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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートが

1971年にオープンしてから半世紀が経ち、今

年はその50周年を祝して「世界で一番マジカ

ルなセレブレーション」が開催されます。2021

年10月1日から18カ月間に及ぶこの記念イベン

トでは、魔法にかけられたような煌めく装飾を

はじめ、リゾート内の4つのテーマパークの内外

でゲストに新たな体験を提供します。

The World’s Most Magical Celebration

ウォルトウォルト・・ディズニーディズニー・・ワールドワールド・・リゾートリゾート

セレブレーション

2021年10月1日
スタート！



50周年コスチュームで
ドレスアップしたミッキーと仲間たち

ミッキーと仲間たちは、この特別なお祝いのために
仕立てられた華やかなコスチュームで登場します。
虹のような輝きのブロケードに鮮やかなゴールド
色、シンデレラ城と花火の美しい刺繍デザインにも
注目です。

50周年 セレブレーション

シンデレラ城からメインストリートUSA
まで広がる盛大なナイトショー

マジックキングダム・パークでは、冒険、奇跡、そして
自信に満ちた旅へとゲストを誘う新たなナイトタイ
ムスペクタキュラー「ディズニー・エンチャントメン
ト」がデビュー。豪華花火と音楽、光、そしてマジッ
クキングダム・パーク初となる、メインストリートUSA

まで広がるプロジェクションショーは圧巻です。

ディズニーミュージックを称える
水上ショー

エプコットでは、ワールド・ショーケース・ラグーンで
「ハーモニアス」がスタート。この新しいショーは世
界中の人々にインスピレーションを与えるディズニ
ーミュージックを称え、最新の花火、噴水、光、映像
の力強い演出で世界を一つにつなげます。

カラフルな動物たちが
音楽と共に空を舞う

ディズニー・アニマルキングダムのディスカバリー・リ
バー・アンフィシアターでは、「ディズニー・カイト・
テール」を開催。シンバやバルーなどディズニーの
動物の仲間たちが描かれたカラフルなウィンドキャ
ッチャーや、中には9メートルを超える巨大な凧が、
人気のディズニーソングのリズムにのって空を舞い
ます。

黄金の「ディズニー・ファブ50」
彫刻がパーク中に登場

ウォルト・ディズニー・ワールドの4つのパークを通
じて、ミッキーと仲間たちの合計50におよぶ黄金の
キャラクター彫刻「ディズニー・ファブ50」が新たな
コレクションとしてデビューします。ゲストは、これら
の美しい彫刻と驚くべき方法で交流することができ
ます。

虹色に輝く4つのパークアイコン

ウォルト・ディズニー・ワールドの各テーマパークを
象徴する建物は魅惑的な輝きを放ち、夜空を明る
く照らし出す雄大な目印＝ビーコン・オブ・マジック
に変貌します。

目も眩むような輝きで想像力と冒険という黄金時代を思
い起こさせます。

（ディズニー・ハリウッド・スタジオ）
   ハリウッド・タワー・ホテル

夜空を彩るピクシーダストと共にまばゆいばかりの輝き
を放ちます。

（マジックキングダム・パーク）   シンデレラ城

ぬくもりを感じさせる照明と幻想的なホタルの光が神秘
的な自然の世界へ誘います。

（ディズニー・アニマルキングダム）   ツリー・オブ・ライフ

オプティミズム（最善説）の象徴として、夜空に輝く星座
を連想させるイルミネーションが施されます。

（エプコット）   スペースシップ・アース

「レミーのおいしいレストラン・
アドベンチャー」がオープン

50周年セレブレーションのスタートに合わせ、エプ
コットのフランス館には新アトラクション「レミーの
おいしいレストラン・アドベンチャー」がオープン。
また、クレープやガレットなどを提供するレストラン
「ラ・クレープリー・ドゥ・パリ」も同時オープンです。

新アトラクション

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney



ウォルト・ディズニー・ワールドのテーマパーク

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

法と新たなパークホッパー・チケットの使い方

をご案内します。

テーマパークへの
入園方法

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2021年9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。



My Disney Experience 登録

パークの空き状況表

入園予約は、“My Disney Experience”（マイ・
ディズニー・エクスペリエンス）のサイトで行い
ますので、最初にMy Disney Experienceの
アカウントを作成してください。My Disney 
Experienceはウォルト・ディズニー・ワールド・
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。

注：�直営ホテルにパークチケットが含まれるパッ
ケージツアーをお申し込みで、パークチケッ
ト番号がホテル予約番号に紐づけられてい
る場合、 3 は省略することができます。ご
自身のご予約が紐づいているかどうかはお
申し込みの旅行代理店にご確認ください。

マイ・ディズニー・エクスペリエンス

次に、お申し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）を所定の箇所に入力し、ご自身のア
カウントにホテル予約をリンクさせます。

直営ホテル予約番号をリンク2

続いて、有効なパークチケットの番号を、入
園日数分リンクさせてください。チケット番
号はお申し込みの旅行代理店にお問い合
わせください。代表者1名がアカウント作成
してFamily�and�Friendsリストを作った場
合、必ず同行者のパークチケットの番号も
リンクしてください。

