
カリフォルニア

ディズニーランド・リゾート

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」
NOW OPEN

を探検しようウォルト・ディズニーの と

世界初のディズニーパークならではの魅力がいっぱい！

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney



1

2

3

4

5

6

カリフォルニアならではの青空と開放感が最高！

シーズナルイベントも楽しい！

ウォーキングリゾートなので
移動を気にしなくても大丈夫

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。一年中、温暖
な気候に恵まれるこの場所
には、他では味わえない開
放感があります。爽やかな気
候にぴったりの屋外ライド
や、オープンエアのダイニン
グ、ライブなどが一層バケー
ション気分を盛り上げます！

リゾート内をすべて歩いて移動できる
気軽さも魅力。テーマパークと直営ホ
テル、ダイニングやショップなどが集ま
るダウンタウン・ディズニーはすべて徒
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！遊び疲れたらホ
テルに戻って休憩したり、夜も時間を
気にせず、ぎりぎりまでアクティビティ
ーを満喫できます。

ウォルトの想いを体感できる
唯一無二のディズニーパーク

カリフォルニアの「ディズニーランド・パーク」は、ウォルト・ディズニ
ー自ら構想・指揮して誕生した、唯一無二のディズニーランド。至る
ところでウォルトの夢やビジョンに触れられるので、きっとあなたの
胸にも響くはず。知れば知るほど、ディズニーパークの新たな魅力を
発見きるでしょう。（P7も参照）

幼い娘とよく遊びに出掛けていたウォルトは、ふと、
娘たちは楽しんでいるのに自分はベンチに座って
いるだけの状況に気づき、なぜ親も子も一緒に
楽しめる場所が存在しないのか、それを造るべき
ではないかと考えました。それがディズニーランド
計画の始まり。そして壮大な構想から15年後の

1955年7月18日、ついにカリフォルニア州アナハ
イムにディズニーランドを完成させたのです。
その日、彼は「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。その言葉通り、60年以上経っ
た今も常に進化し続けているのです。

ディズニーランド誕生ストーリー

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、空港からはシャトルバス、リムジンバス、タクシー、レンタカーなどを利用して1時間程度でリゾートに到着します。
バスと鉄道の利用も可能です。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。

アクセス
情報

ディズニーランド・リゾ
ートでは、年間を通し
て様々なイベントを行
っています。中でもハロ
ウィーンやクリスマス
のホリデーシーズンは
華やかなデコレーショ
ン、期間限定のアクティ
ビティーなど、いつもと
はまた違う楽しみがあ
ります。これらの時期
は早期予約が必須で
すが、ぜひ現地の賑や
かな雰囲気も味わって
みてください。

ディズニーランド・リゾートここがおすすめ！

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！

©Disney/Pixar
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ダウンタウン・ディズニー P.8

ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパ P.8

ディズニーランド・ホテル P.8

ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル P.8

3
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爽快な屋外ライドや、人気映画の世界観が楽しめる

カリフォルニアの大自然を満喫できるアトラクションやダイニング、ピクサー映画をテ
ーマにした「カーズランド」「ピクサー・ピア」、そしてアベンジャーズの世界もたっぷり味
わえる、多くの楽しみに満ちたパークです。

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク P.5

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など、ここだけにしかない見どころが満載。2019年には「スタ
ー・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」がオープンしました。

ディズニーランド・パーク P.4

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。



ディズニーPCHグリル 
（※金・土・日のみ    ）

「ドナルドダックの
  シーサイド・ブレックファスト」

   ドナルド、ミニー、デイジー、スティッチ
   ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル
     ビュッフェ

プラザ・イン 
「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
     ディズニーランド・パーク
   ビュッフェ

ナパ・ローズ  （木～月  ）
「ディズニープリンセス・
 ブレックファスト・アドベンチャー」

   大勢のディズニープリンセスたち
   ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパ
   コース料理
※ ディズニープリンセスたちとのアクテ
ィビティー、親密なストーリータイム、
フォトロケーションでの記念撮影、
プレミアムな記念品がついています。

カリスマデザイナー、エドナ・
モードと会うときはおしゃれ
を忘れずに！ダサいとチェ
ックされちゃうかも…？
〔ディズニー・カリフォルニア・
アドベンチャー・パーク〕

Edna Mode

ブエナビスタ・ストリートで、1920年代のレトロな
コスチュームを着たミッキーと仲間たちに会おう。
〔ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク〕

