
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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ディズニー・ハリウッド・スタジオ

「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」
NOW OPEN

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
フロリダ

4つのパークと2つのウォーターパークで驚きのスケール。
究極のディズニーバケーションを夢のリゾートで
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Tips!

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。

 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。＊事前予約が必要です

「ディズニー・マジカル・エクスプレス」

マジックキングダム・パーク
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
ラクションと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。

1 P.4-5

エプコット
ワクワクするような
未来的ライドが楽し
めるエリアと、世界
11ヵ国の旅が楽し
めるエリア、スケー
ルの大きな2つのテ
ーマランドは2日に
分けてじっくり回り
たい。

4 P.10-11

ディズニー・アニマルキングダム
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
を。映画『アバター』の
惑星パンドラをはじ
め、昼と夜でまったく違
う景色が楽しめます。

2 P.6-7

ディズニー・ハリウッド・スタジオ
映画にまつわるアトラクションやショー、ハリウッド全盛期の雰囲気が楽
しめます。2018年に『トイ・ストーリー』、2019年には『スター・ウォーズ』
をテーマにした新テーマランドが、2年連続でオープン！

3 P.8-9

ディズニー・ボードウォーク
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、ショップ、
ナイトクラブなどが並びます。

8 P.13

ディズニー・ブリザード・ビーチ
水着で雪景色が楽しめる、スキーリゾー
トをテーマにしたウォーターパーク。世
界最速級のスライダーなどスリリングな
アトラクションが人気。

5 P.12

ディズニー・タイフーン・ラグーン
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。

6 P.12

ディズニー・スプリングス
レストラン、ショップ、レジャー施設
が集まるリゾート最大規模のエ
ンターテインメントエリア。新施設
「NBAエクスペリエンス」では、プ
ロバスケット選手になったような
体験ができます！

7 P.13

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、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、究極のバケーションディスティ

ネーションです。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
掛けよう。
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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！

広さ約3㎢もの広大なキャンプ場、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、ハイキングや、チップとデー
ルのキャンプファイヤーなどが楽しめます。快適なキャビンに滞
在し、家族でスケールの大きなグランピング体験も最高です！

大自然の中でグランピング

リゾートでは、4つのゴルフ場、ミニゴルフ、フィッシン
グ、サイクリング、ジョギングなど、大自然の中ならでは
のアクティビティーを思う存分楽しむことができます。
気持ちいい空気の中で新しいことにチャレンジした
り、ゆったりとバケーション気分を満喫してみては？

ゴルフやサイクリングで
バケーション気分を満喫

アクセス
情報

4

ACCESS

なんと

 山手線がすっぽりの広さ！

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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Q4 「ディズニー・ダイニング・プラン」とは何ですか？

　ディズニー直営ホテル宿泊のゲストだけが利用できる大変お得なダイニン
グパッケージです。テーブルサービスとクイックサービスの食事、スナック

がセットになっており、滞在中、リゾート内200ヵ所以上のダイニングをお得か
つ気軽に楽しむことができます。宿泊予約時にオプションとして購入することが
できます。詳しくは公式サイトをご覧ください。

A

出発前の「知りたい！」にお答えします！
知っているだけで2倍楽しめる、便利でお得な情報をQ&Aでご紹介！

Q1 リゾートを楽しむには、何日くらい必要？

　4つのテーマパークを巡るのに最低でも
4日間、ディズニー・スプリングスやウォ

ーターパークなどに行く時間を含め、5～6日
間の滞在をご予定ください。壮大なリゾート
なので、事前にやりたいことをリスト化して計
画を立てていくのがおすすめ。P18の「6泊8日
モデルプラン」も参考にしてください。

A

Q3 ホテルの予約方法は？  費用はどのくらい必要？

　ディズニー直営ホテルは、旅行会社、オン
ライン旅行会社（OTA）、公式サイト（英

語）で予約購入できます。OTAで航空チケット
とホテルを購入するとお得ですが、細かいリ
クエストやオプションを選びたいときや、面倒
な手続きなしですべてお任せしたい方は旅行
会社が便利です。費用は、6泊8日でパーク
ホッパーチケット5日間を付けた場合、個人手配で1人25万円～、旅行会社
のツアー利用で30万円～を目安にご準備ください。

A

Q5 テーブルサービスのレストランは予約が必要？

　予約をおすすめします。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は人気な
ので、日程が決まり次第すぐに
ご予約ください（180日前から可
能）。公式サイト（英語）か電話

1-407-939-3463（英語）、また
は旅行会社によっては予約代行
を頼むことも可能です。

A

Q6 パークチケットをお得に購入するには？

　1日1つのテーマパークに入場できる基本のパークチケットは、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割引以上*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」のオプションもあるので、プ
ランに合わせて組み合わせを。公式サイト（英語）や旅行代理店で購入できます。
*      1日券の価格はバリュー～ピーク時によっても異なるため、割引率には幅があります

A

Q7 シーズナルイベントチケットとは？
パークチケットと違うの？

　パークでは、季節によってパークチケットとは別に、特別チケットが必要
なイベントを開催しています。代表的なものは、ハロウィーンとクリスマ

ス時期に開催される「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」
と、「ミッキーのベリー・メリー・クリスマス・パーティー」。大人気イベントなので、
スケジュールが発表されたら早めに購入を。公式サイト（英語）や旅行代理店で
購入できます。

A

Q2 ディズニー直営ホテルを選ぶときのポイントは？

　リゾートには、ディズニーならではのユニークなテーマを持つ25以上のデ
ィズニー直営ホテルがあり、宿泊も楽しみの一つ。滞在中にホテルホッピ

ングする方もいる程です。どんな体験をしたいかによって迷ったら、サービスや
ダイニングの充実度、パークとの距離、値段など、自分の重視するポイントに
点数をつけて、最も高得点のホテルを選んでみては？ P14のホテル情報や、公
式サイトも参考にしてください。

A

Q8 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？

　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（ P15参照）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
どうぞ。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よう。

A

Q9 リゾートで無料Wi - F iは使える？

　はい。4つのテーマパーク、2つのウォーターパーク、ディズニー・スプリン
グス、ディズニー・ボードウォーク、キャンプグラウンド、ディズニー直営

ホテルの客室と大半の公共スペースで利用可能です。

A

Q10

　広大なリゾート内の移動は、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、2019年
9月末には、新しくディズニー・スカイライナーも開通。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、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。