パークチケットの番号をリンク3

“ StartYourDisneyExperience.com ” に
アクセスし、アカウント作成を行ってくだ
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。日本語や全角数字はエ
ラーの原因となります。
すでに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、別の
メールアドレスで “My Disney Experience”
の新規アカウントを作成することをお薦め
します。
同行するご家族やご友人が個別でアカウン
トを作成せず、代表者1名がアカウント作成
する場合はアカウント作成・サインイン後、
“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
必要となります（3歳未満は不要）。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。

My Disney Experienceの
アカウント作成

1

公式サイトで最新の
パークの空き状況表を確認後、
My Disney Experience内のDisney Park 
Pass System（ディズニー・パーク・パス・シ
ステム）から、パークに入園する全日程の入
園予約を行ってください。同行者がいる場
合は、全員分行ってください。ご予約した
日付とパークは My Disney Experience
のMy Plansから確認できます。

テーマパークへの入園方法

パークホッパー・オプションの利用方法をご案
内します。現在、事前入園予約が必要なのは最
初に訪れる1つ目のパークのみで、その後、パー
クホッピングで訪れるパークの予約は必要あり
ません。

次のパークへGO
パークホッピングできる時間になったら、次に
行きたかったパークへ移動。空き状況次第では
次のパークに入園できないことがあります。予
めご了承ください。

パークホッパー・オプション

1つ目の
パークへGO
当日、まずはDisney Park Pass 
Systemで予約したパークへ。

営業時間の確認
パークホッピングできるPark 
Hopper ® hours（パークホッ
パー・アワー）は午後2時から
パーク閉園までなので、パーク営業時間を確認
しましょう。Park Hopper® hoursは予告なく
変更となることがあります。

パーク入園予約
まず、パークホッパー・オプショ
ン付きの有効なパークチケッ
トをご準備の上、その日に最
初に行きたいパーク入園予約をDisney Park 
Pass Systemで取得します。

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney
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ハッピーな魔法がいっぱいハッピーな魔法がいっぱい
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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、季節ごとにアップデートされるシ

ンデレラ城の豪華な花火や、多くのディズニー

キャラクターとの出会いなど、ハッピーな体験が

待ち受けています。

マジックキングダム・パーク



注目ポイント

マジックキングダム・パークには、ストーリーブッ
クの世界を存分に満喫できるアトラクションはも
ちろん、世界中のディズニーパークを代表するラ
イドにも意外なサプライズや見逃せないポイント
がたくさん。まずはここをチェック！

夢と魔法の世界へ誘う
アトラクション

『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。ゲストは美しい宝石を運ぶ
ために作られた揺りかごのような木製トロッコに乗
り込み、“百万のダイヤモンド輝く”鉱山を目指しま
す。うねるような丘を勢いよく駆け抜け、水たまりや
滝を通り過ぎ、カーブのたびに左右に揺れるユニー
クな乗り心地を楽しみましょう。トンネルではドック
先生の「ハイホー！」の合図で皆で歌って盛り上が
ります。

「ハイホー！」口笛にのって
鉱山を駆け抜けよう

7人のこびとのマイントレイン

映画『ダンボ』をテーマにした賑やかなサーカスの
町「ストーリーブック・サーカス」で、ティモシーが出
迎えるアーチをくぐり大空を飛んでみましょう。回り
方の違うダンボが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。いつもと違う雰囲気とワクワク感を体験してく
ださい。

時計回りのダンボはここだけ！
空飛ぶダンボ

世界のディズニーパークで最初にできたスペース・
マウンテン。ここだけの縦一列ボブスレー型ライド
は、ターンもスピード感も一段とスリリング！搭乗
するまでの広 と々したスペースポートや、車載スピ
ーカーから鳴り響く未来的なサウンドトラックが宇
宙旅行の臨場感をより高めてくれます。2パターン
のコースが楽しめます。

一列でスリル満点！
スペース・マウンテン

未来型の高架トラムに乗って、トゥモローランド一
周ツアーへ。上から見る素晴らしい景色とリニアモ
ーターカーの心地良い加速感、そしてアトラクショ
ン内部やショップの中を通過しながら舞台裏を覗
くこともできます。トンネル内ではエプコットの原型
となるウォルトが構想した未来都市の建築モデル
に出会えます。

リニアモーターカーで
トゥモローランド10分間の旅へ

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

パーク開園当時からのクラシックアトラクション
にディズニーイマジニアの新たな魔法が加わり、
2021年後半リニューアル。ゲストは探検の途中で、
サイにお尻を突かれている不運なスキッパー、フェ
リックスと出会ったり、昔のクルーズ船クワンゴ・ケ
イト号を発見するかもしれません。

ディズニーキャストが
アトラクション内に！？

ジャングルクルーズ

スプラッシュ・マウンテンが、映画『プリンセスと魔
法のキス』テーマに生まれ変わります。ストーリー
は、真実の愛のキスで人間の姿に戻ったティアナ
のその後の物語。ゲストは、初めてマルディグラの
祭りに参加するティアナとワニのルイスと一緒に、
映画のパワフルな音楽をフィーチャーしたミュージ
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

新しい冒険に出掛けよう

屋根付きのレール上を走る「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」は「スペース・マウン
テン」の内部も通り抜けます。