Disney Friends

美しいおとぎの村「ファンタジーフェア」では、
プリンセスと触れ合ったり、コミカルなライ
ブ・パフォーマンスが楽しめます。
〔ディズニーランド・パーク〕

Disney Princesses

Character Greetings

CharacterDining

リゾート内にいる大勢のディズニーキャラクターと一緒に写真
を撮ってサインをもらおう！会える場所と時間はタイムズガイ
ドなどで確認を。

Chewbacca
「スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ」でチューバッカ
他、スター・ウォーズのキャラクターと話せるハイ
パーな出会いを。〔ディズニーランド・パーク〕

カーズランドでは、ラ
イトニング・マックィ
ーン、メーター、ラミ
レスなど、お茶目な
仲間たちが表情豊
かに撮影に応じてく
れます。〔ディズニー・
カリフォルニア・アドベ
ンチャー・パーク〕

Cars Stars

ディズニーアニメーションで、アナとエルサに
新しい冒険の話を聞いてみよう。〔ディズニー・カ
リフォルニア・アドベンチャー・パーク〕

Anna & Elsa

ハリウッドランドで、憧れ
のアベンジャーズ・ヒーロ
ーたちとポーズを決めよ
う。期間限定で会えるヒ
ーローも！
〔ディズニー・カリフォルニア・
アドベンチャー・パーク〕

Super Heroes

ピクサー・ピアのトイ・ストーリー・ボードウォ
ークでは、ウッディとバズをはじめ、大好きな
おもちゃの仲間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〕

Pixar Pals

一生の思い出に残るような豪華なキャラク
ターダイニングも登場！どこも大人気のため
早めの予約を。90日前から受付可能です。

ストーリーテラー・カフェ   
「ミッキーの
  テール・オブ・アドベンチャー」

   探検家スタイルのミッキーと仲間たち
   ディズニー・グランド・カリフォルニアン・
　 ホテル＆スパ

     ビュッフェ

   シェフ・グーフィー、コック帽やエプロン姿
の仲間たち
   ディズニーランド・ホテル
   ビュッフェ

グーフィーズ・キッチン  

朝食　   昼食　   夕食　   登場キャラクター　   ロケーション　   食事タイプ　　

ミート&グリート

キャラクターダイニング

New

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar
©2019 MARVEL
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銀河系の片隅にある惑星バトゥーで、あなただけの『スター・ウォーズ』の冒険に出掛けよう

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

D J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
オーガのカンティーナ

BBまたはRユニットのオリジナルのドロイドを作ることができ
るワークショップ。完成したドロイドが起動する瞬間は感動！

自分だけのドロイドをカスタマイズ
ドロイド・デポ

ミレニアム・ファルコン：
スマグラーズ・ラン

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も変わります。

乗るたびに違う展開が楽しめる

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・オーダーとのバトルに参
加しよう！　＊2020年1月17日 OPEN

パーク最大スケールの
没入型アトラクション

スター・ウォーズ：
ライズ・オブ・ザ・レジスタンス

⬆ここはディズニー映画のミニチュアの世
界。印象的なお城や村を巡るファンタジック
な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

⬆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

⬅⬇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のマッターホーンを
駆け抜ける！

マッターホーン・ボブスレー

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

ファインディング・ニモ・
サブマリン・ヴォヤッジ

⬆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！

本物の潜水艦に乗って…

 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・レストランのおすすめ

「眠れる森の美女の城」は、世界で最も有
名な撮影スポットの1つ。パークの最新グ
ッズでキメた自分の後ろ姿や可愛いフー
ドと一緒に撮る旬な写真が「いいね！ 」

ディズニーランド・パーク

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ

ウォルトの夢が詰まった、世界初のディズニーランド

⬆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。新バージョンでは美しい映像や迫力の
ライブアクションが楽しめます。

ここだけの最新の魔法を
お見逃しなく

ファンタズミック！

ミッキーとプリンセスたちの豪華ライブショー
⬆魔法の地図をテーマに、見習い魔法使いのミッキーとディズニー名作映画
のキャラクターたちが冒険の世界に誘うライブミュージカル。

ミッキー・アンド・ザ・マジカル・マップ

“映え”パークの スポット

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。



人気の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ができますピクサー・ピア

パラダイス・ベイの
アイコニックな観覧車
⬆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！

ピクサー・パル・ア・ラウンド

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！

インクレディコースター

“アナ雪”を迫力のミュージカルで
⬅ハイぺリオン・シアターで上演される本格的ミ
ュージカル。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