リゾート内の移動手段は？

A

　より素早く快適に移動したいという方は、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便

利な送迎サービス「ミニー・バン」がおすすめです（※有料）。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。
*      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

Q11 効率よくパークホッピングする方法はありますか？

A

Q13「ディズニー・フォトパス」とは何ですか？

　リゾート内の様々な場所にいる専属カメラマンが撮影してくれた写真データ
を、オンラインまたはモバイルアプリで閲覧、購入できるサービスです。こ

のシステムを利用すると、マグカップなどに写真を印刷してオリジナルグッズを
作ったり、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
ン体験中の動画も楽しめます。お得な「メモリーマーカー*」もあります。
*       すべての撮影データがダウンロードできるパッケージ（※有料）

A

&Q A

Q12 ファストパス・プラスはどうやって取るの？

　宿泊ホテルとパークチケットを予約購入後、事前にオンラインまたはモバイ
ルアプリに予約 IDをリンクさせておくと、滞在日の30日前（直営ホテル宿

泊ゲストは 60日前）から、各日同一パーク3つのアトラクション（またはエンタ
ーテインメント）の予約ができます*。あとは予約時間にファストパス・プラスの
エントランスに行ってマジックバンドをかざせばOK。変更や追加等もアプリや
パーク内のキオスクでできます。すべて無料のサービスです。
*     「  TABIMUSE」（ ）で分かりやすく紹介しているのでチェック！

A

https://tabi-muse.com/disney/florida.html

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



ファンタジーランド内にある、緑あふれる一大エリ
ア「エンチャンテッド・フォレスト」。ここには、2つ
の城、アリエルの洞窟、ベルの村やコテージがあ
り、森に棲む鳥の声や豊かに流れる滝など、映画
で見たクラシックディズニーの世界が広がっていま
す。また、ディズニー・イマジニアによって精微に創
り込まれたビーストの館は、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。予約の上、ぜひお立ち寄りください。

トゥモローランドの上空を未来型ライドで一
周するアトラクション。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。

リニアモーターカーで
トゥモローランドを一周

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

無鉄砲なスタントマン、グレート・グー
フィニ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
クロバティックな飛行がスリル満点!

グレート・グーフィニの
空中スタントに参加！

バーンストーマー

「美女と野獣」の城の中には、エレガン
トなボールルームをはじめ、3つのテ
ーマの豪華ダイニングルームがあり、
王族になった気分で食事ができます。
ディナーはフレンチのコース料理、朝
食とランチはクイック・サービスの軽食
を。ギャラリーも楽しめます。

憧れのダンスホールで
優雅なお食事を

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
野獣やポット夫人になれるかも？

ビー・アワ・ゲスト・レストラン

洞窟では、人魚のアリエルに会えます。素
敵な宝物を見せてもらってね。

アリエルズ・グロット

エリック王子のお城がある海辺の洞窟の
中で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の旅へ出発。

アンダー・ザ・シー：ジャーニー・
オブ・リトル・マーメイド

アリエルの友達になろう

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」。中でもファンタジーランドは広大な
敷地面積を誇り、他にはないスケールで物語の中に入り込む

ことができます。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いっぱいです！

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

豊かな風景に広がる

「エンチャンテッド・フォレスト」
エリアの注目

⬆ガストンの酒場「ガストンズ・タバーン」で、名物のル・フウズ・ブルー
を飲みながら“ 最強の男” 気分を味わってみては？店内には彼の椅子や
自慢のコレクションがいっぱい！

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。



ファンタジーランド内のラプンツェルを
テーマにした休憩エリアが可愛すぎる
と大人気。王国の旗とランタンが飾ら
れた城下町は細部まで映画の要素が
散りばめられ、「塔」も見渡せます。夜
はランタンの光が幻想的で一層フォト
ジェニック!

ファンタジーランドへのオマージュとして作られた豪華
パレード。多くのディズニー作品のヒーロー&ヒロイン
が登場します。ドラゴンとなったマレフィセントの迫力あ
るフロートも必見！

ディズニー・フェスティバル・オブ・
ファンタジー・パレード

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、ミッキーと仲間たちとのダンスタイムがスター
ト!皆で次の曲を決めたり、写真をその場で投稿した
り、ゲストも一緒に楽しめる仕掛けが盛りだくさん!

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

魔法の物語を運ぶ夢いっぱいのパレード

「ハイ・ホー♪」が楽しいコースター

『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よう。

7人のこびとのマイントレイン

回り方の違うものが2基あり、時計回りのフ
ライトが楽しめるのは世界中のディズニー
パークでここだけ。また、ファストパスのない
ゲストも行列せずに、大きなテントのプレイ
エリアで遊びながら待つことができます。

時計回りのダンボはここだけ！ 

空飛ぶダンボ

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。

シンデレラ城を彩る2つのナイトショー

ワンス・アポン・ア・タイム
ハッピリー・エバー・アフター

ピノキオ・ビレッジハウス
ピノキオがテーマの可愛いレストラン。ピザ、サ
ンドイッチ、ハンバーガーなど。イッツ・ア・スモ
ールワールドの乗り場が見える席もあります。

トニーズ・タウンスクエア・レストラン
『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
べたミートボール・スパゲティをどうぞ。

スキッパー・キャンティーン
ジャングルクルーズをテーマにした、ジャングル
料理（アジア、南米、アフリカ風）レストラン。スキ
ッパーたちがもてなしてくれます。

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、
カットパインなど。

Fantasyland

“映え”スポット
パークの

マ
ジ
ッ
ク
キ
ン
グ
ダ
ム
・
パ
ー
ク

アロハ・アイル

おすすめの

Dining

＊キャラクターは登場しません
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12人乗りの円形ラフトに乗って、荒れ狂
うチャクラナディ川の激流下りにチャレ
ンジする、ずぶ濡れ覚悟のアトラクショ
ン。どの席の人が洪水を浴びるのかは
予測不可能で、同乗者全員、大興奮！

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、リアルに迫ってく
る恐竜たちなどスリル満点のアトラクシ
ョンです。

ハランベ駅から蒸気機関車に乗って、動物た
ちと触れ合える「ラフィキズ・プラネット・ウォ
ッチ」まで出掛けよう。窓からアフリカの草原
を眺めながら、約7分間の小旅行気分が楽
しめます。

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。日中は特別なコス
チュームでのグリーティングも！

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

映画『アバター』をテーマにしたテーマランド
「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出会えます。
最先端アトラクション、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！

⬆夜になると、周囲は生物発光する植物や化石で光
り輝き、幻想的な景色に変貌します。昼と夜、どちらも
訪れたい。

⬅ナヴィの独創的なア
イテムが200以上揃う
ショップ「ウィンドトレ
ーダー」。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。

葦舟に乗って神秘的な川を滑り降りると、美しいパ
ンドラの夜景が目の前に広がります。エキゾチックな
植物を眺め、驚くべき神聖な生物たちを探してみよ
う。

生物発光で輝く熱帯雨林の川を冒険
ナヴィ・リバー・ジャーニー

雄大なマウンテン・バンシーの背中に乗ってパンドラを飛
び回ろう。動物の群れを飛び越え、浮遊する山々を潜り
抜け、美しい川を急上昇 !...すべてがアメイジング !