マジックキングダム・パーク

目次ページへ戻る

注目ポイント

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、『リトル・マーメイド』の名曲を聞き
ながら忘れられないシーンの数々を追体験します。

アリエルの住む海中世界の旅へ

アンダー・ザ・シー：
ジャーニー・オブ・リトル・マーメイド

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い
ましょう。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？

『美女と野獣』の城のふもとにあるエレガントなレス
トラン。ふたりがダンスを踊った豪華ボールルーム
をはじめ、3つのテーマのダイニングルームがありま
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。

憧れのダンスホールで優雅なお食事を
ビー・アワ・ゲスト・レストラン

「エンチャンテッド・フォレスト」

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、ベルの住む村やコ
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。ギャラ
リーも楽しめます。

豊かな風景に広がる

ドナルドと一緒にディズニー・アニメーションの世界
を名曲とともに旅する3Dシアターアトラクション。
2021年後半、新たにディズニー＆ピクサー映画『リ
メンバー・ミー』のシーンが登場。ミゲルとヘクタ
ーが歌うあのミュージカルナンバー「ウン・ポコ・ロ
コ」とカラフルな世界も楽しめます。

巨大スクリーンの中で
“ウン・ポコ・ロコ”を体験

ミッキーのフィルハーマジック

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楽しめます。

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

プリンス・チャーミングのカルーセルで、90頭の木彫
りの白馬のうちの1頭、または芸術的な馬車に乗っ
てロイヤルスピンをお楽しみください。日が暮れてラ
イトアップされるとより美しい情景に引き込まれます。

シンデレラ気分でロイヤルスピン

プリンス・チャーミング・
リーガル・カルーセル

場所：メインストリートUSA
メインストリート・ベーカリー

マグやタンブラーなど、各パーク限定デザインのグッズがお土
産にも人気。全店回ってみましょう。

*

限定マグカップを集めよう♪
このパークのスターバックス*

お す す め の

シンデレラ城内にある、ウォルト・ディズニー・ワールド
の中で最も人気が高いレストランのひとつ。シンデレラ
ほか、大好きなディズニープリンセスたちとロイヤルな
お食事を。

シンデレラ・ロイヤルテーブル

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。

アロハ・アイル

『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。

トニーズ・タウンスクエア・レストラン

南国のヤシの木やトピアリーに囲まれたグリーンハウ
ス風のレストランで、100エーカーの森に住むプーさ
んと仲間たちに会うことができます。

クリスタル・パレス

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。

ピノキオ・ビレッジハウス

パークでは、カバルケードに乗ってゲストに手を
振ったり、音楽に合わせて踊りながらメインスト
リートUSAを通り抜けるディズニーキャラクター
と出会うことができます。ディズニープリンセスた
ちの豪華キャッスル・フロートも必見です。

キャラクター体験

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney



草原の動物たちや草原の動物たちや
伝説の生き物にも出会える伝説の生き物にも出会える
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※ 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2021年9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。

世界のディズニーパークの中で最も広いテーマ

パークで、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新しい冒険に出掛けま

しょう。日没後はエリア限定でナイトエンターテ

インメントやライトアップされたアトラクション

が楽しめます。

ディズニー・アニマルキングダム



注目ポイント

注目ポイント

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やショップ、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。

ここには、大人も子供も楽しく恐竜と友達にな
れる魔法がいっぱい。Tレックスの骨に飛び乗っ
たり、カーニバル風の遊園地でトリケラトプスと
遊んだり、タイムマシンに乗ってイグアノドンを助
けに行く冒険もあります。また、恐竜テーマのカ
ラフルなコスチュームを着たドナルドなどディズ
ニーキャラクターに会えるかもしれません！彼ら
は今、ディスカバリー・リバーをクルーズ中。こ
のページのキャラクター体験もチェック！

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

ディズニー・アニマルキングダム

「パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター」

想像を超えた世界へ

ナヴィの戦士となり、雄大なマウンテン・バンシーの
背中に乗ってパンドラ上空を飛び回ります。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！

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

生物発光で輝く熱帯雨林の川を冒険

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
ましょう。

ナヴィ・リバー・ジャーニー

Diningおすすめの

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どうぞ。

サトゥーリーキャンティーン

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。

「ダイノランドUSA」

カラフルで
スリリングな のテーマランド恐 竜

恐竜の骨に登ったり、滑り台、つり橋、洞窟など様々
なアスレチックで遊べるキッズ大興奮のプレイグラ
ウンド。砂場では化石を発掘することもできます。

化石発掘現場で思いきり遊ぼう
ボーンヤード

空飛ぶ恐竜ライド

ぽってりとしたキュートなトリケラトプスに乗って空
高く舞い上がりましょう。機内のレバーで飛行の高
さ、ジョイスティックで前後の傾きを調整できます。

トリケラトップ・スピン

恐竜時代にタイムトリップ！

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。

ダイナソー

目次ページへ戻る

カリ・リバー・ラピッド
ずぶ濡れで盛り上がる激流下り

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。突然の激しいスプラッシュも予
測不可能で、同乗者全員、大興奮間違いなし。