毎回予測できない
レース展開にワクワク！
➡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。

ラジエーター・
スプリングス・レーサー

ロケットと一緒に
ガーディアンズを助け出そう！
⬅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。こ
れまでに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！

カラフルな思い出ボールに
乗って空中散歩
⬅『インサイド・ヘッド』のライリーの頭の中
の“司令部”をイメージした最新ライド。思
い出ボールでフワフワと空を飛ぼう。

インサイド・アウト・
エモーショナル・ワールウィンド 56の愛らしい動物たちとスピン

⬅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。

ジェシーのクリッター・カルーセル

世界最大級のウォーターショー
⬅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。

ワールド・オブ・カラー

楽しい！
も

フード

©2019 MARVEL

のおすすめ  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

カーズランド「フローのV8カフェ」前のレトロなガソリンスタンドや、夜のカラフ
ルなネオンと真っ赤に染まったオーナメント・バレーの夕景は映えレベル高！

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク

ピクサー・ピアとカーズランド
には、ジョークに富んだフード
スタンドがいっぱい。豊富な
メニューを家族や仲間たちと
シェアして、フォトジェニック
な写真をたくさん撮ろう。

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

壮大なオーナメント・バレー
やラジエーター・スプリング
スの町など、映画『カーズ』
の世界を再現

カーズランド

サリーが経営する
「コージー・コーン・
モーテル」も、ユニ
ークなフードスタ
ンドに変身！

“映え”パークの スポット

 爽快な屋外ライドや、人気映画の世界観が楽しめる

©Disney/Pixar
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到着日

　

ホテル 12:00 ロサンゼルス空港着～ホテルに直行

チェックイン後、フロントに荷物を預けてディズニー・カリフォルニア・
アドベンチャー・パークへ

DCA 13:00 ピクサー・ピアでユニークなフードスタンドを巡り、カラフルで可愛い
スナックと写真撮影を楽しもう

映画の世界観が楽しめるエキサイティングな「インクレディコースター」
に乗車

巨大観覧車「ピクサー・パル・ア・ラウンド」で上空からの景色を堪能
「インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド」の思い出ボール
に乗って空中散歩

「ジェシーのクリッター・カルーセル」で可愛い動物たちとスピン！
ピクサーの仲間たちとのグリーティングを

D P 17:30 ディズニーランド・パークに移動し、スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・
エッジへ
最新アトラクション「スター・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタ
ンス*1」を体験

19:30 ポッドレーサー用エンジンの火力で肉を焼く「ロント・ロースター」で
軽い夕食

「ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・ラン」で極秘ミッションに参加
「オーガのカンティーナ*2」で銀河のドリンクを
パーク閉園時間まで、夜のスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ
を満喫しよう

ホテル 0:30 ホテル着

ホテル 6:30 ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークへ

DCA 7:00 エクストラ・マジックアワー*3を使って1時間早くパークへ入園

カーズランドの大人気アトラクション「ラジエーター・スプリングス・
レーサー」へ

「フローのV8カフェ」で朝食。人気の撮影スポットなので、店内外で
フォトジェニックな写真をたくさん撮ろう

「ルイジのローリッキン・ロードスター」で陽気なダンスタイム
「メーターのジャンクヤード・ジャンボリー」に乗って急旋回＆スイング！
グリズリー・ピークに移動し、「グリズリー・リバー・ラン」でびしょ
濡れ覚悟の急流下り

ハンググライダーで世界の名所を巡る「ソアリン」へ
D P 12:00 ディズニーランド・パークに移動し、メインストリー ト駅から「ディズニー

ランド鉄道」でパーク一周の旅に出発
ニューオーリンズ・スクエアで下車し、「フレンチマーケット・レストラ
ン」の緑豊かなパティオで昼食
ここだけ！縦一列の丸太ボート「スプラッシュ・マウンテン」で滝つぼ
にダイブ！

予約時間に合わせてスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジの「ドロ
イド・デポ *2」で、オリジナルのドロイドを作るワークショップを体験

「ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・ラン」で2度目のミッション
に挑戦。ゲストの腕次第でストーリーが変わるので、何度でも乗りた
い！

