
＃ダイニング＃ショッピング

＃ホテル宿泊

＃ディズニーランド

©Disney

グリーティングやグルメ、グッズ、ホテルステイなど、
〝もっとハッピー〞 があふれる香港ディズニーランド・リゾートの
バケーションは、一度体験したらみんなリピートしたくなります！

ディズニーファン 7 月号特別付録

HONG KONG DISNEYLAND RESORT

＃香港ディズニーランド

#disney love

行こう！

香港ディズニーランドでの
２泊３日の女子旅をもっと楽しく！！

香港ディズニーランドへ
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#バズ #ジェシー #バレル・オブ・ファン #トイ・ストーリーランド

#ダッフィー #クッキー #ダッフィー＆フレンズ #マイ・ジャーニー・ 
ウィズ・ダッフィー #メインストリートUSA

#フォトスポット #マッド・ハッター・ティー・カップ #フェアリーテール・フォレスト #ピクシー・ホロウ #ミニチュア 
#ファンタジーランド #ティンカーベル

#ジャイアントトイ #トイ・ストーリーランド 

#ブティック #メインストリートUSA

#アナ #ロイヤル・プリンセス・ガー
デン #メインストリートUSA

#エルサ #ロイヤル・プリンセス・ガ
ーデン #メインストリートUSA

#白雪姫 #ロイヤル・プリンセス・ガ
ーデン #メインストリートUSA

 ーティング&SNS映えパラダイス♡
　グリーティングエリアや施設が充実していて、ペアで登場してくれる神対応 & フレンドリーなキャラクターが多いの でしあわせ♪　それに、パーク内は SNS でシェアしたくなる #Kawaii  # 映えスポットが満載なので、シャッターが止まらない！

ディズニー
キャラクター

もっともっと

会いたい！ 季節やイベント
で変わる

コスチュームも

Check
　イベントごとに訪れ
て、香港らしいデザイ
ンのコスチュームを着
たキャラクターたちと
撮影したいです♪

1 2

1

#シンデレラ #ロイヤル・プリンセス・ガーデン #メインストリートUSA
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#バルーン #メインストリートUSA

3

#リロ #スティッチ #カリブニ・マーケットプレイス #アドベンチャーランド #アイアンマン #アイアンマン・テックショーケース #トゥ
モローランド

6 13

 © Disney/Pixar

 © 2019 MARVEL

94 超フレンドリーな＂２人＂！　いろん

なポーズをとってくれる♪

#グーフィー #プルート #ペアグリ 

#メインストリート

#BB-8 #スター・ツアーズ™：コマン
ド・ポスト

12

©
 D
isney/Lucasfilm

 Ltd.

5 Disney Characters Greeting 

ディズニーキャラクターグリ

 ©
 D
isney/P

ixar

ウエスタン風コスチュームのチップ&

デールに感激！　超レアだと思う♪

#チップ #デール #ペアグリ #ガイザーガルチ 

#グリズリーガルチ

#モアナ #カリブニ・マーケットプレイ
ス #アドベンチャーランド

6

❶
❸

❷❹
❺❻

❼

❾
❽

❿
⓫

⓬

⓭

32



H
O

N
G

 K
O

N
G

 D
is

n
ey

la
n

d
 R

E
SO

R
T

#ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー #グ
リズリー・ガルチ

#シンデレラ・カルーセル #ファンタジーランド #モアナ：ホームカミング・セレブレーション #アドベンチャーランド

#ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブック #ファンタジーランド

#RCレーサー #トイ・ストーリーランド

アトラクション＆エンター テイメント
新しいアトラクションやショーが次々と登場して、進化から目が離せない香港ディズニーランド。世界でここだけのマーベルアトラ クションや専用シアターでの華麗なショー、マジカルなパレードに大興奮です！

見られたら
カストーディアル・
キャストの
フロアー・ドローイング

　香港パークでは、＂魔法
の水＂ で描かれるカスト
ーディアルアートが見ら
れます。大きさも場所も
決まっていないので、探
してみてね！

lucky!