エクスペディション・エベレスト
エベレスト山頂で雪男に遭遇！？

山岳列車に乗ってヒマラヤの山を駆け抜けましょ
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！

ワイルドライフ・エクスプレス・トレイン

汽車に乗って、世界の動物たちと
触れ合い体験

ハランベ駅から蒸気機関車「ワイルドライフ・エクス
プレス・トレイン」に乗って約7分、アフリカの草原
を駆け抜けてラフィキズ・プラネット・ウォッチへ。
生命保護や環境問題をテーマにしたこのエリアで
は、様々な愛らしい動物たちと触れ合える広場「ア
フェクション・セクション」があります。丁寧に手を
洗い、動物たちと友達になりましょう。

アフェクション・セクション

昼と夜、2つのサファリツアー

サファリトラックに乗って、アフリカのサバンナに出
発。約18分間のツアーでは、ゾウやキリン、ライオン
など30種類以上の動物を見つけることができま
す。夕方以降はナイトツアーとなり、照明効果など
でめったに見られない彼らのユニークな姿が目撃
できるかも！

キリマンジャロ・サファリ

何世紀にもわたり感動を与えてきた『ライオン・キ
ング』をブロードウェイスタイルのミュージカルで。
50人以上のエンターテイナーによる壮大なフィナ
ーレは「サークル・オブ・ライフ」で盛り上がります。

ハランべ・シアターで
『ライオン・キング』を追体験

セレブレーション・オブ・フェスティバル・
オブ･ザ・ライオン・キング

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

場所：ディスカバリー・アイランド
クリーチャー・コンフォート

マグやタンブラーなど、各パーク限定デザインのグッズがお土
産にも人気。全店回ってみましょう。

*

限定マグカップを集めよう♪
このパークのスターバックス*

お す す め の

ディズニーキャラクターたちが趣向を凝らしたフ
ローティラ（小艦隊）に乗って、陽気な音楽とと
もにディスカバリー・リバーをクルーズします。「ド
ナルドのダイノバッシュ！」から飛び出した賑やか
なパーティーボートも！

キャラクター体験

自然と動物をテーマにした
荘厳なナイトショー

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

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。創造力に溢れた装飾も必見です。

ティフィンズ

アフリカの市場をイメージしたマーケットで、アフリカ
のストリートフードに着想を得たユニークなメニュー
を。植民地時代の貨物倉庫や古い給水塔など雰囲
気たっぷり。

ハランベ・マーケット

アフリカ風にアレンジされたファミリースタイルの食事
を楽しみながら、サファリルックのドナルドと仲間たち
に一日中会えるキャラクターダイニング。

タスカーハウス・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、キハダマグロのナチョス、餃子、神戸牛バー
ガーなど豊富なメニューが楽しめます。

ヤク＆イエティ・レストラン

世界各地からインスピレーションを得た魅力的な小
皿料理と、ビールやワイン、混合酒、特製カクテル等の
豊富なドリンクを堪能しながら旅気分に浸りましょう。

ノマド・ラウンジ



映像の世界に没入しよう映像の世界に没入しよう

※ 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2021年9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。

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 な々形で体験できます。ディズニー

パーク史上最大の没入型テーマランド「スター・

ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」、家族みん

なで楽しめる「トイ・ストーリーランド」もここに

あります。

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

目次ページへ戻る



注目ポイント

ゲストの皆様が降り立つのは、銀河系の片隅に
ある惑星バトゥーの貿易港ブラック・スパイア・
アウトポスト。密輸業者や違法商人、冒険家が
集まるこの辺境地には、レジスタンスやファース
ト・オーダーの野営地、多くのマーケットなどが
あり、あなただけの『スター・ウォーズ』の冒険
を見つけることができます。憧れのミレニアム・
ファルコンを操縦したり、カイロ・レンとの戦闘
に加わったり、お馴染みのキャラクターやドロイ
ドとの出会いをお楽しみください。

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
ディズニーパーク史上最大テーマランド

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待ち受けています。

ファースト・オーダーとの
バトル真っ只中へ！

スター・ウォーズ：
ライズ・オブ・ザ・レジスタンス

ミレニアム・ファルコンのコックピットに乗り込み、
銀河系への冒険に出発。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、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

Diningおすすめの

巨大なポッドレーサー用エンジンの火力で肉を
焼くこの店では、食欲をそそるロント・ラップを。
かつての製錬ドロイドが串に刺さった巨大な肉
を丁寧に焼いています！

ロント・ロースター

多目的輸送シャトルを改造してつくった移動式
キッチン＆レストラン。惑星タコダナのマズ・カナ
タの城にいた料理人、ストロノ・タッグズの自慢
の料理を楽しめます。

ドッキング・ベイ７・フード＆カーゴ

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

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

最先端のプロジェクション効果と照明、レーザー、
花火で『スター・ウォーズ』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

目次ページへ戻る

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

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。短編アニメーション『ミッキーマ
ウス！』の新作映画『パーフェクト・ピクニック』の二
次元の世界を、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同乗
し、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掛
けましょう。

アニメの世界を
3Dメガネなしでリアル体験

ミッキーとミニーの
ランナウェイ・レイルウェイ

注目ポイント

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

「トイ・ストーリーランド」
おもちゃサイズで冒険しよう

エイリアン・スワーリング・ソーサー
宇宙の“おもちゃセット”でスピン！

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。

©Disney/Pixar

スリンキーと一緒に裏庭を駆け抜けよう

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・ドッグ・ダッシュ

©Poof-Slinky, LLC.