DCA 17:30 ファストパスの時間に合わせて、再びディズニー・カリフォルニア・ア
ドベンチャー・パークに移動
フリーフォール型ライド「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！」で絶叫！
ブエナビスタ・ストリートを散策したり、レトロコスチュームのミッキー
と仲間たちに会おう

19:30 伝統的なシアターを再現した「カーセイ・サークル・レストラン&ラウ
ンジ」でエレガントなカリフォルニア料理を（事前予約。ワールド・オブ・
カラー・ダイニングパッケージの利用がおすすめ）

DCA 世界最大級のウォーターショー「ワールド・オブ・カラー」を鑑賞

夜のカーズランドへ。日中とまったく違う景色が楽しめる「ラジエー
ター・スプリングス・レーサー」はマスト！
パーク閉園まで時間があれば、パラダイス・ガーデン・パークの「シ
リー・シンフォニー・スイング」のブランコに乗って、キラキラ輝くパ
ラダイス・ベイの眺めを楽しもう

DT D 23:30 ダウンタウン・ディズニーでオープンエアの「ウバ・バー」に立ち寄
り、リゾート気分を満喫

ホテル 0:30 ホテル着

ホテル 6:30 ディズニー直営ホテルの人気キャラクターダイニングへ出発
7:00 ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパの「ストーリー

テラー・カフェ」で、探検家スタイルのミッキーたちと朝食を（事前予約）
DT D ダウンタウン・ディズニーから「ディズニーランド・モノレール」に乗っ

て、リゾートの景色を楽しみながらトゥモローランドへ
D P 9:00 「ファインディング・ニモ・サブマリン・ヴォヤッジ」で海底の冒険へ

「マッターホーン・ボブスレー」で雪山の斜面を高速滑降！
ディズニー映画のミニチュアを巡る「おとぎの国のカナルボート」へ
イモムシ型ライドに乗り込み、「ふしぎの国のアリス」の世界を体験

ライブミュージカル「ミッキー・アンド・ザ・マジカル・マップ」を鑑賞
「ファンタジー・フェア」のロイヤルホールで、ディズニープリンセスた
ちとグリーティング

ロイヤルシアターで、ディズニープリンス&ディズニープリンセスが登
場するコミカルなライブショーを鑑賞

13:45 メインストリートUSAの「カーネーション・カフェ」で、ウォルトのお
気に入りだったメニューを堪能（事前予約）

DCA 14:30 ショーの時間に合わせ、余裕をもってディズニー・カリフォルニア・ア
ドベンチャー・パークに移動
ハリウッドランドで上演1時間の本格的ミュージカル「アナと雪の女
王：ライブ・アット・ザ・ハイペリオン」を鑑賞
近くでアベンジャーズ・ヒーローたちとグリーティング
ディズニーアニメーションでアナ＆エルサとグリーティング
パラダイス・ガーデン・パークに移動し、「グーフィーのスカイ・スクー
ル」で無鉄砲なグーフィー教官の飛行訓練を体験

19:00 ピクサーのアーティストたちの作品が飾られる、ウォーターフロントの
「ランプライト・ラウンジ」でカクテルと軽食を（事前予約）

D P 20:30 ファストパスの時間やナイトショーに合わせて、再びディズニーラン
ド・パークに移動
室内ローラーコースター「スペース・マウンテン」で宇宙へ
ライトアップされた「眠れる森の美女の城」を満喫したあとは、ダイ
ナミックな花火とプロジェクションマッピングが融合した豪華な花火
ショーを鑑賞
アメリカ河に移動し、大人気のナイトスペクタクルショー「ファンタズ
ミック！」を鑑賞
旅の締めくくりは、ダイナマイトの大爆発の演出も楽しめる「ビッグサ
ンダー・マウンテン」で盛り上がろう！
パーク閉園時間ぎりぎりまでメインストリートUSAでショッピング

DT D 0:00 深夜まで営業しているダウンタウン・ディズニーで、まだまだお土産
探しやフードを楽しもう

ホテル 1:00 ホテル着

ホテル 7:00 出発の時間にあわせてチェックアウト

2つのパークに何回でも入場できる「パークホッパー」チケットを活用しながら、おすすめアトラクションと
ダイニングを満喫する3泊5日のモデルプランをご紹介します。ご旅行計画の参考にどうぞ。

3泊5日モデルプラン
DP :ディズニーランド・パーク　DCA :ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク　DTD :ダウンタウン・ディズニー