バンシーの背中に乗ってパンドラ上空へ
アバター・フライト・オブ・パッセージ

カリ・リバー・ラピッド ダイナソー ワイルドライフ・エクスプレス・トレイン ドナルドのダイノバッシュ！
汽車に乗ってプチ旅行へ出発ずぶ濡れで盛り上がる激流下り 恐竜時代にタイムトリップ！ 先史時代のパーティー

「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」
想像を超えた世界へ

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。動物への配
慮から、早めにクローズするエリアもあるので確認を。

ディズニー・アニマルキングダム
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

想像を超えた世界へ

「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」
エリアの注目

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。



アフリカの市場をイメージした「ハラン
ベ・マーケット」は、植民地時代の貨
物倉庫や古い給水塔、スワヒリ語の看
板などが雰囲気満点。アフリカのスト
リートフードを食べながら、ハランベ村
にあるユニークな壁やモチーフを使っ
て素敵な写真を撮影しよう。

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…！？ クライマックスでは高さ60mから谷底へ急降下！

エベレスト山頂で雪男に遭遇！？
エクスペディション・エベレスト

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。ナ
イトツアーでは、めったに見られない彼
らのユニークな行動を目撃するかも。

昼と夜、2つのサファリツアー

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

ダイナミックな2つのミュージカル

『ファインディング・ニモ』の物語を最新のパペット技術
で再現したユニークなミュージカル。海中をイメージした
鮮やかなステージ上を、パフォーマーたちがパペットを巧
みに操り、ダイナミックな生歌を披露します。
Finding Nemo – The Musical is inspired by Disney・Pixar’s

“Finding Nemo.” ©Disney/Pixar

ファインディング・ニモ：ザ・ミュージカル

『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

すべての生きとし生けるものを祝う、感動の水上ショー。
ストーリーテラーの生演奏とダンス、色鮮やかな光と水
が古代から伝わる動物たちの精霊を呼び起こし、ファン
タジックな世界を見せてくれます。

リバーズ・オブ・ライト

パークのシンボル「ツリー・オブ・ライフ」の樹に棲む動物
たちのスピリットが、艶やかな色と光の中で目覚める神
秘的なショー。日没から約10分おきに開催。

ツリー・オブ・ライフ・アウェイクニング

自然と動物をテーマにした荘厳なナイトショー

ヤク＆イエティ・レストラン
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、ラーメン、神戸牛バ
ーガーなど豊富なメニューが楽しめます。

サトゥーリー・キャンティーン
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フードからデザートま
で、パンドラの自然に触発されたメニューを。

ティフィンズ
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。

ポング・ポング
生物発光カクテル
や先住民のビール
など、ナヴィをテー
マにしたカラフルな
飲み物や甘いスナ
ックが楽しめるドリ
ンクスタンド。

harambe market

“映え”スポット
パークの

デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
ア
ニ
マ
ル
キ
ン
グ
ダ
ム
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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。

スリンキーと一緒に裏庭を駆け抜けよう
スリンキー・ドッグ・ダッシュ

トイ・ストーリー・マニア！エイリアン・
スワーリング・ソーサー

映画『トイ・ストーリー』の世界を体験
できるテーマランド。ウッディやバズと同
じサイズに“シュリンク（縮小）”したら、
映画でお馴染みのおもちゃたちと一緒に
広大なアンディ家の裏庭を探検しよう。
大人も子供も、今すぐおもちゃの一員と
なって巨大な世界に入り込む準備を！

©Disney/Pixar

©Poof-Slinky, LLC.

⬅アンディのランチ・ボックスと水筒で作った「ウッディの
ランチ・ボックス」では、伝統的なアメリカ料理や昔ながら
のソーダフロートを。

20世紀初頭をモチーフにしたカー
ニバル・トラムに乗り込み、ウッディ
たちとミッドウェイ・スタイルのユニ
ークな4Dシューティング・ゲームに
挑戦。友達と競い合ったり、パーソ
ナルベストを狙ったり、何度でも楽
しめます。

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！

⬆『トイ・ストーリー2』に登場したペ
ンギンのウィージーが唄う姿も。

⬅入口ではウッディのオブジェがお
出迎え。

ミッキーのイマジネーション
の力で、ヒーロー、プリンセ
ス、ヴィランズなどディズニ
ーの人気キャラクターたち
が集結する一大ショーを、
巨大な専用シアター（屋外）
ならではの迫力で楽しめま
す。

ディズニーパーク初のミッキーをテーマ
にしたライド系アトラクションが登場。二
次元のフラットな短編アニメーションの
世界を、リアルな実世界体験に変える最
先端技術によって新感覚の映像が楽し
めます。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よう。

アニメの世界を
3Dメガネなしでリアル体験

専用シアターで魅せる
スペクタクルショー

ファンタズミック!ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ

エリアの注目

2020年春オープン予定

「トイ・ストーリーランド」
で しようお 冒も 険ち ゃ サ ズイ

仲間たちと
ハイスコアを競い合おう宇宙のおもちゃセットで

スピン！

new

本格的なミュージカル・ショーから、映画やTVにまつわる絶
叫ライド、ディズニー・アニメーションを満喫するアトラクショ
ンなど、スクリーンの中の世界を様々な形で体験できます。

2018年に「トイ・ストーリーランド」、2019 年には「スター・
ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」と2年続けて待望のテー
マランドがオープン、ますます進化しています！ 

ディズニー・ハリウッド・スタジオ
華やかなショービジネスの世界へようこそ

©Poof-Slinky, Inc. ©Hasbro, Inc.