ゲームに TRY！
カリブニ・マーケットプレイス
　カリブニ・マーケットプレイスで、
ボールを投げて壷に入れたり、ルー
レットを回したりするゲームに挑戦。
成功すると、ぬいぐるみがもらえる！　
これが意外に難しいのだけれど、す
ごく楽しくて盛り上がる♪

ここだけ！！に、
気分⤴⤴

B C M

M

R

ストリート・パーティーみたいに、

にぎやかなデイパレード！

#フライト・オブ・ファンタジー・パレ

ード #メインストリートUSA

デイパレード
「フライト・オブ・ファンタジー・パレード」も！

2

アリのサイズになって最

新銃EMPブラスターでバ

トル！　香港の街をヒド

ラから守るミッションな

んて、しびれる♪

#Newアトラクション #マーベ

ルヒーロー #ライド #シュー

ティング #トゥモローランド

アイアンマンの世界～♪　会えて、

体験できて、ショッピングも♡

#マーベルグッズ #フィギュア #エクスポシ

ョップ #トゥモローランド

A New

超 H O T な マ ー ベ ルアトラクション

  © 2019 MARVEL

© Disney/Pixar

　映画『モアナと伝説の海』
をテーマにした屋外ステー
ジ・ショー。モアナが故郷に
戻ってからの冒険が、わくわ
くするような音楽や、ダンス
とともに繰り広げられる！

I Iron Man 
Experience
アイアンマン・
エクスペリエンス

B Big Grizzly Mountain 
Runaway Mine Cars
ビッグ・グリズリー・マウンテン・
ラナウェイ・マイン・カー

　シューティングタイプの新ア
トラクション。ヒドラと戦うア
ントマンとワスプを援護するミ
ッションを受け、ザ・ダガーに乗
り込み、EMPブラスター銃で、
敵のスウォームボットを撃退！

　フライトシミュレーター型ア
トラクション。香港市街地上空
で展開する、アイアンマンとヒ
ドラのバトルシーンを、迫力３
D映像で体感！　アイアンマン
とのグリーティング施設も隣接。

　グリズリー・ガルチ全域を猛
スピードで駆け巡る鉱山列車。
暗闇のトンネルを通り、急カーブ
の線路をガタガタと音を立てな
がら激走！　急上昇や急降下、
突然の逆走と、スリルの連続。

　ディズニー映画『シンデレラ』
をテーマにしたメリーゴーラウ
ンド。ディズニーのクラシック
メロディーが流れるなか、豪華
に飾られた馬車や白い木馬に乗
り、プリンセス気分♡

　アンディのおもちゃ＂RC＂に
乗ってスタート。高さ約27mあ
るU字型のハーフパイプを前進
と後進を繰り返しながら高度を
上げて疾走。最高地点から後ろ
向きで落ちる瞬間は絶叫！

　豪華なミュージカルショー。 
ミッキーとグーフィーが本の
中から飛び出してしまったオ
ラフを、元に戻してあげるた
めの冒険が、ディズニーの物
語の世界をめぐりながら展開。

A Ant-Man and 
The Wasp : Nano Battle!
アントマン &
ワスプ：ナノ・バトル !

　パークが鮮やかな色と光に
包まれるナイトパレード。魔
法使いのミッキーが、パーク
全体をキャンパスにして、魔
法のペイントブラシとイマジ
ネーションで描く夢の世界！

❶ ❷ ❸ C Cinderella 
Carousel 
シンデレラ・カルーセル

❹ R RC Racer 
RC レーサー ❺ D ＂ Disney Paint the 

Night ＂ Parade
ディズニー・ペイント・
ザ・ナイト・パレード

❻ M Mickey and the  
Wondrous Book
ミッキー・アンド・ザ・
ワンダラス・ブック

❼ M Moana:A Homecoming  
Celebration
モアナ：ホームカミング・
セレブレーション

❽

カリブニ・
マーケットプレイス

D
ショーの中にいるみたいな気分にな

る♡　フロートもすごく華やかで、パ

ークのラストタイムが盛り上がる♪

#ディズニー・ペイント・ザ・ナイト・

パレード #メインストリートUSA

©
 D
isney/P

ixar

 © 2019 MARVEL  © 2019 MARVEL

I

できました

Attractions & Entertainment 
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大好き、はずせない！ グルメ &ショッピング
　香港ディズニーランド・リゾートは、ディズニーの世界と香港旅気分をいっぺんに楽しめる贅沢な場所。香港ならで はの飲茶や食べ歩きを楽しんで、限定グッズをゲット。好きなもの全部、そろっています♡

