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※  ディズニーランド・パークおよびディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークへ
の入園には、当日有効なパークチケットとパーク入園予約の両方が必要です（3歳以上
のゲストすべて）。また空き状況によりパーク入園予約ができないことがあります。

※  掲載の写真やシーンは現在の状況や体験と異なる場合があります。ディズニーランド・
リゾートでの最新の健康・衛生と安全対策およびその他重要事項については公式サイト
をご確認ください。

ディズニー、ピクサー、
スター・ウォーズ、アベンジャーズ

         の世界へ！

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 公式 Instagram

 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！ 誕生したディズニーランド

2つのテーマパークと、レストランやショップが集まる「ダウンタウン・ディズニー」、3つ
のディズニー直営ホテルがあります。数日の滞在ではとても遊びきれないほどのアク
ティビティーがあるので、3泊以上の滞在がおすすめです！
また、ハロウィーンやクリスマスなどのシーズナルイベントも人気で、この時期は早期
予約が必須。いつもとはまた違う賑やかな雰囲気が楽しめます。

おとなと子どもが一緒
に楽しめる場所を造り
たいと、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1955
年7月18日に完成し
たのが、ここカリフォル
ニアのディズニーラン
ド・パーク。オープン初日、ウォルトは「ディズニーランド
は永遠に完成しない。世界に想像力がある限り、成長
し続けるだろう」と語っています。当時から人々に愛さ
れ続けるには、常に新しい発想とアイディアでパークを
改良し続けていく必要があると気づいていたのです。そ
してその言葉通り、60年以上経った現在もディズニー
ランドは常に新しい夢と魔法にあふれ、世界中の人々
を驚かせています。

クラシックディズニーの世界から『カーズ』ほか人
気のディズニー＆ピクサー映画、憧れの『スター・
ウォーズ』、そして『アベンジャーズ』の世界観にも
没入できます！
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ディズニーランド・リゾートのテーマパークに入るには、3歳以上
のゲストは全員、有効なパークチケットに加えて事前入園予約が
必要です。まずは“Know Before You Go”（ご旅行にあたって
の留意事項）をご確認ください。入園予約は“My Disneyland”

（マイ・ディズニーランド）のサイトで行うので、最初に“Disney 
account”を作成してください。My Disneylandはディズニーラ
ンド・リゾートへの旅行に必要な事前手続きを行う英語のサイト
です。

ご旅程が同じご家族やご友人が個別のアカウントを作成せ
ず、代表者1名が全員分の入園予約を行う場合はログイン後に
“Family and Friends”のリストを作成してください。パーク入
園予約は同行者全員分必要です（3歳未満は不要）。入力する
際、全員のお名前（アルファベット表記）に間違いがないよう充
分ご確認ください。
注：各自で入園予約を行う場合、このステップは省略できます。

同行者リスト作成2

重要事項

アカウントと同行者リストができたら、有効なパークチケット
番号と全員分のお名前をリンクさせます。パークチケット番号
はお申込みの旅行代理店にお問い合わせください。
注：同日程でディズニーランド・リゾートの直営ホテルでの宿泊
予約をお持ちの場合は、お申込みの旅行代理店から案内され
る“Resort Confirmation”（直営ホテル予約番号）を所定の個
所に入力し、ご自身のアカウントにホテル予約をリンクさせて
おくと便利です。

パークチケットの番号をリンク3

続いてパーク入園予約を行います。My Disneyland内の
“My Theme Park Reservations”から“ Book Theme Park 
Reservation”を選び、入園したい日付とパークの空き状況を
確認して全日程分の入園予約を行ってください。同行者がいる
場合は全員分行う必要があります。
注：パークホッパー・オプション付きチケットをお持ちの場合は
午後1時以降に事前入園予約なしでもう一方のパークに入園で
きます（空き状況により入園できないこともあります）。

パーク入園予約4

予約した日付とパークはMy Disneylandの“My Theme Park
Reservations”から必ずご確認ください。“Terms & Conditions”

（諸条件）をよく読み、同意した上で “Confirm”へと進み、ご予
約内容およびパークに入園する際に必要なQRコードを受信す
るためのメールアドレスをご入力ください。QRコードはディズ
ニーランド・リゾートのパーク入園時に提示を求められます。