※「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」の情報はP20 をご覧ください

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。



グリーティングスポット、「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、ドレスアップ
した女優ミニーを応援しに行こう。豪華
セットの前でポーズをとる姿がとびきり
キュートでSNS映え間違いなし！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』のロマンスをミュージカルで
美女と野獣：ライブ・オン・ステージ

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

あるはずのない13 階に着いた
エレベーターが突如落下！こ
ちらはアメリカの人気ＴＶ番
組『トワイライト・ゾーン』がテ
ーマで、ライドの動きもユニー
ク。フロリダだけの仕掛けを
お楽しみください。

世界一怖い
エレベーター

トワイライトゾーン・
タワー・オブ・テラー

D Jのレディ！セット！パーティー・タイム！
ライトニング・マックィーンのレーシング・アカデミー

伝説のレーサー、マックが最先端の
レーシングシュミレーターで、レース
のノウハウをゲストにレクチャーする
エキサイティングなショー。
また、サンセット・ショーケース外の
コートヤードでは、ルート66の究極
のパーティーカーDJによるゲーム＆
ダンスタイムや、クルーズ・ラミレスと
のグリーティングも楽しめます。

“ハイオクタン”（プレミアム）なショーを楽しもう

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！

ロックのリズムで街を疾走！
ロックンローラー・コースター

ジェダイ・トレーニング：トライアル・オブ・ザ・テンプル

ジェダイになりたい4 ～12才の若きパ
ダワンはステージに集合！茶色のロー
プに身を包み、ジェダイ・ナイトからラ
イトセーバーとフォースの使い方を学
んだら、ダークサイドと戦おう。

フォースを学び、いざ戦闘開始！

最新のプロジェクション効果と照明、
レーザー、花火で映画の名シーンの
数々を再現。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、ダイナ
ミックな演出で見せてくれます。

映画の名シーンを
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

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

ABCコミサリー
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、チ
キン、サラダ、美味しいデザートを。

サイファイ・ダインイン・シアター・レストラン
ハリウッド全盛期のドライブインシアターを再
現。暗い店内に並ぶオープンカーに乗って、モ
ノクロ映画を見ながら雰囲気に浸ろう。

フィフティーズ・プライムタイム・カフェ
1950年代のホームドラマに登場したアメリカ
の家庭料理と食卓がテーマ。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！？

ハリウッド・ブラウン・ダービー
ハリウッドスターた
ちが愛した「ブラウ
ンダービー」のレプ
リカ店。本店を訪
れたスターの似顔
絵を眺めながら、名
物の元祖コブサラ
ダをどうぞ。

Mickey and Minnie Starring 
in Red Carpet Dreams/

“映え”スポット
パークの

デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
ハ
リ
ウ
ッ
ド
・
ス
タ
ジ
オ

©Disney/Pixar

『スター・ウォーズ』の世界をショーで楽しもう

おすすめの

Dining
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エプコットの歴史を称えるナイトショー ミッキー型に育ったカボチャも！

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」。各国のシンボリックな風景、建築物
をはじめ、食事、ショッピング、ショー、ア
トラクションなどが楽しめます。また、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。様々な伝統文化に触
れながら、カメラ片手に世界一周旅行気
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。白雪姫に会え
ます。

ドイツ館

⬅ピラミッド内は、夜の
マーケットやレストラン、
『三人の騎士』テーマの
アトラクションが。外で
ドナルドにも会えます。

メキシコ館

⬅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
料理や窯焼きピザなど
ダイニングも充実。

イタリア館

⬅アメリカ建国の歴史
を紹介するアトラクショ
ンや、ガーデンシアター
では様々なコンサート
を開催。

アメリカン・
アドベンチャー館

⬆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。

カナダ館

タイムマシンに乗って人類のコミュニケーションの進化をたどる旅へ。最古の
時代から近未来まで、ディズニーが誇るオーディオアニマトロニクスでお楽し
みください。

愛すべきパークのクラシック音楽、花火、照明、
特殊効果などで、エプコットの過去、現在、未来
を旅するナイトスペクタキュラー。ショーは2020
年、「ハーモニアス」として生まれ変わります。

最新の栽培技術を観察できる実験農場をボ
ートで巡ろう。4キロの巨大レモンやミッキー
型の野菜もたくさん。ここで作られた野菜は
ガーデン・グリルなどで食べることができます。

「ワールド・ショーケース」
エリアの注目 プチ世界一周旅行に出発！

⬅⬆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。
ジャスミンに会えます。

モロッコ館

スペースシップ・アース リビング・ウィズ・ザ・ランドエプコット・フォーエバー
パークのシンボル‐大きな球体の中はタイムマシン！

new

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」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。もう一つのエリア「ワールド・ショーケース」で
は、世界各国の建築物や文化が楽しめます。緑が多く気持ち
がいいパークなので、のんびり散策もおすすめです。

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

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。



年間イベントが盛んなエプコットは、いつ来 
ても撮影ポイントがいっぱい!アート（芸術）
の祭典*1で驚くようなアートを発見したり、フ
ラワーの祭典*2で、ディズニーキャラクター
のトピアリーとユニークな写真を撮ってみよ
う。お洒落なモチーフを見つけてね♪

カナダの古城ホテルをイメージしたステーキレ
ストラン。シャトーブリアン、リブアイ、ル・セリ
エ・フィレミニオンなど最高の一皿をどうぞ。

2019年7月にオープンした、日本の美と職人技
を堪能できる高級レストラン。5つのテーマの
部屋で、究極の和の創作料理が楽しめます。

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
ーブも人気です。

スープ、サラダ、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
豊富なスイーツが魅力のフレンチベーカリー。　

エ
プ
コ
ッ
ト

*1 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
*2 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

ソアリン

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。

地球上で最も美しい景色を眺めよう

貝殻型ライドに乗って、マーリンやドリーと一緒に迷子の
ニモを探す海中の冒険へ。そして、旅から戻ったらカクレ
クマノミやサメ、ウミガメ、エイなど60種以上4,000以
上の海の生き物たちに会いに行こう。

世界最大級の海水水槽の中で
ニモを探そう

シー・ウィズ・ニモ&フレンズ

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。2017年
のリニューアルで、よりエキサティングな火
星への冒険‐オレンジミッションと、地球周
回軌道上から景観を楽しむグリーンミッシ
ョンが体験できるようになりました。

ミッション：スペース
2つの宇宙飛行をバーチャル体験

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。乗
車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。

