
オプショナルツアー代金

※現地レストラン集合、メニューオーダー時に日本語ガイド付
※食事代込
※屋外でのショーの為、天候等の理由によりショーが中止となる場合が

ございます事をご了承ください　（この場合の返金はございません）。
※お食事の時間とハリウッド・スタジオ内のパレードの時間が重なる場

合がございます。
※催行曜日が都度変わる可能性がございます。詳細はお問合せください。
※取消料：日本出発６日前以降より１００％の取消料が掛かります。
※企画／実施：米国現地法人「日本総合ツアーズ」

ディズニーのオールスターキャストが登場！
大人気レストランでの夕食の後に、ファンタズ
ミックを優先エリアでご鑑賞いただけます。魔
法使いの弟子となったミッキーがイマジネー
ションの力を信じてディズニーファンタジー
の世界を創造していく、壮大な水上エンターテ
インメント。巨大なウォータースクリーンやレ
ーザー光線、炎、光などの特殊効果で迫力あ
る、ディズニーファンならずとも感動できる幻
想的な世界をお楽しみください。

ディズニーテーマパークの達人と巡る！限られた時間で、広大なディズニー・ワール
ドを攻略するには「早起きは三文の徳」。達人ガイドが午前中におもなアトラクション
やショーを無駄なく効率よく回るお手伝いをします。午後は、次のパークへ移動して、
ディズニー・ワールドを攻略！ディズニー・ワールドが初めての方におすすめ。

ファンタズミック＆ディナー

子供（3-9歳）9,000円大人（10歳以上）15,000円
子供（3-9歳）5,000円大人（10歳以上）6,000円所要時間：約4時間　食事：有

開始時間：季節によって変わります（詳しくはお問い合わせください）
所要時間：各約4時間　食事：無
開始時間：8：30前後（滞在ホテルによって変わります）

オプショナルツアー代金

アニマルキングダムご案内モーニングツアー
ハリウッド・スタジオご案内モーニングツアー

The Twilight ZoneR is a registered 
trademark of CBS, Inc., and is used 
with permission pursuant to a license 
from CBS, Inc. ©Disney/CBS, Inc.

※催行日の曜日が異なります。　アニマルキングダム：火・金・日／ハリウッド・スタジオ：月・水
※テーマパーク入場券および復路送迎は含まれません。往路送迎のみとなります。（混乗車）
※取消料　前日 17 時以前：無料／前日 17 時以降：100％　※企画／実施：米国現地法人「日本総合ツアーズ」

ハリウッド・スタジオ アニマルキングダム

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート オプショナルツアーのご案内

※ランチ・ディナーにアペタイザーは含まれません。※宿泊数と同じ日数分の購入が必要です。
※同室にご宿泊のお客様単位でお申込みください。※お食事のチップは別途お支払いください。
※大人＝10歳以上　子供＝3〜9歳（子供用メニュー）