予約の確認、メールアドレス入力5

“ StartYourDisneylandExperience.com ”に“Sign In”
からログインします。
アカウントをお持ちでない場合は“Create Account”から
Disney accountを作成してください。必要事項の入力には
半角英数字のみをお使いください。日本語や全角英数字はエ
ラーの原因となります。すでに他のアメリカディズニーリゾート
でアカウントをお持ちの場合は同じアカウントをお使いいただ
けますが、日本のディズニー公式サイトなどでディズニーアカウ
ントをお持ちの場合は別のメールアドレスでMy Disneyland
の新規アカウントを作成することをお薦めします。

My Disneyland にログイン 
または アカウント作成

1

ディズニーランド・リゾートのテーマパークに入るには、パークチケットの他、事前の入園予約が必要です。
ここでは、パーク入園予約方法についてご案内します。

パーク入園予約に関するディズニーランド・リゾートへのご旅行準備

Start Your Disneyland® Experience

Disney Genieのメニューやサービスは、ご到着後にダウンロードできるDisneylandアプリ内のデジタルツール上でお使い
いただけます。Disney Genieはアメリカ国内での利用を目的としており、英語での対応となります。

Disney Genie/Genie+について

パーク入園予約は空き状況表で確認できる期間分のみ行えます。
空き状況によりパーク入園予約が取れないことがあります。パーク入園
予約は予約の確認を行うまで確約されません。
1日に取得できるパーク入園予約はお一人1パークのみです。
パークホッパー・オプション付きチケットをお持ちの場合は最初に入園
したいパークの入園予約を行ってください。同日午後1時以降にもう一方
のパークに入園できます（空き状況により入園できないこともあります）。
複数日分のパークチケットをお持ちの場合は全日程に対してパーク入園
予約が必要です。
ディズニーランド・リゾート直営ホテルにご宿泊予定で有効なパークチ
ケットをお持ちの場合も必ずパーク入園予約を事前に行ってください。
直営ホテル宿泊はパークへの入園を保証するものではありません。
空き状況を鑑み、ディズニーランド・リゾートへのご旅行が決まったらす
ぐにパーク入園予約を行うことを強くお薦めします。

テーマパークへの入園方法

StartYourDisneylandExperience.com パーク空き状況表

2 As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
※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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何世紀も隠されていた古代遺跡のサンクタムでド
クター・ストレンジと会い、ミスティック・アーツの秘
密を学びましょう。夜になると、サンクタムは鮮やか
な色と光で輝き、神秘のエネルギーで脈動します。

神秘的な古代の聖域を散策エンシェント・サンクタム

キャンパス中心部にあるアベンジャ
ーズ本社ビルではヒーローの何人
かに遭遇し、彼らがコマンドセンタ
ーを守るための準備を見ることが
できます。屋上に駐機された輝くク
インジェットにも注目！

スタイリッシュな
アベンジャーズ本部

アベンジャーズ・ヘッドクオーター

映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』をテーマにした
フリーフォール型アトラクション。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ガーディアンズを救
う作戦に参加します。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動きがスリル満点！

ロケットと一緒に
ガーディアンズを助け出そう

ディズニーアニメーション
の音楽と映像の世界を巡
る3Dシアターアトラクショ
ンに、ピクサー映画『リメン
バー・ミー』のシーンが加
わりました。ミュージカルナ
ンバー「ウン・ポコ・ロコ」と
ともに、陽気でカラフルな“死者の国”を旅しましょう。

陽気でカラフルな死者の国へ
ミッキーのフィルハーマジック

ゲストはマルディグラの祭りに参加するティアナ
と一緒に、映画のパワフルな音楽に満ちたミュー
ジカルアドベンチャーに出掛けます。

『プリンセスと魔法のキス』
テーマにリニューアル

スプラッシュ・マウンテン

★ また、2022年4月22日からはディズニーランド・パークでメインストリート・エレクトリカル・パレードとディズニーランド・フォーエバー、２つのナイトタイム・スペクタキュラーが復活し、夜の
パークを彩ります。

ジャングルクルーズに新たなバックストーリーとキャラクター
が追加されました。この探検では、20年以上前に姿を消した
メコン・メーデン号や、サイにお尻を突かれている不運なスキ
ッパーとS.E.A.メンバーたちにも遭遇します。