ディズニー最速の
カーアドベンチャー

テスト・トラック

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…。

エルサが待つアイスブルーの世界へ
フローズン・エバー・アフター

⬅シー・ウィズ・
ニモ＆フレンズ
館では、「ブルー
スのシャークワ
ールド」でサメの
歯に挟まれた写
真を撮るのもお
忘れなく！

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

匠亭（Takumi-Tei）

コーラルリーフ・レストラン

ガーデン・フェスティバル

“映え”スポット
パークの

おすすめの

Dining

Epcot International Flower &
 Garden Festival/
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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。

「レディー、セット、
スノ～！」

8レーンに並んで一斉にスタート。
専用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
ットが浮く瞬間が爽快！

トボガン・レーサー
ビル12階の高さから
“スキージャンプ”！

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

トレジャー・ラフトで
エキサイティングな航海へ
世界中の財宝を眺めながらゴムボ
ートで滑り降りる、パーク最長スラ
イダー。家族みんなでどうぞ。

ミス・アドベンチャー・
フォール 上っては落ちる！

“ウォーター・コースター”

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。

クラッシュン・ガッシャー

チェア・リフト

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。

リフトに乗って山頂まで登ろう

タイフーン・ラグーン・サーフ・プール

難破船から水しぶきが上がり、サイレンがなると、高さ約
1.8mものビッグウェーブがやってきます！

2m近い波が90秒ごとに押し寄せる！

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、ファミリーに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。

“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
パークを体験しよう。「パークホッパー・プラス・オプション」チケット

（※P3参照）の利用がおすすめ！
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！

2つ並んだチューブに入り、約15mの高さから時速40km以上でトンネ
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。

 　ダウンヒル・ダブルディッパー

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ースライダー。

 　ヒュマンガ・カワバンガ

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。

 　チームボート・スプリングス

縄バシゴ、水に浮かぶ氷山、ジップライン、ミニースライダーなど、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ーがあります。

 　スキーパトロール・トレーニング・キャンプ

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。ミニ
スライダー、水の大砲、噴水、洞窟などで楽しく水遊び。

 　ケチャキディー・クリーク

途中で2回の大ジャンプが楽しめる、こちらも人気の絶叫系スライダー。
まずはサミット・プラメットの前にチャレンジ！

 　スラッシュ・ガッシャー

メイデー山から1人乗りチューブに乗ってロングコースの急流くだりに挑
戦。3つのチューブスライダーの中で最もワイルド！

 　メイデー・フォールズ

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。

 　キャスタウェイ・クリーク

こちらも

こちらも

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

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。
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レストラン＆バー、ショップ、ライブショーや
レジャー施設など、180以上ものアクティ
ビティーが楽しめるディズニー・スプリングス。
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よう。（※入場料はかかりません）

エリアは以下の4つに分かれています。
  ランディング
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。独創的でハイクオリティなショップも多数

  タウンセンター
地中海をモチーフにした古きストリートに、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堂 出々店！

  マーケットプレース
国内最大級のディズニー専門店が揃うファン必見のエリ
ア。ビビディ・バビディ・ブティックもあります

  ウエストサイド
新施設「NBAエクスペリエンス」や、シネマコンプレックス、
ボウリング施設、ライブステージなどが楽しめます

コカ・コーラの豊富なグッズ、限
定コレクションのほか、“ポーラー
ベア”とのグリーティングも！

コカ・コーラ・ストア

湖に浮かぶパドルボートに乗船
し、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。

パドルフィッシュ

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シ
ョップの2号店。

ヴィヴォリ・イルジェラート

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
上のスタイルが揃っています。

ハワイアナス

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。

モリモト・アジア

『インディ・ジョーンズ』に登場するパイロットの飛行
機格納庫で、映画にまつわるユニークなメニューを。

ジョック・リンジーズ・ハンガー・バー

美しいスプリングス（泉）を眺め
ながら、テラス席でボリューミー
なハンバーガーはいかが？

D - Luxeバーガー

世界最大のディズニーショップ。
店内は12の部屋に分かれ、夢い
っぱいの装飾もワクワク！

ワールド・オブ・ディズニー

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。

ザ・ボートハウス

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。夕暮
れからのライトアップは特にロマンチックな
ので、カップルでのお散歩もおすすめです。

（※入場料はかかりません）

種類豊富なシーフードとステー
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。

フライング・フィッシュ

ヴェネツィアのムール貝や地中海
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。

 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
ピルスナー、スタウトなど作りたて
の地ビールが楽しめるリゾート内
唯一のブルワリーレストラン。

 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）

 ESPN クラブ  （スポーツカフェ）
 ジェリーロールズ  （ナイトクラブ）

 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）

 ガナシェリー（パティシエのチョコレート）
 アモレット・パティセリー（キャラクターケーキなど）
 ドッグサイド・マルガリータ（ウォーターフロントのバー）
 ボンゴス・キューバン・カフェ  （キューバ料理＆ライブ）

ディズニー・スプリングス

ディズニー・ボードウォーク

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

板張りの湖畔で優雅なリゾートを満喫

こちらも

こちらも
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ディズニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ

豪華なインテリア、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
のホテルです。マジックキングダム・パークまではモノ
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。

客室からの美しい眺望も魅力。
テーマパーク・ビューもある

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ます。本格的なアフリカ料
理や緑あふれるプール、ここだけのアニマルプログラ
ムなど、遥かなるアフリカの臨場感を家族みんなで
味わうことができるでしょう。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。

バルコニーから動物を眺められ
るサバンナ・ビューの客室も

アフリカの雄大な自然を満喫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・ヨットクラブ& ビーチクラブ・リゾート ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート

ニューイングランド風の高級ヨットクラブとビーチリゾ
ートをイメージした湖畔の姉妹ホテル。アトラクショ
ンも楽しめる広大なプール、ヘルスクラブ、多彩なダ
イニングなど、大人も子供も嬉しい豪華施設はすべ
て共通で利用できます。エプコットやディズニー・ボ
ードウォークからは徒歩圏内。

ディズニー・ビーチクラブ・リゾー
トの客室

南国のヤシ、青 と々した植物、白い砂浜を持つオア
シスで、南太平洋の雰囲気を存分に満喫できます。
野外ステージで開催されるポリネシアン・ショーや、
アロハシャツのミッキーやスティッチに会えるダイニン
グも人気。ヴィラ・タイプの水上バンガローは、より
リラックスしたい方に最適です！

