競おう

「レディー、セット、
スノ～！」

2 ���だ������り��15m
��さ������内�����な
が���������������
��。
����������� 40km
���【ダウンヒル・ダブルディッパ
ー】 MAP 9

8 ����������������
��������い�な������
���������り�ります。
��
�が���がる��な������
�。【トボガン・レーサー】 MAP 11

家族みんなで
大迫力の急流下り

キッズ用の
水上アスレチック

4 � 6�������������
�
���� 366m ����り����

����������������
����
�������な�����く
���が��する��������
������があります。【スキーパ
トロール・トレーニング・キャンプ】

1
4
5

2

3

��。
������く�������
�������が���ます。���
��れ��いな��【チームボート・
スプリングス】 MAP 8

Tips!

サンタとエルフたちが作ったミニゴルフコース
������������������������
�������������������は�����
�����������������が���ます。�
18����は�れ�れ����な���がい��い�
�����り���������。 ※���場�ま�は

�������������������場���予���

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。

MAP 4

らもお見逃しなく！
こち
�MAP
メルト・アウェイ・ベイ
（波のプール）

1

�MAP
クロスカントリー・クリーク（流れるプール）
�MAP
タイクス・ピーク（キッズ用プール）

2

5

�MAP
スラッシュ・ガッシャー（ボディスライダー）

6

�MAP
スノー・ストーマーズ（マット型スライダー／3コース）

�MAP
ランオフ・ラピッド（チューブスライダー／3コース）

10

12

ディズ ニ ー・タイフ ー ン・ラグーン
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

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

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

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

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

しょう。

トレジャー・ラフトで
エキサイティングな航海へ
2017 ������� 4 �

�り�����������
���。2��������
������������
���������な��
��ます。S.E.A. ����
�����������が
�����������
���り��������
������������
��ます。【ミス・アドベン
チャー・フォール】 MAP 11

5

6

7

9

10

8

4

1
2
11

3

12

上っては落ちる！
叫び声は「カワバンガ！
“ウォーター・コースター” （やったぜ！）」
����������������
�����������������
���れ�ま��る����な��
���������。3������
����。【クラッシュン・ガッシャ
ー】 MAP 12

�� 5 ���さ����������
��� 50km�����り��る�
�����������������
���な��������。【ヒュマ
ンガ・カワバンガ】 MAP 9

サーフ・プールをぐるり 10 種類以上の
アクティビティ
と囲む流れるプール
��������れ�������
�����な����������
���な��������なが�
610m �����。
�������
�する����。【キャスタウェイ・
クリーク】 MAP 3

Tips!

122cm����さな�������
��������������。
��
����������������
り�
�������������な�
���く���。【ケチャキディー・
クリーク】 MAP 4

2m 近い波が90 秒ごとに押し寄せる！
��������������さ� 1.8m �����り������。�������
��が�がり�
����がなる�90 �ご���������が����ます�【タイフーン・
ラグーン・サーフ・プール】 MAP 1

プールでサーフィンも楽しめる！
��������は��������ま�は�����
�������������る������������
り�����い��������100 � 3������
����。�������������������
��������は� ※����予�

らもお見逃しなく！
こち
�MAP
ベイ・スライド（ボディスライダー／2コース）

2

�MAP
キールホール・フォールズ（チューブスライダー）

�MAP
メーデー・フォールズ（チューブスライダー）

5

6

�MAP
ギャングプランク・フォールズ（チューブスライダー）

�MAP
マウンテン・トレイル（散歩道）

7

8

�MAP
ストーム・スライド（ボディスライダー／ 3コース）

10

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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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

マーケットプレース

ディズニー・スプリングス
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

ランディング

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）

ウエストサイド

タウンセンター

■ レストラン ■ スイーツ
■ ショップ

■ エンターテインメント

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。

ランディング

ザ・ボートハウス
����������
�な��������
����������。
� � �������
����������
����* ���
���
ます。

ジョック・リンジーズ・
ハンガー・バー
� ��������������
�場する������
������
��������������
�ま��る����な����
������。

モリモト・アジア

ラグランロード・
アイリッシュ・パブ＆
レストラン
���������な���が
�る�������������
�は������������
��が���ます。

�������が���れる�
������� �������
������������。���
�����な���������
���������ま�����
���。
��内�����す !