“gnu” magic（“ヌー”マジック）がいっぱい
ジャングルクルーズ

アニメの世界を
3Dメガネなしでリアル体験
短編アニメーション『パーフェクト・ピクニック』の
世界を、最新技術を使った立体感ある映像で楽
しめます。グーフィーが運転する機関車に乗って、
オープンカーでピクニックに向かうミッキーとミニ
ーを追走しながらハプニング満載の冒険に出発！

ミッキーとミニーの
ランナウェイ・レイルウェイ

白雪姫のライドアトラクシ
ョンがリニューアルされ、
幸せのその後のストーリー
まで楽しめるようになりま
した。新しい音楽や最先端
のアニメーションシステム、
LEDブラックライトなどを
導入し、これまでとまったく違う方法でおとぎ話を祝います。

白雪姫のハッピリーエバーアフターの物語
スノーホワイト・エンチャンテッド・ウィッシュ

幽霊たちの住む呪われた館もアップデート。庭園にはペット
たちのお墓が整備され、キューライン（待ち列）には「April to 
December」の肖像画が登場。近づくと、若くて美しい女性が恐
ろしい変化を遂げていく様子を見ることができます。

さらにミステリアスな館に
ホーンテッドマンション

注目の
テーマランド

初公開のアーマー、マーク80を
着用したアイアンマンにも出会
えます。

キャンパス内には、そのほかにもアベンジャーズのお気に入り
“シャワルマ”のラップが食べられる「シャワルマ・パレス」や、銀河系
のおやつを販売する「テラン・トリート」、アベンジャーズ・キャンパ
スのオフィシャルギアやアパレルが揃う「キャンパス・サプライ・
ポッド」「コレクターズ・ウェアハウス」などのショップがあります。

アトラクション特集最新&リニューアル

ピムテクノロジーを使ったフードラボ

アントマン＆ワスプの世界に入り、ピム粒子で自在に拡大・縮小され
たユニークなフードメニューをお楽しみください。6～8人用の超ロ
ングサイズのパニーニ “Pym- in i ”や、実験用シャーレで提供される
キッズ向けPB＆ Jフレーバーラボなど、すべてが規格外！ラボではプ
レッツェルが量子トンネルを通過して巨大化（453g超！）する様子
も見ることができます。

ピム・テスト・キッチン 
─フィーチャリング・インポッシブル™

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！

縮小したバーガーに拡大
したフライドチキンを挟ん
だ「ノット・ソー・リトル・チ
キン・サンドウィッチ」。

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークに昨年オープンした「アベンジャーズ・
キャンパス」は、次世代ヒーローを育成するために作られたテーマランド。キャンパス内は
いくつかのロケーションに分かれ、それぞれ異なるヒーローが特異のパワーとテクノロジー、
知識でゲストを出迎えてくれます。アイアンマン、ブラック・ウィドウ、キャプテン・アメリカ、
キャプテン・マーベル、ソー、さらにはロキのような悪役との遭遇もあるかもしれません！

©MARVEL 2022

地球最強のヒーローが集結！
アベンジャーズ・キャンパス

 お馴染みのアトラクションも続々リニューアル！

新しく誕生したテーマランド「アベンジャーズ・キャンパス」、
そしてアップデートされた注目アトラクションの数 を々ご紹介。Coming soon情報も！

Coming 
soon

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 3目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
※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。



世界で初めて生まれたディズニーパーク。当時から継がれるオ
リジナルのアトラクションや、ウォルト・ディズニーゆかりのス
ポット、マッターホルンの雪山、のどかなストーリーブックの世
界など、ここにしかない魅力と発見がいっぱいです。また、近年

の「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」の誕生やリニュー
アルアトラクションも続々オープンするなど、今もディズニー
パークのイマジネーションは留まることがありません！

ゲストはミレニアム・ファルコンに乗り込み、パイロット、射手、
エンジニアに分かれてミッションを遂行。ゲストの腕次第で
ストーリーが変わるので、乗るたびに違う展開が楽しめます。

“銀河系最速のガラクタ”で
ミッションに挑む

ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・ラン

『ダンボ』に登場するカラフルで小さなサーカス列
車に乗って、丘を越え谷を越え、可愛らしいスト
ーリーブックの世界に出掛けましょう。先頭の特
等席、そり型のオープン席、檻の中、どこに座って
も気持ちのいい風と景色が楽しめます。