マジックキングダム・パークとラ
グーンが見える客室も

20世紀初頭の優雅なシーサイド・リゾートを再現 トロピカルムード満点の南国リゾートがテーマ

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。

ディズニー・コンテンポラリー・リゾート

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。

ディズニー・ボードウォーク・イン

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・ウィルダネス・ロッジ

ディズニー直営ホテルなら、魔法はずっと続きます。夢のような空間に誘う個性豊かなホテルは25以上。
アフリカのサバンナや南太平洋の島、20 世紀初頭の景色や建造物がテーマのホテルなど、あらゆる時代
と場所にトリップできるでしょう。直営ホテルだけの限定サービスや特典も多数ご用意しています。

ディズニー直営ホテル
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！

デラックス

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。
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スペイン植民地時代のメキシコの雰囲気を体験

ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート

グラン・デスティノ・タワーの客室

スペインの偉大な探検家がメキシコを冒険した
時代背景をテーマにしたエキゾチックなホテル。
2019年夏の大規模リニューアルで、15階建ての
新客室棟「グラン・デスティノ・タワー」が誕生し、
モダンな快適さが加わりました。スペイン風の料
理やマヤのピラミッドのプールも楽しめます。

フレンチ・クオーター外観

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

ニューオーリンズの華やかさを再現した「フレンチ・
クオーター」と、マーク・トウェインを彷彿とさせる
アメリカ南部の懐かしい風景が広がる「リバーサイ
ド」。2つの姉妹ホテルの施設は共有可能で、徒歩、
バス、ボートで移動することができます。

ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート

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。2018年にリ
ニューアルを施し、2019年秋にはディズニー・スカ
イライナー駅が完成、より便利で機能的に！

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

映画、音楽、スポーツ、それぞれのテーマに添っ
た客室棟やプール、アクティビティーが楽しめるデ
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。

ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート

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。

ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート

『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
でみられた数 の々風景が楽しめるリゾートホテル。
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。 ファインディング・ニモのファミ

リースイート

カーズ棟 ©Disney/Pixar

ディズニーアニメーションの世界に入り込んだ気分！

ディズニー直営ホテルだけのスペシャル・サービス

滞在中、リゾート内の食事やスナックをお得に
楽しめるダイニングパッケージが利用できます。
キャラクターダイニングにも使えます。 
＊   追加料金が必要です。ホテル予約時の同時購入が
条件

ディズニー・ダイニング・プラン

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
＊   当日有効なパークチケットが組み込まれたマジックバ
ンドかルームキーが必要

エクストラ・マジックアワー

そのほかにも、ディズニーチャンネル無料視聴、ディ
ズニーキャラクターのモーニングコール（録音サー
ビス）、無料Wi -F iなどがご利用いただけます。

特典
1

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。

特典
3

リゾート内で買った荷物は宿泊ホテルまで無料
配達！身軽にパークを楽しめます。
＊   ホテル出発前日のご利用はお避け下さい

買った荷物を無料でホテルまで配達特典
6

リゾート内の交通機関は、すべて無料で乗り放
題。詳細はP3をご参照ください。

無料の交通アクセス

空港と直営ホテルの移動も無料の送迎バス
で。詳細はP2をご参照ください。

無料のエアポートサービス

特典
4

特典
5

特典
2

モデレート バリュー

ディズニー直営ホテルは、お客様のニーズに合わせてデラックス、モデレート、バリュー、3つのカテゴリーに分かれているので、ホテルを選ぶ際の目安としてご活用ください。

の違いは？デラックス モデレート バリュー

バルコニー／パティオ付きの広 と々した客室やベッド、
コンシェルジュサービス、多彩なダイニングやルームサ
ービス、豊富なレクリエーション施設、ジャグジー付き
プールなど、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。

デラックス
異国情緒あふれるテーマに沿って作られており、リゾー
ト全体で独特の雰囲気が味わえます。ディズニー・スト
ーリールームもお子様に大人気。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、ピ
ザのデリバリーもOK。

モデレート
それぞれのホテルは楽しいテーマで統一されており、ス
ケールの大きなホテルですが、価格はお手頃です。ユニ
ークなプールエリアや巨大オブジェの建つ中庭がある
ほか、便利なフードコート、デリバリーピザが利用でき
ます。

バリュー

2019年 夏
大規模

 リニューアル！

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



Mickey & Minnie

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。
〔ディズニー・アニマルキングダム〕

ミート&グリート
Chara c t e r  G reetings

ファンタジーランドのフェアリーテー
ル・ガーデンでは、アーチェリーの練
習をしているメリダに会えるかも？
〔マジックキングダム・パーク〕

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
いが待っています!
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

セレブリティ・スポットライトで、ビー
チで夏を楽しむオラフにハグしても
らおう。
〔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〕

Elena

アドベンチャーランドのアグラバー・バザールで、
アラジンとジャスミンの冒険物語を聞いてみよう。
〔マジックキングダム・パーク〕

Aladdin & Jasmine

ディズカバリー・アイラン
ド・トレイルで、ポカホン
タスが皆様と会えるのを
心待ちにしています！
〔ディズニー・アニマルキング
ダム〕

Pocahontas

ムーランにいつでも会
えるのは、世界中のデ
ィズニーパークの中で
ワールド・ショーケー
スの中国館だけ！
〔エプコット〕

Mulan

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〕

Anna & Elsa

OlafChewbaccaMerida

Disney Friends

「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〕

Cruz Ramirez

「ライトニング・マックィーンのレーシング・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・ラミレスに会おう。
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

©Disney/Pixar

Toy Story Friends

ホリデーシーズンは、トイ・ストーリーランドでちょ
っぴりおめかししたウッディたちに会えます♪
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

グリーンアーミーメンのブートキャンプやドラムコー
プスに参加して、一緒に楽しいおしゃべりを。
〔ディズニー・ハリウッド・スタジオ〕

Green Army Men ©Disney/Pixar

©Disney/Pixar

パーク、そしてレストランで、数えきれない程のディズニーキャラクター
が待っています!ここだけの出会いを楽しもう。

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

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。
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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」