ダイニングプラン追加料金（1日あたり）
クイック・サービス・
ダイニング・プラン 大人6,000円／子供2,000円

ディズニー・
ダイニング・プラン 大人8,000円／子供2,500円

ディズニー・ダイニング・プラン
リゾート内で
のお食 事 や

スナック料金がお得になる直営
ホテルご宿泊のお客様限定ダイ
ニング・パッケージです。「テーブ
ルサービス」「クイックサービス」

「スナック」がセットになってお
り、利用できるレストランはリ
ゾート全体で100件以上！

食事もアクティビティーも
どっちも楽しみたい！
という方におすすめ

★ディズニー・ダイニング・
　プラン

食事は手軽に済ませて、
とにかくアクティビティーを満喫
したい！という方におすすめ

● クイックサービス×2回
● スナック×1回
● リゾートマグ×1個

● クイックサービス×1回
● スナック×1回
● テーブルサービス×1回
● リゾートマグ×1個

★クイック・サービス・
　ダイニング・プラン

キャラクター・ダイニング
★シェフミッキーで朝食を（月・木）

子供
（3-9 歳）9,000円大人

（10歳以上）10,000円

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート レストランのご案内

ご存知、ディズニーファンなら、1度行ったらやみつきになる大人気
レストラン！定番のミッキーワッフルをはじめ、ビュッフェスタイル
の朝食を楽しみつつ、シェフスタイルのキャラクターたちとグリー
ティングができちゃう、夢溢れる時間をお過ごしください。往路の
みホテルよりレストランまでの送迎が付いています。朝食後は、マ
ジックキングダムや、エプコットへ Let's GO!!
※片道日本語ガイド送迎付　※食事代込◆ フリー・ダイニング・プラン キャンペーン

3泊以上宿泊のお客様は期間限定で追加代金なしでダイニング・プランを 
ご利用いただけます。詳しくはP19をご覧ください。※期間内であっても対象
ホテル、客室数に限りがございます。満席の場合はご容赦願います。

1泊につき以下の内容が含まれます（×宿泊日数分）

※シンデレラ・ロイヤルテーブルはお客様のクレジットカード情報が必要です。裏面の PINコードも必要となります。その他のレストランは必要ございません。
※シンデレラ・ロイヤルテーブルに登場する「シンデレラ」はロビーでの撮影のみとなり、レストラン内には他のプリンセスが登場します。

レストラン名 ロケーション 出演キャラクター 食事タイプ
クリスタル・パレス マジックキングダム・パーク プーさんと仲間たち DDD

ケープメイ・カフェ ディズニー・ビーチクラブ・リゾート ミニー（朝食のみ） D　D
シンデレラ・ロイヤルテーブル（3/9〜）マジックキングダム・パーク プリンセスたち DDD

ビー・アワー・ゲスト マジックキングダム・パーク 美女と野獣のビースト（夕食のみ） DDD

アケシュース エプコット 白雪姫、シンデレラほかプリンセス DDD

○食事タイプD朝食　D昼食　D夕食

その他のダイニング予約 2,000円 /件（お席の予約のみ）　※日本語ガイドなし　※お食事代別

日本語ガイド付

★タスカーハウスで朝食を（水・土）

子供
（3-9 歳）9,000円大人

（10歳以上）10,000円
ドナルド・デイジー好きにはたまらない！サファリルックのキャラク
ターがお出迎え。アニマルキングダムにあるアフリカンテイストたっ
ぷりのフロリダ限定！人気レストランで朝食。食事はビュッフェスタ
イル。可愛いミッキーワッフルと、その場で切り分けてくれるロースト
ポークが人気。朝食後は、そのままアニマルキングダムを大満喫！
※片道日本語ガイド送迎付　※食事代込

日本語ガイド付

日本語ガイド付

日本語ガイド付
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オプショナルツアー代金

オプショナルツアー代金 オプショナルツアー代金

スペースシャトル「アトランティス号」の実物展示を間近に見学した後、スペース
シャトルの打ち上げを体感できるアトラクション、実際の打ち上げに使われる発
射台や、アポロ計画の施設を見学。人類が夢見た宇宙への挑戦を肌で感じること
ができます。

旅行代金に組み込みですので追加代金はお食事代だけ！下船後、飛行機の出発時
間まで退屈することなくバルセロナの魅力を巡りながら充実した時間をお過ごし
頂けます。

バンクーバー到着後、ホテルチェックインまでのお時間を有効に過ごすことがで
きます。初めてバンクーバーへお越しの方にはオススメ！バンクーバーの魅力を
専任ガイドが効率よくご案内致します。