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、ウッディたちとユニークな4Dシューティ
ング・ゲームにチャレンジ。友達とハイスコアを競い
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。

5種類のカーニバルゲームに挑戦
トイ・ストーリー・マニア！

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
ましょう。大人も子供も、名誉あるおもちゃの一
員となって巨大な世界に入り込む準備を！

“ハイオクタン”（プレミアム）な
ショーを楽しもう

パークでは『インクレディブル・ファミリー』『モン
スターズ・インク』『トイ・ストーリー』などピクサー
の仲間たちや、大好きなディズニージュニアのス
ターが、最高にクールなモーターケードと一緒に
やってくる様子を見ることができます。

キャラクター体験

お す す め の

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

©Disney/Pixar

『カーズ』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を使って、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。親
友のメーター、クルーズ・ラミレスをはじめ、ラジエー
ター・スプリングスの大勢の仲間たちも登場します。

ライトニング・マックィーンの
レーシング・アカデミー

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

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
ピード駆け抜けます。急加速、宙返りもノリノリ！

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

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

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

場所：ハリウッド・ブルバード
マグやタンブラーなど、各パーク限定デザインのグッズがお土
産にも人気。全店回ってみましょう。

*

限定マグカップを集めよう♪
このパークのスターバックス*

トロリー・カー・カフェ

朝はディズニージュニアの人気者たち、ランチ＆ディナ
ーはミニーや仲間たちと季節のダイニングパーティー
が楽しめるキャラクターダイニング。

ハリウッド＆バイン

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。

ハリウッドブラウンダービー

ママ・メルローズの
リストランテ・イタリアーノ

バックロットの倉庫を改装した居心地のいいダイニン
グスペースで、陽気なママ・メルローズが作るイタリア
の家庭料理が食べられます。

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！？

フィフティーズプライムライムカフェ

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
ながら雰囲気に浸りましょう。
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※ 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2021年9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。

エプコットの 意 味 は、実 験 的 未 来 型 都 市

（Experimental Prototype Community of 

Tomorrow）。ウォルト・ディズニーが構想し、

生涯を賭けて夢を注いだ、近未来の地球と世

界文化がテーマのパークです。ウォルトの想い

を引き継ぎながら少しずつ前進してきたエプコッ

トは、現在、数年に渡る大規模イノベーション

の途中にあり、未来に向けてさらなる進化を続

けています。

エプコット

新しい未来へと新しい未来へと
進化を続ける進化を続ける



注目ポイント

これまで2つのエリアに分かれていたエプコット
は近い将来4つのエリアとなり、新しいアトラク
ションやエンターテインメントを含め、これまで
にない発見や好奇心溢れる冒険、多くの魔法を
体験することができます。

エプコット

エプコットのイノベーション

～ と ～現在 未来

新しいエントランスエリアは人々をつなぐ居心地
の良い場所として設計され、人類と自然界の調和
を祝います。パークのシンボル「スペースシップ・
アース」には雄大なモニュメントと噴水が備わり、
日が暮れるとイルミネーションが輝きを放ちま
す。また、新たなパビリオン「ドリーマーズ・ポイ
ント」が建設予定で、周辺には素晴らしい景色や
ウォルト・ディズニーのレガシーを称える彫像、シ
ョップやダイニングも並びます。

ワールド・セレブレーション

エプコットの新たな象徴となる「スペースシップ・アース」
の3つのモニュメントと噴水。

ワールド・ディスカバリー

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：コズミック・リワイ
ンド」

ミッション：スペース館、テストトラック館を含む
このエリアは、科学、テクノロジー、銀河系の冒険が
テーマ。現在、宇宙空間を舞台にした大型の屋内コ
ースター「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：コ
ズミック・リワインド」が建設中！そして、新レスト
ラン「スペース220」では特別なスペースエレベー
ターに乗って地球から220マイル離れた宇宙に向
かい、ケンタウリ宇宙ステーションで天空のパノ
ラマを眺めながら食事を楽しめます。

ランド館、シー・ウィズ・ニモ&フレンズ館を含むこ
のエリアは、自然とのバランスを理解し、維持する
ことの大切さを学ぶことができます。ここには、デ
ィズニーパーク初の『モアナと伝説の海』をテーマ
にしたアトラクション「モアナと伝説の海：ジャー
ニー・オブ・ウォーター」が登場。また、ランド館で
は地球の美しさと多様性を表現した新作フィルム

「オーサム・プラネット」がスタートしています。

「モアナと伝説の海：ジャーニー・オブ・ウォーター」

ワールド・ネイチャー

世界各国の伝統や文化、料理、建築などが楽しめる
お馴染みのエリアには、いくつかの感動的な魔法
が追加されました。フランス館では待望のアトラ
クション「レミーのおいしいレストラン・アドベ
ンチャー」および、レストラン「ラ・クレープリー・
ドゥ・パリ」がオープン。新しいシアターアトラク
ション「美女と野獣：シング・アロング」もスタート
しています。そして、ワールド・ショーケース・ラグ
ーンでデビューの「ハーモニアス」は、ディズニー
パーク最大スケールのナイトショーのひとつにな
ります！