↑エッグパフ各HK$55　#エッグパフ  #香港発祥
スウィーツ #香港限定 #メインストリート・マーケット

→ミッキー・シップ・シップ
（ソフトドリンク1個＋スーベニ

アカップ）1個HK$60　
#ミッキー・シップ・シップ #スト
ローでちびちび #ホムパで使いた
い #メインストリート・マーケット

#テーブルに回ってきてくれる #ブッフェ #エンチャンテ
ッド・ガーデン・レストラン #香港ディズニーランド・
ホテル

扌クッキーのぬいぐるみ　HK$328
#香港限定 #cookie #全長17インチ（約43㎝） 
#メインストリートシネマ：マイ・ジャーニー・
ウィズ・ダッフィー

→ステラ・ルーのチョコレート　HK$98
#ステラ・ルー #がちゃがちゃ風 #カラ
フルチョコ #メインストリートシネマ：
マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー

扌ポーチ　HK$138
#シェリーメイ #ピンク
で決まり #メインスト 
リート・シネマ：マイ・
ジャーニー・ウィズ・
ダッフィー扌マグネット　4個セットHK$88

#スウィーツマグネット #食べたくなっちゃう 
#エンポーリアム

扌グミ入り
お菓子箱　HK$135
#ミッキーのデザインBOX #
木製 #しっかり #食べたあと
は小物入れ #エンポーリアム

扌ミニーのＴシャツ　
Mサイズ（レディー
ス）HK$238
#フレンチスリーブ
 #チビT #スパンコー
ル  #エンポーリアム

←香港ディズニー
ランドTシャツ　
Sサイズ(メンズ)
HK$198
#hkdl  #香港限定
 #エンポーリアム

パッケージ・エクスプレス

香港ならではに
ときめいちゃう♡

扌キーチェーン　HK$88
#ディズニーランド・リゾートラ
インのつり革 #エンポーリアム

扌ステーショナリー
セット　HK$158
#マーベル #文房具を取り出
してポーチに #クッション性◎  
＃パビリオンギフト

←ノート　
HK$108

#キャプテンアメリカ 
#スパンコールがぜ
いたく #ステキかわ
いい

Open

パークに入って直行W　キュート

なデザートを全部撮って、食べた

かった！ 季節のイベントに合わせ

たアフタヌーンティーセットもあ

るらしい。次回はそちらも予約し

よう（笑）。ドリンク各HK$60　ス

ウィーツ（ワンプレート）各HK$98

#ダッフィー&フレンズ #kawaii #よ

くばりプレート #アイスクリーム最高  

#ダッフィーとクッキーのイヤーハット 

#メインストリート・コーナー・カフェ 

扌カチューシャ　
HK$158
#スパンコールカチューシャ #人気 
#エンポーリアム

扌キャップ　
HK$178

#オトナなデザイン 
#エンポーリアム

クールなデザインのグッズがたくさんある～♪　#香港限定デザイン #ごほうびギフト #エンポーリアム

きゃ～っ♡　こんなブーケもらったら泣いちゃう……。ほかのキャラクターでもカスタマイズしてくれるんだって♪#HK$800～ #ツムツムブーケ ＃センター・ストリート・ブティック

はじめましてのグッズであふれてる♡　イヤーハットに刺繍でNameを入れてもらおう！#ダッフィー&フレンズ #クッキー #メインストリートシネマ：マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー

　パークで購入した商品を、ゲ
ストリレーションか宿泊してい
るディズニーホテルまで無料で
届けてくれる。ショップのレジ
カウンターで頼む（パーク閉園
３時間前まで）だけでOK！