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」

ガーデン・グリル
「チップとデールの収穫祭」

   チップ＆デール、農夫スタイルのミッキー、
プルート
   エプコットのフューチャー・ワールド
　（ランド館）

   アメリカ料理（大皿料理）

タスカーハウス・レストラン

   探検家スタイルのドナルド、ミッキー、
　 グーフィー、デイジー

   ディズニー・アニマルキングダム
   アフリカ風味のビュッフェ

   白雪姫、シンデレラ、ベル、オーロラ姫、
　 アリエル

   エプコットのワールド・ショーケース
 　（ノルウェー館）

   朝／アメリカ料理（大皿料理）　
　   昼・夕／ノルウェー風のビュッフェ＆プレー
トメニュー

        ディズニージュニアの人気者たち
       季節に合わせた衣装のミニー、
　 　　ミッキー、ドナルド、グーフィー、
　　　デイジー

   ディズニー・ハリウッド・スタジオ
   ビュッフェ

   アリエルとエリック王子、
　 ラプンツェルとフリン･ライダー

   ディズニー・ボードウォーク
   プレートメニュー

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」

   プーさん、ティガー、イーヨー、ピグレット
   マジックキングダム・パーク
   ビュッフェ

クリスタル・パレス
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」

   シンデレラ、白雪姫、オーロラ姫、ジャスミン、アリエルなど
   マジックキングダム・パークのシンデレラ城内
   朝／プレートメニュー、昼・夕／コース料理

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」

   ビーチスタイルのミニー、ドナルド、
　 グーフィー、デイジー

   ディズニー・ビーチクラブ・リゾート
   ビュッフェ

オハナ

   リロ＆スティッチ、
　 アロハシャツのミッキー、プルート

   ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・
　 リゾート

   ポリネシア風料理（大皿料理）

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」

   シェフ・ミッキーとコック帽やエプロン姿
のミニー、ドナルド、グーフィー、プルート
   ディズニー・コンテンポラリー・リゾート
   ビュッフェ

      メリー・ポピンズ、
       アリス、
       マッドハッター、
       プーさん、ティガー

      シンデレラ、
       プリンス・チャーミング、
       ドリゼラ＆アナスタシア、
       トレメイン夫人

   ディズニー・グランド・
　　フロリディアン・リゾート＆
　　スパ

   ビュッフェ

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」
「シンデレラのハッピリー・エバー・アフター・ディナー」

   白雪姫、ドーピー、グランピー、
　 鏡の女王

   ディズニー・ウィルダネス・ロッジ
   コース料理

アーティスト・ポイント
「ストーリーブック・ダイニング・アット・アーティスト・ポイント・ウィズ・スノーホワイト」

トッポリーノ・テラス：
フレーバー・オブ・ザ・リビエラ

   ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーなど
   ディズニー・リビエラ・リゾート
   ペストリー、アントレ

キャラクター
ダイニング

Chara c t e r Di ning

全リスト!

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　　

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



夕方 オーランド国際空港着～ホテルに直行

チェックイン後、パークまたは食事へ

ホテル  6:30 パークへ出発

 7:00 エクストラ・マジックアワーを使って1時間早くパークに
入園。まずは、パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバターで
大人気の「アバター・フライト・オブ・パッセージ」へ

アフリカに移動、「キリマンジャロ・サファリ」で動物探検

 9:00 「タスカーハウス・レストラン」でサファリルックのドナルド
たちと朝食を（事前予約）

アフリカの市場「ハランベ・マーケット」に立ち寄り、“映
え壁”で撮影しよう

「フェスティバル・オブ・ザ・ライオン・キング」を鑑賞

アジアに移動し、スリル満点コースター「エクスペディシ
ョン・エベレスト」に乗車

「カリ・リバー・ラピッド」で激流下り

13:30 「ヤク＆イエティ・ローカルフードカフェ」でクイックなラ
ンチを

ダイノランドUSAで「ファインディング・ニモ：ザ・ミュー
ジカル」を鑑賞

「ダイナソー」で恐竜時代にタイムトリップ

「ドナルドのダイノバッシュ！」でグリーティング後、パー
ティーに参加

パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバターに移動、輝く夜の
パンドラを散策

「ナヴィ・リバー・ジャーニー」でパンドラの川を冒険

19:00 旧RDA社の軍隊食堂「サトゥーリー・キャンティーン」で
夕食

パークのシンボルツリーで開催される「ツリー・オブ・ラ
イフ・アウェイクニング」を鑑賞

ディスカバリー・リバーで「リバーズ・オブ・ライト」を鑑賞

22:30 ホテル着

ホテル  8:30 朝食後、パークへ出発

 9:00 午前中はスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジで惑星
バトゥーの冒険へ 

最新アトラクション「ミレニアム・ファルコン：スマグラー
ズ・ラン」「スター・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタン
ス*1」を体験しよう

「オーガのカンティーナ*2」で銀河のドリンクやブルーミル
クを

「サヴィのワークショップ：ハンドビルト・ライトセーバー
*2」で自分だけのライトセーバーを作ろう

12:30 ハリウッド伝統のレストラン「ハリウッド・ブラウン・ダー
ビー」で昼食

「美女と野獣：ライブ・オン・ステージ」を鑑賞

「ロックンローラー・コースター」で夜のロサンゼルスを疾走

「トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー」でホテルの
13階から落下！

エキサイティングなステージショー「ライトニング・マッ
クィーンのレーシング・アカデミー」を鑑賞

トイ・ストーリーランドに移動し、スリンキーのコースタ
ー「スリンキー・ドッグ・ダッシュ」に乗車

「エイリアン・ スワーリング・ソーサー」で宇宙へスピン

ウッディ、ジェシー、バズとグリーティング

20:00 「ミニーのシーズナルダイン」で、季節ごとに変わるキュ
ートな衣装のミニーたちと楽しいビュッフェ・パーティーを
（事前予約）

チャイニーズシアターで開催される最先端プロジェクショ
ン・ショー「ワンダフル・ワールド・オブ・アニメーション」と、
「スター・ウォーズ：ギャラクティック・スペクタキュラー」
を鑑賞

ホテル 23:00 ホテル着

おすすめアトラクションやダイニングを詰め込んだ6泊8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。6泊8日モデルプラン

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

*1 12月5日オープン      *2  2019年9月現在、事前予約をおすすめしています
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リゾートでは、年間を通して多くのシーズナルイベントも開催しています。

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

 1月中旬 ～ 2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
 3月上旬 ～ 5月下旬 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
 7月～ 8月 サマーイベント
 8月中旬～10月末 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
 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