到着日

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

※   時間はあくまでも目安で、ファストパスの併用を想定しています
※   パークの開園時間は季節や開催イベントによっても異なりますので、最新スケジュールをご確認ください
※   ショーなどの開催日時は現地でご確認の上、スケジュールを調整してください
※   直営ホテル宿泊のゲストは、毎日、どちらかのパークでエクストラ・マジックアワーを利用できるので活用し
ましょう（曜日により対象パークが決まっています）*1 1月17日オープン      *2  2019年12月現在、事前予約をおすすめしています

*3 通常より1時間早くパークに入園できる特典（P8参照） 

キャラクター
ダイニング

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。



2019年に大規模なテーマランド「スター・ウォーズ：ギャ
ラクシーズ・エッジ」がオープンしたばかりのカリフォルニア
ディズニーランド・リゾートですが、今後もまだまだ話題が
尽きません！
2020年は、アベンジャーズをテーマにした新エリア「アベン
ジャーズ・キャンパス」が、ディズニー・カリフォルニア・
アドベンチャー・パークにオープン。スパイダーマンのよう
にクモの糸を操るような体験ができるライドアトラクション
や、憧れのヒーローたちとの遭遇、『アントマン&ワスプ』
のピム粒子を活用したユニークなフードなどが楽しめます。
さらに第2フェーズでは、クインジェットに乗ってアベンジャ
ーズと共にヴィランズと戦うアトラクションも。

ディズニーランド・パークでは、2020年春に新パレード「マ
ジック・ハプンズ」がデビュー。そして2022年には、ディ
ズニーパーク初のミッキーをテーマにしたライドアトラクシ
ョン「ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ」がト
ゥーンタウンに登場します。大好きな短編アニメーションの
世界を、最先端技術によ
って3Dメガネなしでリア
ル体験！新しいストーリー
と愛すべきテーマソングを
楽しみながら、レトロなミ
ッキー＆ミニーとドライブ
に出掛けましょう。

https:// tabi-muse.com/disney/california.html旅 MUSE

https://www.tour.ne.jp/w_special/california_disney/トラベルコ

https://www.travel.co.jp/special/usadisney/california/LINE トラベルjp

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4pDovHBt7C5tB624ZTY_mCqvjdojpi96
うえちゃんTV（YouTube）

https:// ameblo.jp/mmdisneymm/theme-10095682580.html
吉田さんちのディズニー日記（ブログ）

以下のwebサイトでは、行く前に知っておくと便利な情報が満載。
ぜひ参考にしてみてください。

お役立ちwebサイト

2020年以降も新テーマランドやアトラクションが続々登場！

行く前にチェックしたい

 ディズニーランド・リゾートの予約方法は？
旅行費用はどのくらい？

Q1

　パークは向かい合わせにあって行き来しやすいので、1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」のオプション付きチケットが便利です。2つのパー

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。3デー以上のチケットには嬉しいマジック・モーニング特典（※） も付いています。
（※）     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）で、日本の特定旅行会社では2デー以上のチケットから付きます

A

パークチケットの
おすすめの購入方法はありますか？

Q2

　ファストパス発券機まで足を運ばなくても、ディズニー公式アプリ内でファストパ
スを取得できる有料サービスで、ディズニー・フォトパス（※） も付いています。「Disney 

MaxPass」は、公式サイトでパークチケット購入時に追加するか、当日、Disneyland 
Appから購入できます。
（※）     リゾート内にいるディズニー専属カメラマンが撮影してくれた写真データすべてをダウンロードで

き、ディズニーキャラクターを合成したマジックショットや、アトラクション体験中の動画、スタ
ンプやフレーム加工などが楽しめるサービス

*   「Disney MaxPass」でのファストパス取得方法などは、
   「旅MUSE（ https://tabi-muse.com/disney/california.html）」で詳しく紹介しています
*   Disneyland Appは日本の App StoreやGoogle Play Storeに対応していません

A

「Disney MaxPass」（ディズニー・マックスパス）とは
何ですか？ 

Q7

　各パークの開園時間は、パークによって、また季節やイベントによっても変わります。
最新スケジュール及びエクストラ・マジックアワー（P8参照）の確認は、ディズニ

ー公式サイトのパーク&リゾート（海外ディズニーリゾート）から確認できます。開園
時間は予告なしに変更される場合があるので、リゾートに到着したらまずはタイムズガイ
ドを入手しましょう。