いいね！

M

M

E

C

M M E M

3

↑ミッキーとミニー各HK$48、ダッフィーとシェリ 
ーメイ各HK$42　#ロリポップドーナツ #ドーナツ #メイ 
ンストリート・ベーカリー

念願のディズニーキャラクタ

ー飲茶♡　超かわいいんだけ

ど、中身は「本場の味」。ジュ

ーシーな餡がぎっしり！　いく

つでも食べられちゃう（笑）。

#ディズニー飲茶 #世界中でここ

だけ #オラフのあんまん #インス

タ映え #クリスタル・ロータス  

#香港ディズニーランド・ホテル 

#フォトスペースでグリーティング #ブッフェ  
#シェフ・ミッキー #ディズニー・ハリウッド・
ホテル

C

#香港限定 #インスタ映え #ポーク＆ベジタブルパン #バーベキュー
ポークパン #お祝いまんじゅう

©
 D
isney/P

ixar

　香港名物のエッグタルトや
ディズニー・キャラクターモ
チーフのドーナツなど豊富な
種類のデザートが並ぶ、ベー
カリー。隣接するテラス席や
食べ歩きで楽しんで！

MMain Street
Bakery
メインストリート・
ベーカリー

　ダッフィー＆フレンズをモ
チーフにしたアフタヌーンテ
ィーセットやデザートが人気
のカフェ。ボリュームタップ
リの肉料理や麺類などもあっ
て、しっかり食事もできる。

MMain Street
 Corner Cafe
メインストリート・
コーナー・カフェ

　オープンマーケット。ジュ
ーシーなターキーレッグやフ
ローズンロリポップなど、食
べ歩きメニューがたくさん。
ミッキーワッフルも、目の前で
焼いてくれるのでうれしい。

MMain Street
Market
メインストリート・
マーケット

　ディズニー・キャラクター
モチーフの飲茶（HK$58～、
要予約）が、大人気のレスト
ラン。本格中国料理も逸品ぞ
ろいなので、ディナータイム
にもオススメ！

C Crystal Lotus
クリスタル・
ロータス

香港ディズニーランド・ホテル
❶ ❷ ❸

※レストラン「ク
リ ス タ ル ・ ロ ー 
タ ス」の 情 報 は 
専 用 サ イ ト で 詳 
しく！

　庭園に面した明るいレスト
ラン。飲茶、ローストビーフ、
刺身など多国籍のメニューを
ブッフェで楽しめて、ディズニ
ーの仲間たちも超フレンドリ
ーにあいさつにきてくれる。

E Enchanted Garden
Restaurant
エンチャンテッド・
ガーデン・レストラン

香港ディズニーランド・ホテル

Center Street Boutique ❻
センター・ストリート・ブティック

イヤーハットにすぐに名前を刺繍してもらえるなんて！　自慢した～い♡　#メイン・ストリート・エンポーリアム #香港限定 #オンリーワン #マストバイ

作ってみよう！

© 2019 MARVEL

EEmporium
エンポーリアム MMain Street Cinema:

My Journeys with Duffy
メインストリート・シネマ：
マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー

C Chef Mickey
シェフ・ミッキー

ディズニー・ハリウッド・ホテル
❹ ❺

　スターシェフ、ミッキーが
用意した世界各国の料理がブ
ッフェで楽しめるレストラン。
シェフ姿のミッキーとは、エ
ントランス近くの特設スペー
スでグリーティングできる。

　刺繍で名前を入れてくれる
イヤーハット、Tシャツ、ス
テーショナリー、お菓子など、
香港ディズニーランドのオリ
ジナルグッズが豊富に揃うパ
ーク最大のギフトショップ。

　ダッフィー＆フレンズのグ
ッズがずらりと並ぶ専門ショ
ップ内には、なんと特設のグ
リーティングスペースも！　
豊富なアイテムとデザインの
香港限定グッズをゲット♡

❶
❷

❸
❻

❹ ❺

Restaurants &Shops
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　3 つのディズニーホテルには、それぞれ独自
のイベントやシーズンに合わせたルームデコレ
ーションのオーダー、ファストパス、客室の無
料アップグレードなど、さまざまなサービスが
用意されています。※詳細は P12 のオフィシャ
ルウェブサイトで確認！

　ホテル 7 階のエグゼクティブフ
ロアーにある、ゲストルームです。
ルームキーがないと入ることのでき
ないフロアーには、キングダム・ク
ラブ・ルームと、アナと雪の女王ス
イートルームがあり、このフロアー
の宿泊ゲストだけが受けられるすて
きな特典もたくさん！