クリスマスイベント（4パーク、ディズニー・スプリングス）
ニューイヤー・カウントダウン

サンセット・シーズン・グリーティング
（クリスマスイベント）

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

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート年間イベント

ディズニー・ハリウッド・スタジオへ到着日

ディズニー・アニマルキングダムへ

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル

デ
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ム

ホテル

12月31日
11月初旬～12月下旬

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。
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 7:30 準備をしてパークへ出発

 8:00 「ビー・アワ・ゲスト・レストラン」で朝食（事前予約）

「アンダー・ザ・シー：ジャーニー・オブ・リトル・マーメイド」
で海底の旅へ

トロッコ・コースター「7人のこびとのマイントレイン」に
乗車

ここだけ時計回りもある「ダンボ」で大空へ

「ピートのシリー・サイドショー」でサーカス団のミニーた
ちとグリーティング

ラプンツェルをテーマにした休憩エリアで写真撮影を

13:00 「ピノキオ・ビレッジハウス」で、イッツ・ア・スモールワー
ルドを眺めながら昼食

「ディズニー・フェスティバル・オブ・ファンタジー・パレー
ド」を鑑賞

トゥモローランド・テラス近くのパープルウォール前で写
真撮影

ここだけ！一列6人乗りの「スペース・マウンテン」で宇宙へ

シンデレラ城前で「ミッキーのロイヤル・フレンドシップ・
フェア」を鑑賞

「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」でミニーたちと一緒にダンス!

「プリンセス・フェアリーテール・ホール」でグリーティング

「ビッグサンダー・マウンテン」のコースターで絶叫！

20:00 メインストリートUSAを散策しながら夕食

21:00 エクストラ・マジックアワーを使って2時間長くパークに滞
在。昼間に体験できなかったアトラクションを楽しもう。

シンデレラ城前で花火ショー「ハッピリー・エバー・アフ
ター」と、「ワンス・アポン・ア・タイム」を鑑賞

 0:30 ホテル着

 7:30 パークへ出発

 8:00 ノルウェーの古城「アケシュース・ロイヤル・バンケット
ホール」でプリンセスたちと朝食（事前予約）

フューチャー・ワールドに移動し、「テスト・トラック」で
スピードテスト

「ミッション・スペース」でリアルな宇宙飛行を体験

「シー・ウィズ・ニモ＆フレンズ」で海中の冒険へ

ハンググライダーで世界の名所を巡る「ソアリン」に乗車

13:30 ワールド・ショーケースに移動し、カナダ館から各国パビ
リオンを散策

フレンチベーカリー「レ・アール・ブランジェリー・パティ
セリー」で、美味しい軽食とスイーツを

ノルウェー館の「フローズン・エバー・アフター」でエルサ
が待つ氷の城へ

旅から戻ったら「ロイヤル・ソマーフス」でアナとエルサに
会おう

18:30 ディズニー・スカイライナーで、ディズニー・ハリウッド・
スタジオに移動

19:00 専用シアターで「ファンタズミック！」を鑑賞

20:45 徒歩、またはボートで、ディズニー・ボードウォークに移
動

21:00 ダイニングやバー、ナイトクラブをお楽しみください

00:00 ホテル着

 7:00 直営ホテルの人気キャラクターダイニングへ出発

 7:30 ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート「オハナ」で
リロ＆スティッチとアロハな朝食を（事前予約）

 9:00 バスでディズニー・ハリウッド・スタジオに移動

 9:30 午前中はスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジへ。
3日目に体験できなかったことに再挑戦

12:00 ミニーバンを利用して、2つのウォーターパーク*3のどち
らかへ移動

12:30 ウォーターパークで軽い昼食を食べながら、ウォーター
アクティビティーを満喫

17:30 ミニーバンを利用して、ウォーターパークからディズニー・
スプリングスへ移動

18:00 ショッピングやダイニングをお楽しみください

23:00 ホテル着

朝 出発の時間にあわせてチェックアウト
～オーランド国際空港へ
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©Twentieth Century Fox Film Corporation. 

ホテル

ホテル

ホテル

※   時間はあくまでも目安で、ファストパス・プラ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、エクストラ・マジックアワーが実施される日をチェックして最大限、活用しよう！

*3    「パークホッパー・プラス」オプションチケットの事前購入がおすすめ。
　　ウォーターパークは水着レンタル（有料）もあるので手ぶらでもOK!

マ
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ッ
ク
キ
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グ
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ム
・
パ
ー
ク

最終日はディズニー・スプリングスや
ウォーターパーク、行きたいパークへ

出発日

エプコット～
ディズニー・ハリウッド・スタジオ～
ディズニー・ボードウォーク

マジックキングダム・パークへ

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル
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舞台は、惑星バトゥーにある貿易港、ブラック・スパイア・アウトポスト。
細部まで忠実に再現された実物大のミレニアム・ファルコンが圧巻。

“銀河系最速のガラ
クタ”のコックピット
に乗り込み、銀河の
冒険へ出発。ゲスト
はパイロット、射手、
エンジニアとなって、
6人一組でミッショ
ンを遂行します。ゲス
トの腕次第でストー
リーが変わるので、
何度体験しても楽し
い。

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。 

＊2019年12月5日
　OPEN

２つのアトラクション
Attractions

乗るたびに違う展開が楽しめる

ディズニーパーク最大スケールの没入型アトラクション

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート 公式 Instagram
@waltdisneyworldwww.disneyworld.jp

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney※ パンフレットの情報は2019年9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。

©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、レックス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。荒くれ者たちが集まる馴染み
の酒場では予測不能なハプニングも。

陽気な酒場で
銀河の友人たちと語り合おう

希少で魅力的な
クリーチャーに会える
銀河に存在する希少なクリーチャーた
ちをゲージ越しに見学できるレアな店。
裏社会の住人に人気のペット、コワキア
ン・モンキー＝リザードもここに・・・？

自分だけのライトセーバーを
手に入れよう
オリジナルのライトセーバーを、隠され
たテーマに従いながらカスタマイズして
作ることができる神秘的なショップ。貴
重な体験を通してフォースを感じよう。

ルークが飲んでいた
あのミルクの味は…
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。

２つのアトラクション
Attractions

ファースト・オーダー野営地の「タイ・エシュロン」

ディズニー・ハリウッド・スタジオにOPEN
2019年8月29日

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もう。
いざ、まったく新しい『スター・ウォーズ』の冒険の旅へ。

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ

https://www.instagram.com/waltdisneyworld/?hl=ja