● モンジュイックの丘（下車）
● サグラダ・ファミリア（入場）
● カサ・ミラ（車窓）

● グエル公園（入場）
● 昼食レストラン
　 （お食事代はお客様のご負担となります。）

※交通事情等により、観光順序が入れ替わる場合がございます。 ※交通事情等により、観光順序が入れ替わる場合がございます。

日本語ガイドがご案内 バンクーバー市内観光
● クイーン・エリザベス・パーク（下車）
● グランビル・アイランド（下車）
● チャイナタウン（車窓）

● ギャスタウン（車窓）
● スタンレー・パーク（下車）

ケネディ・スペースセンター１日観光

バルセロナ市内観光 バンクーバー市内観光

子供（3-9歳）22,000円大人（10歳以上）23,000円
開催日：船の下船日　所要時間：8時間 30分
食事：なし　開始時間：8：30〜

※取消料：日本出発６日前以降より１００％の取消料が掛かります。※ロケットの打ち上げ等により、開催されない日がございます。
お申込み時に販売店へご確認ください。また、打ち上げ延期により現地で予定が変更になる場合がございます。その場合は現
地日本語ガイドよりご案内申し上げ、ご参加頂けない場合は全額払い戻し致しますのでご了承願います。

※企画／実施：米国現地法人「日本総合ツアーズ」　

寄港地オプショナルツアーのご案内

日本語ガイド付

日本語ガイド付

SCHEDULE

8：30 ポートカナベラル港出発
9：00 ケネディ・スペースセンター着　バスツアースタート

12：30 施設内フードコートへ（お食事代はお客様のご負担となります。）

15：45 ケネディ・スペースセンター発
17：00 ご宿泊ホテル着・チェックイン

※取消料：日本出発６日前以降より１００％の取消料が掛かります。　※企画／実施：バハマ現地法人「ピンク・パール・ホリデーズ」

オプショナルツアー代金

ナッソー在住の日本人ガイドが半日で効率よくナッソー市内をご案内します。人
気施設のアトランティスや、海賊対策の為に建設された歴史あるフォート・フィ
ン・キャッスル、ジャンカヌー・ビーチからは停泊中のディズニー客船もご覧にな
れます。その後市内ショッピングへご案内致します。

ナッソー日本語半日観光

子供（3-9歳）14,000円大人（10歳以上）17,000円
開催日：ナッソー寄港日　所要時間：2時間 30分
食事：なし　開始時間：9：45〜

SCHEDULE

9：45 ナッソー港指定場所集合
10：00 バスに乗車してアトランティスへ
10：30 アトランティス内見学
11：00 フォート・フィン・キャッスル見学
11：30 ジャンカヌー・ビーチを散策
12：00 ストロー・マーケットなど、市内ショッピングへご案内
12：30 ナッソー港近くで解散

お一人様 16,000円 同グループ３人目〜お一人様 9,000円（ ）追加代金なしでご参加頂けます
日本語ガイドがご案内 バルセロナ市内観光

日本語ガイド付

日本語ガイド付

オプショナルツアー代金

船内でのグリーティングが終わったあと、ちょっとだけナッソーを見てみたい方
にはこちらがオススメ！午前のグリーティングが一段落する11時過ぎからスター
トして、ナッソーの主なショッピングエリアを日本語ガイドがご案内します。通
訳しますので安心してお買い物がお楽しみ頂けるうえ、無駄なく効率よくお店を
回りますので迷うこともありません。

ナッソー日本語ショッピング徒歩ツアー

子供（3-9歳）6,000円大人（10歳以上）8,000円
開催日：ナッソー寄港日　所要時間：1時間 30分
食事：なし　開始時間：11：30〜

SCHEDULE

11：30 ナッソー港指定場所集合
11：40 ラム酒のケーキのお店　
12：00 ストロー・マーケット
12：20 デルソル（Ｔシャツ）のお店
12：30 ナッソー港近くで解散

日本語ガイド付

※取消料：日本出発６日前以降より１００％の取消料が掛かります。　※企画／実施：バハマ現地法人「ピンク・パール・ホリデーズ」

※取消料：日本出発６日前以降より１００％の取消料が掛かります。　※企画／実施：カナダ現地法人「ワンダーランド・ツアーズ」
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