　季節ごとにデザインが
変わるアメニティーキット
が大人に人気。缶ケース
の中に、歯ブラシやコッ
トンなどが入っています。
※客室のアップグレード
が必要な場合があります。

　ハリウッド映画の歴史と栄光をテーマにし
たリゾートホテル。ゲストルームは、アール
デコ様式を取り入れたデザインと映画をテー
マにしたインテリアや家具でコーディネート
されていて、華やかな雰囲気が漂う。　

DISNEY’S 
HOLLYWOOD 
HOTEL

ディズニー・
ハリウッド・ホテル

#隠れミッキー #ハリウッドスター気分 #クラシックな調度品 #シェフ・ミッキー #キャラグリ #ブッフェ

#ピアノのデザインプール #ウォータースライダー #フォトスポット #ガーデン #南シナ海

キングダム・
クラブとは？

V I Pな おもてなしを
受けられる！

キュートなアメニティー
魅力にあふれた

スペシャルオファーは要チェック

ごほうび女子旅にふさわしい

ディズニー直営ホテルにステイ！
　パークを満喫したら、ディズニーの魔法と魅力にあふれたホテルでリゾート気分に浸りましょう♪　
贅沢なお部屋、特別なアクティビティ、こだわりのグルメを楽しんで、最高の休日を！

・ファストパス
アトラクションのＦＰ（4枚）、ショ
ーのＦＰ（ミッキー・アンド・ザ・
ワンダラス・ブック、1人 1枚）、
キャラクターグリーティングのＦ
Ｐ（1部屋1枚）がもらえます。

・コンシェルジュサービス
ホテル滞在中、希望に合った滞
在プランの提案や相談、レストラ
ンの予約、パークチケットの手
配など、最高級のサービスが受
けられます。

・ラウンジサービス
エグゼクティブフロアーのラウ
ンジで、朝食ブッフェやソフトド
リンク、アルコールや軽食のサ
ービスが無料で受けられます。

・パジャマグリーティング
ここでしか会うことができない
かわいいパジャマ姿（右上）の
ディズニーキャラクターとグリー
ティングができます。

↑滞在中は、専用ラウンジで、さま
ざまなサービスが受けられる。

4

HONG KONG 
DISNEYLAND 
HOTEL

香港ディズニーランド・
ホテル

映画のシーンが細かい
ところまで再現された
お部屋でいただくアフ
タヌーンティーなんて、
しあわせすぎ♡。

#アナと雪の女王アフタヌ
ーンティーセット #アナと
エルサのぬいぐるみ #ア
レンデール #アナと雪の
女王スイートルーム

#アナと雪の女王スイートルーム #キングダム・クラブ

#ミッキー迷路 #かくれんぼ #庭園 #吹き抜けロビー #美しいガーデンと海を眺めて

パジャマ姿のドナルド、かわい

すぎ♪　テンション上がって、

眠れないかもW

#パジャマグリ #キングダム・クラブ・

ラウンジ #お休み前のごあいさつ

#アナと雪の女王アフタヌーンティセット #宿泊者
限定 #マカロン #カップケーキ #キャビア＃スモ
ークサーモン

〝探険〞をテーマにデザインされたエキゾチ 
ックな雰囲気のホテル。客室は、アジア、オ
セアニア、南米、アフリカの 4つのテーマ棟
に分けられ、それぞれのディズニーのキャラ
クターをイメージしたガーデンがすてき。

DISNEY
EXPLORERS
LODGE

ディズニー・
エクスプローラーズ・
ロッジ

#サファリコスチューム #香港限定

#バリ風 #ジャングル・ブック #ハティ・ジュニア・ガーデン #必ず食べたいデザート #チャート・ルーム・カフェ 

プールサイドにグーフィーが遊びにきたよ！　ダンスした

り、波乗りポーズを一緒にしたりして、ノリノリ♪

#エクスプローラー・プールサイド・アドベンチャー #探

険家グーフィー #レインドロップ・プール

○指定のアトラクションの優先入場パスとパーク
内のステージショーの予約利用ができる。
○パークへの入退園が便利な「ディズニーホテル・
ゲスト・エントランス」が利用できる。
○早朝便で到着しても、アーリーチェックインを
して、荷物を預けてホテル内の施設が利用できる。
○パークには、無料のシャトルバスで移動できる。
○各ホテルで用意された、特別なホテルリクレー
ション・アクティビティーを楽しむことができる。