A

パークの開園時間や、
エクストラ・マジックアワーのスケジュールは？

Q4

　ディズニーランド・パークには現在13ヵ所、ディズニー・カリフォルニア・アドベン
チャー・パークには12ヵ所に無料Wi - Fiスポットがあります（2019年12月現在）。

一番近いホットスポットを見つけ、ネットワーク「Disney - Guest」を選択しましょう。ま
た、ディズニー直営ホテルでは、客室と大半の公共スペースで利用可能です。「Disneyland 
Resort Hotels Wi - Fi」ネットワークを選択してください。

A

リゾートで無料Wi-Fiは使える？Q5

　ディズニーランド・パーク誕生のきっかけとなった回転木
馬や、鉄道好きなウォルト・ディズニーが最も力を注い

だディズニーランド鉄道などのクラシックアトラクションを巡っ
てみましょう。世界中の人々を魅了し続けている、その一つひ

とつに深いストーリーがあります。
また、ウォルトのお気に入りだった
レストランで思い出のメニューを味わったり、パークのあち
こちに残る豪華な装飾やこだわりのアイテムを探すのも楽し
み。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・要予約・原則英語）に参加するのもおすすめです。

テーブルサービスのレストランは
予約が必要？

Q3

　予約を強くおすすめ
します。特にキャラク

ターダイニングやシグネチ
ャーレストラン（カーセイ・
サークル・レストラン、ナパ・
ローズ、ステーキハウス55
など）は人気なので、日程
が決まり次第、公式サイト
（英語）からすぐにご予約く
ださい（60日前から可能）。
予約代行サービス（有料）
のある旅行会社もあります。

A

　ディズニーランド・リゾートへ行くには、航空券とホテルを別々に予約するか、ま
たは両方がセットになったパッケージツアーを予約する方法があります。ロサンゼ

ルス空港へは格安航空券が出回る機会も多いので、日程が決まったらどちらがお得か検
討してみましょう。せっかく行くなら宿泊先はディズ
ニー直営ホテルがおすすめ。リゾートから徒歩圏内
にあり、パークをより満喫できる特典（ P8参照）も
たくさん！直営ホテルは、旅行会社、オンライン旅
行会社（OTA）、公式サイト（英語）から予約できま
す。費用は、航空券＋直営ホテル3泊5日で1人15
万円～が目安。

A

世界初のディズニーパークならではの
楽しみ方はありますか？

Q6

A

©2019 MARVEL

ミッキーとミニーの
ランナウェイ・レイルウェイアベンジャーズ・キャンパス

 知っていると便利でお得！

ディズニーランド・リゾートここが知りたい！Q&A

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



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。
＊   ホテル出発前日のご利用はお避けください

買った荷物は無料で
ホテルまで配達

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。

レストランやショップも
便利な後払いシステムで

ディズニー直営ホテルのスペシャル・サービス

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、英語）
＊ ご自身でのセットが必要です

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。
＊   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

通常より一時間早く
パークに入園可能！

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。交通機関を
使う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。

陽気で明るいカリフォルニアがテーマ

パークの歴史が息づくモダンクラシックなホテル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。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宿泊ゲストだけの特典です。

カリフォルニアのカジュアルなライフスタイルをテーマにした
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！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。

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。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。

大きなオレンジの木が目を引く、明
るい客室。チップとデールも隠れて
います!

客室内にも、サーフボードや太陽、ビ
ーチをイメージしたインテリアがい
っぱい!

モダンなインテリアと最新のアメニ
ティを備えた客室。ベッドボードに
はマジカルな仕掛けも。

ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル

ショップ＆ダイニングが充実

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

ディズニーランド・リゾート

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もご利用いただけます。

個性的なショップやダイニング＆バー、シネマコン
プレックス、ボウリング施設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。
パークに行く前の朝食や、パーク帰りにゆっくり食事や買い物、ライブエ
ンターテインメントを楽しむなど、わざわざ出向かなくても気軽に立ち寄
れるのが嬉しいところ！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。

直営ホテルカリフォルニア ディズニーランド・リゾート

ダウンタウン・ディズニー
  Shops

&
 Dining

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 公式 Instagram

@disneylandwww.disneyland.jp
As to Disney artwork, logos and properties :©Disney※ パンフレットの情報は2019年12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。