ワールド・ショーケース

50周年イベントと同時にスタート！

キッチンの魅惑的な匂いや
音も楽しめる

映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにし
た4Dアトラクション。ゲストは愛らしいシェフ、レミ
ー（ねずみ）サイズになってライドに乗り、レストラン
「グストー」のキッチンフロアを駆け回るワイルドな
冒険を楽しめます。

レミーのおいしいレストラン・
アドベンチャー

ワールド・ショーケース・ラグーンで開催される新ナ
イトタイムスペクタキュラー。このショーは世界中の
240人もの多様な文化的アーティストによって再考
されたディズニーのクラシック音楽を祝い、世界を
一つにつなげます。最先端技術を駆使した花火、噴
水、光、映像の演出はディズニーパークの中でも最
大スケール！

ディズニー音楽で
世界をひとつに

ハーモニアス

目次ページへ戻る

注目ポイント

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コスチュー
ムの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？

「ワールド・ショーケース」

プチ 世 界 一 周 旅 行 に出発！

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

ピラミッドの中に入ると夜のメキシコの街が広が
り、マーケットやレストラン、『三人の騎士』のアトラ
クションも。

メキシコ館

世界遺産フェズの旧市街を再現したエキゾチック
なモロッコ館では、バザールやカフェも楽しみのひ
とつ。

モロッコ館

伝統的なシャトーホテルや巨大なトーテムポール、
美しい庭園がお出迎え。最新の360°シアターでも
雄大な景色を楽しめます。

カナダ館

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。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、2つのコース
が体験できます。

2つの宇宙飛行をバーチャル体験
ミッション：スペース

最新の栽培技術を観察できる実験農場をボート
で巡りましょう。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・グリルで食べることができます。

ミッキー型に育ったカボチャも！
リビング・ウィズ・ザ・ランド

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。旅から戻ったら、
巨大な海水水族館でカクレクマノミやサメ、ウミガ
メなど60種4,000以上の海の生き物たちに会いに
行きましょう。

シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
世界最大級の海水水槽の中でニモを
探そう

Finding Nemo – The Musical is inspired by Disney・Pixar’s
“Finding Nemo.” ©Disney/Pixar

エプコットのワールド・ショーケースでは、大勢
のディズニープリンセスを乗せた馬車と遭遇した
り、ソーシャルディスタンスを保ちながらゲストに
挨拶するお気に入りのディズニーキャラクターと
会えるチャンスがあります。

キャラクター体験

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

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。

ソアリン
地球上で最も美しい景色を眺めよう

場所：ショーケース・プラザ
マグやタンブラーなど、各パーク限定デザインのグッズがお土
産にも人気。全店回ってみましょう。

*

限定マグカップを集めよう♪
このパークのスターバックス*

お す す め の

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

アケシュース・ロイヤル・
バンケットホール

ノルウェーの古城アケシュースをモデルにしたレストラ
ンで、多くのプリンセスと会える華やかなダイニングを
お楽しみください。

トラベラーズ・カフェ

店内のフロアがゆっくり回転して農場の景観が楽しめ
るユニークなレストランで、農夫スタイルのミッキーや
チップ＆デールに会うことができます。

ガーデン・グリル

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。

コーラルリーフ・レストラン

カナダの古城ホテルをイメージした雰囲気の良いステ
ーキレストラン。ル・セリエ・フィレミニオン、リブアイ、新
鮮なシーフードなど最高の一皿をどうぞ。

ル・セリエ・ステーキハウス

夜のビアガーデンをイメージしたドイツ館の屋内レス
トラン。薄明りの中、本格的なドイツ料理と活気あるシ
ョーで、一年中オクトーバーフェストを祝いましょう。

ビアガーデン・レストラン



2つのウォーターパーク

ここはスキー場！？ここはスキー場！？
南国の楽園！？南国の楽園！？
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※ 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2021年9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。

ここにしかないユニークなテーマの2つのウォー

ターパークを体験しましょう。「パークホッパー・

プラス・オプション」チケットの利用がおすすめ

です。

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



2つのウォーターパーク

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。

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。

ビル12階の高さから“スキージャンプ”！
サミット・プラメット

リフトに乗って山頂まで登ろう
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みましょう。

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！

「レディー、セット、スノー！」
トボガン・レーサー

縄バシゴ、水に浮かぶ氷山、ジップライン、ミニスラ
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

キッズ用の水上アスレチック

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

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

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

こちらもチェック！

目次ページへ戻る

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。

ビル5階の高さから、暗闇のトンネルを時速50
km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。

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。

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。パーク内に３つ
あるチューブスライダーの中で最もワイルド！

こちらもチェック！

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

ディズニー・タイフーン・ラグーン

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！
タイフーン・ラグーン・サーフ・プール

ミス・アドベンチャー・フォール

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。

トレジャー・ラフトで
エキサイティングな航海へ

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。

上っては落ちる！
“ウォーター・コースター”

クラッシュン・ガッシャー

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一周の旅をお楽しみください。

サーフ・プールをぐるりと囲む
流れるプール

キャスタウェイ・クリーク

ヒュマンガ・カワバンガ

ケチャキディー・クリーク

メイデー・フォールズ
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60以上のレストラン＆バー、100以上のショッ