停車駅はストーリーブック・ランド
ケイシージュニア・サーカストレイン

イモムシ型ライドでアリスが迷い込んだふしぎ
な世界へ。シュールな景色が広がる曲がりくね
った道を走り抜け、お馴染みのキャラクターと
出会います。パーティーに間に合うよう急いで！

“誕生日じゃない日”に
遅れないで！

ふしぎの国のアリス

パーク最大スケールの没入型アトラクション

レジスタンスの一員となってスター・デストロイヤーに潜入
し、ファースト・オーダーとの壮絶なバトルを体験。大勢のス
トームトルーパーやドロイド、カイロ・レンとの直接対決も！

スター・ウォーズ：
ライズ・オブ・ザ・レジスタンス

注目の
テーマランド

オーガのカンティーナ

DJに転職した元スター・ツアーズのパイロ
ット、キャプテンレックス （RX-24）のおし
ゃべりや音楽を聴きながら、エキゾチック
な酒やドリンクをどうぞ。

陽気な酒場で
銀河の友人たちと語り合おう

“ギャザラー”として知られるグループの秘密のワークショップを
訪れ、彼らの指導のもとオリジナルのライトセーバーを作ること
ができます。隠されたテーマや重要なカイバー・クリスタルの色
を選択して自分だけのライトセーバーを完成させたら、仲間たち
と一斉に起動準備を！

神秘的な店で自分だけのライトセーバーを
サヴィのワークショップ：ハンドビルト・ライトセーバー

銀河系の片隅にある惑星バトゥーで、『スター・ウォーズ』の
一員になったような体験ができる夢のようなテーマランド、「ス
ター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」。憧れのミレニアム・
ファルコンを操縦したり、レジスタンスとファースト・オーダーの
バトルに加わったり、没入感あふれるショップやダイニングを巡
り、ドロイドたちとの出会いを楽しみましょう。さあ、あなただけ
の『スター・ウォーズ』の冒険の旅へ。

映画の中でルーク・スカイウォーカーが
飲んでいたカラフルなブルーミルクやグリ
ーンミルクが味わえます。喉が渇いたとき
にもぴったり。

ルークが飲んでいたあのミルクの味は…
ミルク・スタンド

様々なパーツと色を使って、自分好みのドロイドを組み
立てよう。完成したドロイドはスター・ウォーズ：ギャラ
クシーズ・エッジの様々な要素と相互作用し、プログラ
ミング・チップと付属品を追加すると、より高度なカス
タマイズができます。

アストロメク・ドロイドをカスタマイズ
ドロイド・デポ

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

あなただけの『スター・ウォーズ』の冒険に出掛けよう

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ

※最新 &リニューアルアトラクション情報は P3をご覧ください

ディズニーランド・パーク

ウォルトの夢が詰まった、世界初のディズニーランドウォルトの夢が詰まった、世界初のディズニーランド

4 As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
※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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このパークの
スターバックス

限定マグカップを集めよう♪

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

マーケット・ハウス

ミッキーの想像力でディズニー映画の名シーンが蘇る、大人気のウォータ
ーショーもここから始まりました。近年のリニューアルでは明るく鮮やかな
映像を実現し、こ
こだけの印象的
な演出や迫力の
ライブアクション
を追加。中でもア
ラジンとジャスミ
ンが霧の中を魔
法の絨毯で飛ぶ
“ホール・ニュー・
ワールド”のシー
ンは必見です。

ここだけの斬新な演出をお見逃しなく
ファンタズミック！

『ピノキオ』に登場する巨大クジラ、モンストロに飲み込まれると、そこはデ
ィズニー映画のミニチュアの世界。ピノキオの村をはじめ、白雪姫と7人の
こびとの小屋、エリック王子の宮殿とトリトン王の城など、絵のように美し
いおとぎの国をボートで巡る野外クルーズをお楽しみください。

クジラのトンネルをくぐり抜けると…
おとぎの国のカナルボート

かつてVIP 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
はパークで唯一のキャラク
ターダイニングを実施。

プラザ・イン

エネルギッシュな夜のプロジェクション・ショーでダンスパーティーの雰囲気を楽しもう!メインストリートUSA、眠れる
森の美女の城、イッツ・ア・スモールワールドがノリノリのディズニー音楽に合わせて眩いディスプレイに変貌し、パーク
全体が光に包まれます。特定日には豪華花火の演出も。