こちらもcheck
●
●
●
●

SK T 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）

タウンセンター

パドルフィッシュ

ハワイアナス

�����������������いる�����������
��
���������� & ������な����な�������
��い�����ご��ください。3 ����������は���
��������������います。

�����まれ����な��
���������。300 ���
��������������
���り� 1 �が���ります。

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
ナップで堂々出店！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。

ディズニー・スプリングス内に
10店舗以上が揃う

魅惑のスイーツを食べ歩き�
ランディング

D - Luxe バーガー
������な���
�������が��
�い��は���。�
���い������
������なが��
�������する�
��すす��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。

コカ・コーラ・ストア

ユニクロ

����が���な��内�
は�
���������な����
������������
���
����� ����������
������������。

��������������
���く�� 2 �������。
�������り��だ���
��
������������
�����������ます。

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）

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 」
。

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」
。

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。

マーケットプレ－ス

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
�����������
���は�
������
������が 2 �。�
�い�����
�����
���があります�

ワールド・オブ・
ディズニー
ドッグサイド・マルガリータ

T - R EX

1960 �������������
�����������������
�����。��り�������
����������
�������
������������ください。

����������
����く��な��
����な�����
����が��る��
��な�����。

�������������
�。�い�内は12 ����
��れ��り�������
�������������
�������な�あ��る
��������が�います。
��ま���く�い��い�
�������� !

こちらもcheck
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）
●
●
●

●

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。

ウエストサイド

ディズニースタイル
������������������
�������������され��
�
����な�����������が�
�������������。

ハウス・オブ・ブルース
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

こちらもcheck
�������
��
����な���
��な�����
���。����
は�������
��る�����
��が���ます。

��������������������122m �
���������������。8 �10 ����
���������������16km �ま���る
360������い����了される�������

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）
●
●

●

●

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
（※入場料はかかりません）
散歩も素敵です。
E S P N クラブ

フライング・フィッシュ
���������������
����な�内������な
���������������
�
�����な��������
�る�������。
������
���あります。

トラットリア・アル・
フォルノ

ビッグ・リバー・グリル＆
ブルーイング・ワークス

��������������な
�����な����な����
������������ます。
���は�����������
が�場 �
! P4 ���

����内���������あ
る�����。
���������
��ま��り���������
��������
�����
���
����な�����。

100 ����������
�����������る�
�が��る�������。
�
�������������
��������ください。

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）

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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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！

ディズニ ー��ホテル
ウォルト・ディズニー・ワールドには、ディズニーならでは

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、

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

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

なんと25以上も！アフリカのサバンナや南太平洋の島、

直営ホテルに宿泊すると、現地での滞在をより快適にし

アメリカ植民地時代、西武開拓時代など歴史を象徴する

てくれる特典もいっぱいです。詳細はP3をチェック！

��い��は����������

デラックス・
リゾート

w w w.disneyworld.jp/hotel

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。

�������な�����

ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ

�������������
�������������
����� 4 ���������
� ������
���������������
����������������
������
���������������������������
���������

����������������
�����
�����������

���������は���200 �
����が���������
が���る��な�������。
���������������
内���まれ���������
�����り���������
����ご�る����。���
な��������あ�れる��
����だ����������
�����ます。��������
���������い����い
�����す。

20�������な�������������

ディズニー・ヨットクラブ & ビーチクラブ・リゾート

�������������
���������������� �������������
����������������� ��������
����������

���������������������������
������������������

���������������
����������������
��

���������������
あ���������������
����������������
�い�������������
�な�����。�������
�����������ある��
������� 3������さ
��る����������な�
�����はす�������
する��が��ます。������
���������������
���内�い���な���あり
ます。

��������������������

ディズニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆ スパ

�����������
��
����
���������
���������������� ���
�������
��������
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� 20 �����������������������
��������
※ 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。

���������������
���������
��������
���
�������������

���������な������
�������������が�
れる�������������
�����な��な����な�
������が����る���
���������。�����
��い������������
������ます。������
�������ま�は������
����������� 1�。�
��������が������
る���あり���������
�な������が���います。

その他のデラックス・リゾートホテル

モデレート・
リゾート

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

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�������

20 �������������������
�������������
���������
�������������
��������
��������������

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。

����������い�������が���

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
������������������
�は�������������さ��
��������る���������
���
�����が���������
�������る��な�������
����があり�2 ������は���
���������� ���������する��が��ます。
��������� ま������������������
��������� ����る�������い���な
��������� が��さな��������る��いい
��������
�す�。
��������
�� ��� � ��
��������
���������
��������
���������
����

����������
����������
�������
���
���������
������� � �
�� � � ��� �
�������������������
���� ��������
����
��������������������

その他のモデレート・リゾートホテル

バリュー・
リゾート

ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート

ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート

������������������������
�������
������������������
������������������������
������

�����������������������
�����������������������
�������������������
���
��������������������

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。

�����������������り��だ���

ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート

����������

©Disney/Pixar

��������������
������
��
���������
�����������
� 4 ����������������
����。����������だ�
������い��������り�ま
��������������
れ���ま����が�������
�����
���な����な����ごす��
�����������������
が��る����。�������は�
������������
����������が��れ����
������������
��������ご���������
����������
��������い�だ�ます。
©Disney/Pixar

その他のバリュー・リゾートホテル

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
������������������������
������
������������������
���3�������������

��������������
������������������������������
����� / �����
������������������������
����� / ��������
������

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート
20 ���������������������

����������������������
���������������������
��
���������������

As to Disney a r twork, logos and properties : © Disney
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート 年間イベント
1月上旬

���� � ����� � ����������������

ウォルト・ディズニー・ワールド・マラソン・ウィークエンド
����内���������り��る����な���
�����。���������������������な
���な���があり�����な����ます。���
�は����������������������す�
��������������������が��れます!

1月中旬～
2月下旬

�����������������
����������������
����������������
����������

www.rundisney.com/ja/about/

�����

3月上旬～
5月下旬

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
�����������る��く����
����が����る�����す。���
は��な��������������が
あ������れ�����������
る�����。�������������
������る�����������い
����������な����は��ま
��。���な��������あります。

7月～
8月頃

����������������������

���������������
��く�る��な�������
は����な��������く
れる�����ご����います。
ま���������������
�����������
������
������な���������
�な��������います。

9月上旬～
11月中旬

�����

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
������������
�����。���は30 �
������������
�が�����������
ります。�����が�い�
�������な�����
��ま���。������
�������������
��������ます。

12月31日

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���������な��は�����。���内は��
�����������������
��れ������������内�
����������は�����
�����が��ます。������
��������������る��
���������な�����な�
��な����が�な�れます。

8月中旬～
10月末

サマーイベント

�����

�������������

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
�������������������ま
る��������������。����
����������������������
��������������������
�����������な������な�
���が���������り������
��ま���。 ������������

11月初旬～
12月下旬

����������������������

クリスマスイベント

����������は����������������
�����な����が��されます。�����ご��。

����������������������

ニューイヤー・カウントダウン

����31��3�������
�は � ��ま� �������
�����������います
����������������
��く�。��0�が��く���
�����が�まり���な��
が����ります。��な����は��ない�����
まま�ま��り�がり��い���る�����ま���。

�������������
�����������

�����������
�������

��る���������が
�ま�����������
�����������まる
�������。�����
な�������������
����������な���
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