プ、20以上のアトラクションやショーなど、4

つの魅力的なエリアで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

回ってみましょう。（※入場料はかかりません）

リゾート最大規模のグルメ＆ショップ、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エンターテインメントエリア

ディズニ ー・スプリングス



ディズニー・スプリングス

★シルク・ドゥ・ソレイユの新演目「ドロウン・トゥー・
　ライフ」は2021年11月18日スタート！

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。独創的でハイクオリティな
ショップも多数

  ランディング

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！

  タウンセンター

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

  マーケットプレース

専用シアターでシルク・ドゥ・ソレイユのここだけの
演目を鑑賞できるほか、シネマコンプレックス、ボウ
リング施設なども

  ウエストサイド

4つのエリア

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

『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。ク
リスマス時期は、派手な装飾と期間限定メニューを
取り揃えたホリデー・バーに変身します。

ジョック・リンジーズ・ハンガー・バー

モリモト・アジア

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。

D-Luxeバーガー

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？

ヴィヴォリ・イルジェラート

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。

パドルフィッシュ

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。

コカ・コーラ・ストア

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！

ワールド・オブ・ディズニー

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！

ハワイアナス

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。

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

こちらもチェック！

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）
エバーグレーズド・ドーナツ＆コールドブリュー
（カラフルなドーナツ）
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）
アール・オブ・サンドウィッチ（ホットサンド）



※ 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2021年9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。

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などが並びま

す。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）

板張りの湖畔で板張りの湖畔で
優雅なリゾートを満喫優雅なリゾートを満喫

ディズニー・ボードウォーク

目次ページへ戻る



ディズニー・ボードウォーク

こちらもチェック！

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

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）
 ピザ・ウィンドウ（ピザのテイクアウト）

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。朝食では
冒険好きロイヤルカップルに会えるキャラクターダ
イニングを実施。

トラットリア・アル・フォルノ

フライング・フィッシュ

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。

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。



ディズニー・リゾート・
コレクション
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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。

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国リゾート、

20世紀初頭のアメリカの風景など、あらゆる世

界にトリップできるでしょう。近年のリノベーショ

ンで魅力を増したホテルや、もうすぐ誕生する

話題の新ホテルにも注目です！

 ディズニーならではの ディズニーならではの
 ユニークなホテルが25以上！ ユニークなホテルが25以上！



ディズニー・リゾート・コレクション

 …マジックキングダム・パーク　エリア
 …ディズニー・アニマルキングダム　エリア
 …エプコット　エリア
 …ディズニー・スプリングス　エリア
 … ESPNワイド・ワールド・オブ・スポーツ・

　　　コンプレックス　エリア

MK  …マジックキングダム・パーク
DAK  …ディズニー・アニマルキングダム
DHS  …ディズニー・ハリウッド・スタジオ
EPCOT  …エプコット
DS …ディズニー・スプリングス

 テーマルーム…ディズニー映画をテーマにした客室*

エリア名と表内付記

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
最高峰ホテル。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。

    ディズニー・グランド・
 フロリディアン・リゾート＆スパ

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●  ハネムーナー、カップル
●  女子旅

●  ダイニング
●  モノレール停車
デラックス

MK 

    ディズニー・
 コンテンポラリー・リゾート

近代的な台形デザインの建物をモノレールが通り
抜けるスタイリッシュなホテル。マジックキングダム・
パークからは徒歩圏内で、最上階レストラン「カリ
フォルニア・グリル」からもパークを一望できます。
2021年のリノベーションで『Mr.インクレディブル』
テーマの客室に！

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●   ハネムーナー、カップル
●   女子旅

●   テーマルーム *
●   ダイニング
●   MKに徒歩圏内
●   モノレール停車
●   近年リノベーション実施
デラックス

MK 

    ディズニー・ボリネシアン・
ビレッジ・リゾート

ヤシの木や白い砂浜など南国リゾート気分が味わ
えるホテル。屋外での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。2021年、エントランスエリアと客室のリノ
ベーションが行われ、『モアナと伝説の海』テーマ
の客室が登場しました。

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●   ハネムーナー、カップル
●  ファミリー

●   テーマルーム *
●   ダイニング
●   モノレール停車
●   近年リノベーション実施
デラックス

MK 

    ディズニー・
アニマルキングダム・ロッジ

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るホテル。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
ルプログラムなどアフリカの雄大な自然を満喫でき
ます。ディズニー・アニマルキングダムに最も近い
ホテルです。

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●   ハネムーナー、カップル
●  ファミリー

―
●   DAKにバスで5分
デラックス

DAK

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●    ダイニング
●    EPCOTに徒歩圏内
●    両ホテル施設が利用可能
デラックス

●    ハネムーナー、カップル
●    ファミリー

EPCOTDHS

20 世紀初頭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ホテル。難破船や流れるプ
ールが楽しめるストーマロング・ベイ、ビーチスタ
イルのミニーと仲間たちに会えるキャラクターダイ
ニングも人気です。

    ディズニー・ヨットクラブ &
ビーチクラブ・リゾート

20 世紀初頭の国立公園の山岳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、近代的な客室設備でゆっ
たり過ごせます。