DJミッキーのリミックス曲でダンスパーティー！ミッキーのミックス・マジック

ディズニーアニメーション映画『イカボードと
トード氏の冒険』をベースにしたクラシックア
トラクション。豪華なマナー・ハウス内で2人
用バギーに乗り込み、トード氏のワイルドライ
ドを体験 !危険すぎるジグザグ運転でイギリ
スの田舎町を破壊しながら走り抜け、激しい
爆発を起こし、列車とも衝突寸前…果たして
ゲストの運命はいかに？

噂のモーターマニアと
ハプニング満載のドライブへ

トード氏のワイルドライド

伝説の雪男の攻撃を避けながら、1/100に縮尺
したスイスの雪山をボブスレーで疾走するスリル
満点コースター。2つのコースを制覇しよう。

1/100のマッターホルンを
駆け抜ける！

マッターホーン・ボブスレー

ディズニーランド・リゾート内を走るモノレールに乗車して、様々な角
度からの景色を眺めてみましょう。トゥモローランドのアトラクショ
ン上空や壮大なマッターホルンの周りを通り、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・グランド・カリフォルニ
アン・ホテル&スパの間も通過します。トゥモローランド駅、またはダ
ウンタウン・ディズニー駅から乗車できます。

リゾート内を走る“空のハイウエイ”
ディズニーランド・モノレール

鉄道好きとしても知られるウォルトが最も力を注いだ蒸気機関車
は、パーク内を時計回りに一周し、４つの駅に停車します。ミシシッ
ピ川、コロンビア川、ミズーリ川、リオグランデ川の4つのアメリカの
雄大な川に触発された素晴らしい風景や、トンネル内ではグランド
キャニオンと太古の恐竜の世界も楽しめます。

ウォルトが愛した蒸気機関車
ディズニーランド鉄道

おすすめの

©Disney/Pixar

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。

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。

カーネーション・カフェ

マカロニ&チーズ、プルドポークサンドイッチ、自家製プリン、
モンキーブレッド（ペストリー）など、食欲をそそるメニューが
揃うフロンティアランド中心部にある人気レストラン。

リバーベル・テラス

ジャングル・クルーズの隣にあるエキゾチックなバザール風
の屋外レストラン。肉まん、春巻きなどのスナックやドールホ
イップ、パイナップルジュースなど。チキルームにいたオウムの
ロジータにも会えます！

トロピカル・ハイダウェイ

マグやタンブラー他、パーク限定デザインのグッズがお土産にも
大人気。2つの店舗をチェックしよう

ディズニーランド・パーク

本物の潜水艦に乗って…

黄色の潜水艦に乗り込み、『ファインディング・ニ
モ』の仲間たちに会える海底の冒険に出発！

ファインディング・ニモ・
サブマリン・ヴォヤッジ

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 5目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
※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。



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、フィッシャーマンズワーフの雰囲気に浸りながら食事やワイ

ンもおすすめです。ディズニー＆ピクサー映画をテーマにした「ピ
クサー・ピア」や「カーズランド」、2021年にオープンした「ア
ベンジャーズ・キャンパス」など、様 な々体験ができるパークです。

カウガールのジェシーが、『トイ・ストーリー2』に登場す
る荒野の友人たちに触発されたクラシカルな板張りの
カルーセルにご招待します。

56の愛らしい動物たちとスピン
ジェシーのクリッター・カルーセル

ピクサーの仲間たちの装飾が施されたゴンドラに乗って、
46ｍ上空から美しい景観を眺めてみよう。スリルをお好み
の方はスライド式ゴンドラへ！

パラダイス・ベイのアイコニックな観覧車
ピクサー・パル・ア・ラウンド

『インクレディブル・ファミリー』の世界観が楽しめる最高にエキサ
イティングなコースター。映画さながらの高速チェイスを体感！

テレポートしたジャック・ジャックを捕まえて！
インクレディコースター

『インサイド・ヘッド』のライリーの頭の中の“司令部”をイメージし
た家族で楽しめるアトラクション。思い出ボールに乗ってフワフワ
と空を飛ぼう。

カラフルな思い出ボールに乗って空中散歩
インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド

グリズリー・ピークから8人乗りボート
に乗り込み、くるくる回りながら激流を
下るスリル満点のラフティングアドベン
チャー。滝つぼに落ちたり間欠泉に吹
かれたり、びしょ濡れ覚悟で。でも快晴
のカリフォルニアなら大丈夫 !