ディズニーホテル宿泊ゲストの特典

　ビクトリア様式を取り入れた、エレガントな
ハイグレードホテル。ヨーロッパのお城のよう
な外観やイギリス風のガーデンが美しい。キャ
ラクター・ダイニングや、本場の高級中国料理
が楽しめる人気のレストランもある。

キングダム・クラブの
最新情報・予約は

オフィシャル
ウェブサイトか

アプリで！
（P９参照）
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知っておきたい便利なサービス
　香港ディズニーリゾートを、快適＆安心に楽しむための情報をピックアップしたので、
旅行計画を立てるときにチェックしてね！

1

3

　香港ディズニーランドの公式モバイルアプリをダウンロードすれば、ホテルの情報ゲットは
もちろん、パークチケットやレストラン予約、宿泊予約、お部屋のアップグレードもカンタン！

　香港ディズニーランド・リゾートは、香港国際空港と香港市
街地のほぼ中間地点。空港からは、電車で約30分、バスで約40

分、タクシーで約20分とアクセスがいいのでうれしい！

　週末を使って２泊３日を最大限に利用。日本を早朝に出発して、早
朝に帰国する 〝ちょっと弾丸〞 ツアーコースを提案！
　ぜひ、女子旅プランニングの参考にしてみてください。
（宿泊ホテルは、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジの設定です）

　ディズニーホテルの宿泊ゲストがもらえる無料のディスカウン
トチケットや、ウェブサイトから購入できるお得なミールクーポ
ン、フォトパスなどをじょうずに使ってパークを楽しんで！

公式アプリ（P12）の
ホテルの予約をタップ

ゲストの「困った」を解決してくれる
カルチュラル・アンバサダー

希望の宿泊期間を決定 希望のホテルの
客室などをセレクト

予 約もスムーズ！
あとはステイするだけ

ルートマップ

スマホでカンタンチェック！

DAY
13：30 ホテルにアーリーチェックイン後、荷物を預けてパークへGO!
14：20 アフタヌーンティー　＠メインストリート・コーナー・カフェ
　　　　#ダッフィー&フレンズ #スウィーツ制覇 #ぬい撮り

15：30 アントマン&ワスプ：ナノ・バトル！
 #トゥモローランド #New #ライド&シューティング
 アイアンマン・エクスぺリエンス
 #トゥモローランド #屋内アトラクション #アイアンマンが超Cool
 フェアリーテール・フォレスト
 #ファンタジーランド #SNS映え #ティンカーベル #小さな世界
	  空飛ぶダンボやマッド・ハッター・ティー・カップ、ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブックなど、
 ファンタジーランドのアトラクション&ショーを堪能
　　　　
19：00 シンデレラ・カルーセル
 #ファンタジーランド #夜がオススメ #ライトアップ #ゴージャス
　　　　
19：30 パークOUT
　　　　
20：00 ディナー　＠エンチャンテッド・ガーデン・レストラン      
 #香港ディズニーランド・ホテル　#ミッキー&フレンズ #ブッフェ #デザート豊富
　　　　
22：00 ＠ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ

　　　　

DAY
7：30 ブレックファスト　＠ドラゴン・ウィンド
 #ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ #キャラグリ #朝からテンション↑↑
　　　　
9：30 パークIN
	 ミッキー&フレンズとキャラグリ
 #ウェルカム・アーチ #メインストリートUSA #ミッキー&ミニー　
 ダッフィー&フレンズとキャラグリ
 #メインストリートシネマ：マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー #限定グッズがいっぱい
　　　　
13：00 ランチ　＠クリスタル・ロータス
 #香港ディズニーランド・ホテル #ディズニー飲茶 #香港だけ 
　　　　　
15：00 エクスプローラー・プールサイド・アドベンチャー
 #ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ #プールサイドパーティー #ゲーム&キャラグリ 
 #宿泊ゲスト限定
　　　　
16：00 パークIN
 ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー
 #グリズリー・ガルチ #高速 #絶叫
 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
 #トイ・ストーリーランド #パラシュート訓練ｗ #ふわり
 映えスポットめぐり
 #トイ・ストーリーランド
　　　　
19：00 ディナー　＠プラザ・イン
 #メインストリートUSA #エキゾチック #広東料理 #エビ #マンゴープリン 
　　　　
20：00 「ディズニー・ペイント・ザ・ナイト」パレード
 #メインストリートUSA
　　　　　　　　
21：00 ＠ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ

　　　　

DAY
9：00 マスター・グーフィーの太極拳レッスン
 #香港ディズニーランド・ホテル #朝のエクササイズ 
9：30 ブレックファスト　＠シェフ・ミッキー
 #ディズニー・ハリウッド・ホテル 
　　　　
12：00 チェックアウト
 チェックアウトをすませたら、荷物をホテルに預けてパークへ！
　　　　
12：30　パークIN　
	 食べ歩き&キャラグリ♪
　　　　#メインストリート・マーケット #ワッフル #ターキーレッグ
　　　　
14：15　フライト・オブ・ファンタジー・パレード
　　　　#メインストリートUSA #デイ・パレード #アクロバット #ダンス
14：30　アドベンチャーランドへ
　　　　#ゲーム #キャラグリ #エッグパフ
　　　　
16：30　フェスティバル・オブ・ザ・ライオンキング
　　　　#アドベンチャーランド #ミュージカルショー #豪華 #ファイヤーダンス #30分
　　　　
18：00　ディナー　＠ワールド・オブ・カラー・レストラン
　　　　#ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ #多国籍メニュー 
　　　　
 パークで買い忘れたお土産をホテル内ショップでお買い物＠トレーディングポスト
20：00 タクシーで香港国際空港へ
23：50 香港発

2日本語も通じるので
安心して遊べる！

香港国際空港から
パークまでのアクセス 5お得なミールクーポンや

フォトパスを使おう！

4
　アプリでアトラクションの待ち時間やマップ、友だちとのラ
イン、SNSをチェックするのも、フリーWi-Fi が使えるのでサ
クサク。２泊３日くらいの旅程なら、空港などでモバイルWi-Fi
をレンタルしなくても問題なく過ごすことができます。

パークやディズニーホテルは
フリーWi-Fiが使えるので快適

↑「サクサク使えるフリー Wi-Fi が使えるって最高！」

パークのカメラマンが撮影した
写真をPCでゲットできる

　リゾートの専属カメラマンに撮影してもら
い、フォトパスを受け取る。2 回目からは、
そのパスを渡して撮影をお願いするだけ。パ
スの QR コードを読みこめばスマホや PC で
その写真がダウンロードできる（有料）。

↑タップしたあと、宿泊したいホテル
をセレクトします。

↑画面にあるチェックイン、チェック
アウト日を入力。

↑客室やパッケージプランなどをセレ
クト。あとは指示に従うだけで OK。

　日本語が話せるカルチュラル・アンバ
サダー（文化大使）が常駐。ダイニング
の予約、ガイドマップ、両替、遺失物等、
ゲストの「困った」に対応してくれるの
で、なにかあったら訪ねてみて！

↑空港のバス乗り場「ターミナル 2」
から香港ディズニーリゾートへの直 
通バスも運行。※HK$50（大人）。
直営ホテルゲストのみ予約可。

↑電車の場合は、サニー・ベイ駅か
らディズニーランド・リゾート・ラ
インに乗って、ディズニーランド・
リゾート駅下車。

なにかあったら
「シティー・ホール」へ

　リゾートの最新情報やレストラ
ン予約、外貨両替、遺失物など、
ゲストのさまざまな要望に答えて
くれるサービス施設。

香港ディズニーランド・リゾートを
２泊３日で楽しみつくしちゃう♪

※ショーの時間は、香港ディズニーランド・リゾートのウェブサイトで確認してください。
※ディズニー飲茶＠クリスタル・ロータスは、日本出発前にウェブサイトから事前予約が必須です。