    ディズニー・ウィルダネス・ロッジ

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●   ハネムーナー、カップル
●   ファミリー

●   ダイニング
●   MKにボートで数分
デラックス

MK 
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    ディズニー・ボードウォーク・イン

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。

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●   ハネムーナー、カップル
●   女子旅

―
●   DHSとEPCOTに
  徒歩圏内
デラックス

EPCOTDHS

ヨーロッパの地中海リゾートの魅力とディズニーの
イマジネーションを一度に体験できる、一番新しく
誕生したヴィラ・タイプのリゾートホテル。最上階
レストラン「トッポリーノ・テラス」では、朝は芸術
家スタイルのミッキーたちと会えるキャラクターダイ
ニング、夜はパークの花火を見ながらフランス料理
とイタリア料理を堪能できます。

    ディズニー・リビエラ・リゾート

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●    ファミリー
●    ハネムーナー、カップル

●    ダイニング
●    スカライナー停車
デラックス

EPCOTDHS

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

「スター・ウォーズ：
ギャラクティック・スタークルーザー」

20222022年オープン

『スター・ウォーズ』の世界を感じられるホテルがも
うすぐオープン！ゲストは豪華クルーザー・ハルシ
オンに乗船してはるか彼方の銀河系に旅立ち、物
語の一員となって2泊3日の没入感あふれるバケー
ションを体験することができます。

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd.

    ディズニー・
コロナド・スプリングス・リゾート

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。近
年の大規模リノベーションで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。

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●   ファミリー
●   ハネムーナー、カップル

―
●   近年リノベーション実施
モデレート

DAK EPCOTDHS

    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、アメリカ南部の懐かしい風景が広
がる「リバーサイド」、2つの雰囲気が楽しめます。
ホテル間は、徒歩、バス、ボートで移動可能。リバー
サイドには『プリンセスと魔法のキス』テーマの客
室もあります。

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●   ファミリー
●   女子旅

●   テーマルーム*

●   両ホテル施設が利用可能
モデレート

EPCOT DS

    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』、4つの名作映画
の世界に入り込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。

*1EPCOTDHS

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●   ファミリー
●  学生・友達

●  テーマルーム *
●  プールやオブジェ
●  スカイライナー停車
バリュー

EPCOTDHS

©Disney/Pixar

映画、音楽、スポーツ、それぞれのテーマに添っ
た客室棟や中庭、アクティビティーが楽しめる遊
び心満載のリゾート。ムービー棟にはディズニー
映画キャラクターのオブジェやプールがあります。

     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

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

●   学生・友達
●    女子旅

●   プールやオブジェ
●   ファミリールームあり
バリュー

DAK

    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。

こんな人におすすめ
●   ファミリー
●   学生・友達

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験
便利ポイント

―
●   スカイライナー停車
バリュー

EPCOTDHS

    ディズニー・
カリビアン・ビーチ・リゾート

美しいカリブ海バケーションを思わせる広大なホテ
ル。『カリブの海賊』をモチーフにした客室もありま
す。近年、リゾート内と客室リノベーションが施され、
ディズニー ·スカイライナー駅の拠点となるなど、よ
り便利で機能的に。

●   スカライナー停車
●   近年リノベーション実施

こんな人におすすめ

近いパーク

ホテルカテゴリー

キャラクター体験

便利ポイント

●   ファミリー
●  学生・友達

●   テーマルーム*

モデレート

EPCOTDHS
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リゾートマップ

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

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

エプコット

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

ディズニー・スプリングス

ディズニー・ボードウォーク
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リゾートマップ／アクセス情報／シーズナルイベント

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・リゾートまではシェアライドで約40分。

アクセス情報

リゾートを楽しむには、何日くらい必要？
リゾートには、4つのテーマパーク、2つのウォー
ターパーク、エンターテインメントエリア、ゴルフ場、
キャンプ場、総合スポーツ施設などがあり、一週
間でも遊び尽くせません。4つのパークを巡るのに
4日間、ディズニー・スプリングスやウォーターパー
クに行く時間を含め最低でも5～6日間の滞在を
おすすめします。事前にやりたいことをリスト化し
て計画を立ててみましょう。

東京・山手線内面積の約1.6倍もある広大なリ
ゾート内には便利な交通システムが完備されて
おり、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。バス、モノレール、フェリー・ボー
ト、また、新しく開通したディズニー・スカイライ
ナーでは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。

リゾート内の交通手段

リゾート内では、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無料のWI - F iが
利用できます。

無料WI- Fi

リゾート内で専属カメラマンが撮影してくれ
た写真やアトラクション体験中の動画を、
オンラインでチェックして購入できます。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他、楽しみ方も
色 ！々（※有料サービス）

ディズニー・フォトパス

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

年間イベント
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。

1月中旬 ～ 2月下旬

3月上旬 ～ 5月下旬

7月 ～ 8月

8月中旬～10月末

9月上旬～11月中旬

11月初旬～12月下旬

12月31日

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

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

サマーイベント

ハロウィーンイベント

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

www.disneyworld.jp

公式 Instagram

@waltdisneyworld

※ 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2021年9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。

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

目次ページへ戻る

https://disneyparks.disney.go.com/jp/disneyworld/
https://www.instagram.com/waltdisneyworld/?hl=ja
https://www.instagram.com/waltdisneyworld/?hl=ja