びしょ濡れ覚悟の
急流下り！

グリズリー・リバー・ラン

無鉄砲なグーフィー教官の指導による飛
行訓練が体験できるミニコースター。ビル
3階の高さまで上昇し、雲が浮かぶ大空
に見立てたコースを縦横無尽に疾走しま
す。激しい蛇行運転や急ターンで振り落と
されないよう、しっかりつかまって！

グーフィー教官の
飛行訓練に参加しよう

グーフィーのスカイスクール

©Disney/Pixar

『モンスターズ・インク』のイエティが作る得意のレモン味アイスや、
『インサイド・ヘッド』のイカリが“怒り”を爆発させた熱気で温めた
ホットドッグはいかが？他にもジョークに富んだお店がたくさん！

パラダイス・ベイに向かう桟橋を渡ると、カラフルなゲートの上でルクソーJr.とピクサーボール
がお出迎え。『Mr.インクレディブル』『トイ・ストーリー』『インサイド・ヘッド』、そしてすべてのディ
ズニー＆ピクサー映画をテーマにした4つのエリアで、ユニークかつアクティブな体験をお楽し
みください。ピクサーの仲間たちによる遊び心あふれるフードスタンドやショップも多数あり、ピ
クサー・プロムナードのバンド・シェルステージではショーやグリーティングも開催されます。

※「アベンジャーズ・キャンパス」の情報はP3をご覧ください

ピクサー・ピア

注目の
テーマランド

4つのエリアで
ディズニー＆ピクサー映画の世界を満喫

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

爽快な屋外ライドや、人気映画の世界観が楽しめる

6 As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
※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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限定マグカップを集めよう♪

巨大な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ショ
ー。季節やイベントなどで随時アップデートされます。

世界最大級のウォーターショー
ワールド・オブ・カラー

空高く、世界中の絶景を巡る冒険に出発。このフ
ライトでは、万里の長城、エジプトのピラミッド、イ
ンドのタージマハルなど、いつかは行ってみたいと
夢見たシーンに出会えます。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
リアルで爽快な空中飛行が体験できます。

ハンググライダーで大空の旅へ
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド

タクシーに乗って
映画のストーリーを追体験
モンスターシティ輸送ターミナルに入ってタクシ
ーに乗り込み、マイクとサリーと一緒に人間の女
の子プーを助けよう。果たして、CDAやランドール
に見つかる前にドアを探し、彼女をベッドルーム
に戻すことができるでしょうか？

モンスターズ・インク：
マイクとサリーのレスキュー

カラフルな海中世界の冒険へ

貝殻型ライドに乗って、映画『リトル・マーメイド』の名シーンとともに忘
れられない名曲の数々をお楽しみください。海底ではオーディオ・アニ
マトロニクスを駆使した多くのキャラクターが登場、高さ約2.3m幅
3.7mの巨大な海の魔女アースラにも注目です！

リトル・マーメイド：
アリエルのアンダーシー・アドベンチャー

短編映画『ミッキーの大演奏会』に触発されたユニークな回転
ブランコ。ミッキーの指揮で「ウィリアム・テル序曲」の「嵐」の演
奏が始まると竜巻が巻き起こり、ブランコはくるくるとつむじ風
のようにパラダイス・ガーデン・パーク上空へと舞い上がります。

スリリングなミュージカル・チェアで
風の中をスイング

シリー・シンフォニー・スイング

©Disney/Pixar

このパークの
スターバックス

フィドラー・ファイファー＆
プラクティカル・カフェ

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

映画のストーリーと雄大な眺め、クライマックスは2台での
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。

毎回予測できないレース展開にワクワク！
ラジエーター・スプリングス・レーサー

©Disney/Pixar

映画『カーズ』の世界を再現した、世界で唯一
のテーマランド。ゲストの皆様は、映画と同じラ
ジエーター・スプリングスの町や壮大なオーナメ
ント・バレーが目の前に現れた瞬間、きっとその
スケールに感動し、興奮することでしょう。町を
散策しながら個性的なアトラクションやキャラク
ターとの出会いを楽しみ、お気に入りのショップ
やレストランでピットストップしたり、家族や仲間
たちとエキサイティングなレースにエントリーを！