　リゾート内には、ホテルはもちろん、
ショップやレストランなどにも日本語
を話せるキャストがいたり、日本語の
表示やガイドがあったりするので、困
ることはありません。

東涌
（トン・チュン）
東涌

（トン・チュン）

扌キャストの名札に
は、話せる言語が書
いてあるので、気軽
に話しかけてみて！

ネームプレート下 の
「日本 語」をチェック

ココ！

ココ！

❶ ❷ ❸

2

3

よくばり
プラン

5
公式モバイルアプリやウェブサイトで、ホテル予約もらくらく！

公式モバイル
アプリ

Check
公式ウェブサイト
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

予約は
ココ！

→公式ウェブサイトをチ
ェックすると、お得な情
報がたくさん！　パーク
のレストランでお得に食
事できるミールクーポン
もぜひ利用して！
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Travel  Tips !

↑→アトラクションの待ち時間がマップ
上に表示されるからわかりやすい！　
リゾートの最新情報もたっぷりと掲載し
ています。

　出発前の準備として、香港ディズニーランドの公式モバイル
アプリをダウンロードすることをオススメします。パークのマ
ップはもちろん、アトラクションの待ち時間からディスカウン
ト情報まで、充実したコンテンツのアプリです！

待ち時間をチェック
　アトラクションの待ち時間や位置を見やすいマップで確認でき
るので、パーク滞在時間を有効に使うことができます。

キャラクター・グリーティングの時間がわかる
　香港ディズニーランドは、キャラグリ天国と言われているように、グ
リーティングスポットが充実。できるだけたくさんのキャラと会うため
に、アプリで時間や場所をチェックして効率よくまわりたいです。

　2 泊 3 日の香港ディズニーランド・リゾートの旅を、とびきり Happy にするカギは、細かな情報収集。公式アプリや
Web サイトをじょうずに使って、最新ニュースやお得なチケットをゲットして活用。ベストなプランを立てましょう！

モデル／小山内花凛　長尾寧音　撮影／白根正治（香港）　米沢耕（グッズ）　ヘア＆メイク／後田睦子　スタイリング／坂下志穂　デザイン／池田知嘉子　構成／農村清人　取材・文／天利久美

↑香港限定のコスチュームを着たキャラクターが待ってる！

いろいろ
チェックしてみよう！

グリーティング情報もバッチリ！

スケジュール
♡パークの年間イベントスケジュー
ルがわかります。

情報
♡レストランやショップ、エンターテイ
メントなどの最新情報を提供。

ホテル
♡ディズニーホテルの予約や客室の
アップグレードがオファーできます。

旅行
♡空港からのアクセスや天候など、
旅行に役立つ情報満載。

　イベントやアトラクション、エンターテイメ
ントのスケジュールをはじめ、レストランや
ショップの最新情報も満載のサイト。オンライ
ンでパークのチケット購入やディズニーホテ
ルの予約（クレジットカード決済）もできます。

香港ディズニーランド・リゾート・
オフィシャルウェブサイトTip!

　香港ディズニーランド・リゾートのオフィシャルウェブサイトから、 
My Disneyアカウント（英語）にサインアップ（無料）すると、あなた
もファン限定の特典をゲットできます。今すぐチェックしてみて！

MyDisney Tip!

　アカウント登録したすべてのMy Disneyファンには、
一部パークチケットのオンライン購入時、限定版Disney 
Ufufyの荷物タグをプレゼント（在庫限り）！　センタ
ー・ストリート・ブティックなどで受け取れます。

スペシャル
エディションギフト

　My Disneyファンになると、ギフトやグッズがお買得
に！　オンラインパークチケットの購入時に、パーク内
のマーチャンダイズストアで利用できる10香港ドルの商
品割引チケットがもらえるので、うれしいですね。

マーチャンダイズ
割引クーポン

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/mydisney-fans/　

いますぐオフィシャルウェブサイトで
特典いっぱいの
My Disney アカウントに登録しよう！

香港ディズニーランド公式アプリTip!

←限定版のディズニ
ーUfufy荷物タグを
ゲットして、バッグ
などにつければ、み
んなに自慢できちゃ
います！
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