真っ赤に染まったオーナメント・バレ
ーや、カラフルなネオンが浮かぶノス
タルジックな夜のラジエーター・スプ
リングスの景色もまた格別です！

映画の舞台となった
“ルート66”の看板。

カーズランド
気分はラジエーター・スプリングス真っただ中！注目の

テーマランド

世界初の長編アニメ『白雪
姫』が初上映された「カーセ
イ・サークル・シアター」を象
徴的に再建したレストラン。
ハリウッド黄金時代の豪華
な装飾の中で、最高級のカ
リフォルニア料理を堪能で
きます。

カーセイ・サークル・レストラン＆ラウンジ

ピクサーの貴重なアート作品やコレクションが楽しめるお洒
落なシーサイドラウンジ。パラダイス・ベイのパノラマビューを
眺めながらガストロパブ料理やシグネチャーカクテルを。

ランプライト・ラウンジ

世界的に有名なサンフランシスコ名物、ブーダン サワードウ
ブレッドボウルに入ったチャウダーをどうぞ。七面鳥のサンド
イッチやミッキー形クッキーを含む豊富なスイーツも人気。

パシフィック・ワーフ・カフェ

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、ナパ・バレーが誇る25種類以上のグラスワイ
ンとイタリア料理、種類豊富なパスタが楽しめます。

ワイン・カントリー・トラットリア

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。

フローのV8カフェ

マグやタンブラー他、パーク限定デザインのグッズがお土産にも
大人気。2つの店舗をチェックしよう

映画と同じショップ、「ラジエーター・
スプリングス・キュリオ」では車のパ
ーツ型のユニークなお土産を。

おすすめの

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney 7目次ページへ戻る※ アトラクションは現在休止中のものがあります。また、掲載写真は2022年2月現在のものと異なる場合があります。
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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、空港からはシェアライドなどを利用し
て1時間程度でリゾートに到着します。ロサンゼルスや有名なビーチエリアに近く、カリフォルニア観光
にも絶好のロケーションです。

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！

ディズニー直営ホテル
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。

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。数々の賞に輝くレストラン「ナパ・ローズ」や、昨年オープンした最新の
「テナヤ・ストーン・スパ」、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・ディズニー両方に直接アクセスできる専用入口があるのもこのホテルだけの特
典。客室ではチップとデールがモチーフのアートワークも楽しめます。

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1955年の
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。チキに触発されたレストランや、D& Eチケット・プ
ールなど、あちこちで懐かしいストーリーに出会えるでしょう。客室はモダンなデザイン
で統一され、美しい装飾と最新のアメニティで快適に過ごすことができます。

1920年代初頭の海辺のパビリオンホテルをイメージしたカジュアルかつエレガントな
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では、サーフボードを抱
えたグーフィーのオブジェがお出迎え！砂浜とサーフィンをテーマした遊び心あふれる
客室やモダンな設備、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。ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークを一望で
きる客室もあります。

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・ホテル

※ このほか、リゾート周辺には数多くのDisneyland®グッドネイバー認定ホテルがあり、

パークとのシャトルバス（※ホテルによって一部有料の場合あり）もご利用いただけます。

陽気で明るいカリフォルニアがテーマ

ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル

ユニークなレストラン＆バー、個性
的なショップ、ボウリング施設やエ
ンターテインメントが楽しめる「ダウ
ンタウン・ディズニー」は、テーマ
パークとディズニー直営ホテルの間
にある活気に満ちたエリア。パーク
に行く前の朝食や、遊んでいる途

中にちょっと休憩、帰りにゆっくり食事や買い物
など、わざわざ出向かなくても気軽に立ち寄れる
のが嬉しいポイント。夜遅い時間でも治安が良い
ので、女性同士やファミリーでも安心です。

伝統建築のエレガンスを堪能

ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパ

ショップ＆ダイニングが充実

ダウンタウン・ディズニー

ディズニーランド・パーク

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

ダウンタウン・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 

ディズニー ランド・ホテル

ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル
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リゾートマップ

アクセス
情報
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