
Castaway Cay

日替わりで３つのレストランでのディナーを楽しむローテーション・ダイニングは、
ディズニーならではのシステム。このほかにも、船内には様々な飲食設備があります。

ディズニー・クルーズラインでしか行
くことができない

ディズニーのプライベート・アイラン
ド

巨大な白鯨を探しまわる海洋探検隊は、あるとき嵐に遭って難破してしまいます。
命からがら“キャスタウェイ・ケイ”に漂着した一行。

しかし、島のあまりの素晴らしさに帰るのをやめて、何年も暮らしたのでした……。

キャスタウェイ・ケイには伝説が！

Inspired by the Disney・Pixar film “Finding Nemo”
©Disney/Pixar  

ローテーション・ダイニング

▲パロット・ケイ 
　（ワンダー号）

▲

ルミエール （マジック号）

ディズニー・クルーズライン・
キャラクターダイニング
ワンダー号では、船内でキャラクター達に
会える楽しいお食事がお楽しみいただけます。

バハマに浮かぶプライベート・アイランド“キャスタウェイ・ケイ”は
ディズニー・クルーズラインのゲストの為のリゾートです。
白砂の広いビーチにヤシの木がそよぐ絵に描いたような風景。
木陰でくつろいだり、シュノーケルやカヤックなどの
アクティビティに参加したり、楽しみ方は思いのまま！

◀

レミー （ドリーム号／ファンタジー号）

◀パロ（全船）
大人専用有料レストラン

キャスタウェイ・ケイ

ディナーもエンターテイメント

「ファインディング・ニモ」に
登場した亀のクラッシュが
ゲストに話しかけます。水族
館の中にいるような雰囲気
をお楽しみください。

（ドリーム号／ファンタジー号）

アニメーターズ・パレット

ベルサイユ宮殿の庭園をテ
ーマにしたレストラン。ミッ
キーの噴水がお客様をお迎
えします。

（ドリーム号／ファンタジー号）

エンチャンテッド・ガーデン

「シンデレラ」や「白雪姫」、
美女と野獣の「ベル」など、
プリンセスをテーマにした
レストラン。宮殿でディナー
を楽しむ気分が味わえます。  

（ドリーム号）

ロイヤル・パレス

Dining
船内のお食事

※予約制　※ドレスコードはインフォーマル（男性はジャケッ
ト・ネクタイ、女性はワンピースなど）　※通常のレストランよ
りお食事に時間がかかりますので、ショーの時間帯と重なる場
合がございます。　※船会社の都合により金額は変更になる場
合がございます。　※15～18％別途チップが必要です。ディナー 85ドルブランチ55ドル

ディナー 30ドルブランチ30ドル

ディズニーの生み出したストーリーに溶け込んで、探検気分をお楽しみください！
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フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

マジックキングダム・パーク
Magic Kingdom Park

ディズニー・ハリウッド・スタジオ
Disney’s Hollywood Studios

エプコット
Epcot

ディズニー・アニマルキングダム
Disney Animal Kingdom

ディズニーの定番パーク、しかし
エントランスを入った瞬間から広
がる開放感や景色、アメリカン
な雰囲気はここだけのもの。オリ
ジナルアトラクションやたくさん
のキャラクターとの出会いなど、
より多くの魔法にかけられること
でしょう。

本格的なミュージカル・ショーか
ら映画にまつわる絶叫マシーン
やレストラン、息を呑むようなス
タントショー、華やかなパレード
など、ディズニー映画ファン大満
足のテーマパーク。スター気分で
ハリウッドの街並みを歩こう。

ディズニー最大のテーマパークに
約250種1,700頭もの動物たち
が棲むアドベンチャー・ワールド。
生き物や緑をテーマにしたアトラ
クション、サファリルックのキュー
トなミッキーと仲間たちに会える
チャンスも！

▲ソアリン

キリマンジャロ・サファリ▶▲ディズニー・ハリウッド・スタジオ

シンデレラ城▶

宇宙飛行や空中散歩、実験農場
など最先端のテクノロジーが体
験できる近未来型アトラクショ
ンの数々。大きなラグーンの周り
を囲む世界11ヵ国のパビリオン
では、世界各国の風景や文化、
食事やショーが楽しめます。地
球の偉大さを実感してください。

ウォルト・ディズニー・ワールドは、山手線内面積の1.5倍という広大な敷地内に4つのテーマパーク、2つのウォーター・パーク、2つのエンターテイメントエリア、
20以上のホテル、4つのゴルフ場、マリーナなどがある世界最大級のリゾート王国！ ここでは、何をするのも思いのまま。大人も子どもも、夢のようなバケー
ションを体験することができるでしょう。一週間でも遊びつくせない壮大なディズニー・ワールドでどう過ごすかは、あなた次第です！

（パークホッパー・オプション付）

マジック・ユア・
ウェイ・チケット

４大テーマパークに１日何回
でも自由に入園できるチケッ
ト（パークホッパー・オプショ
ン）がツアーに含まれていま
す。※無料で移動できるディ
ズニーのバスや、モノレー
ル、船を駆使してホテルか
らディズニー・ワールドへお
出掛けください！
※２大ウォーターパーク「ディズニー・タ
イフーン・ラグーン」「ディズニー・ブリザー
ド・ビーチ」はご入場頂けません。別途入
場券をお求めください。 劇場やディズニ
ーショップのあるディズニー・スプリング
スは入場券なしでご利用頂けます。

※時間・内容は 2015年のイベントを参照しています。詳しくは当日のガイド冊子をご確認ください。
※チケットご購入後は払い戻しできませんのでご注意ください。

マジックキングダム・パーク閉園後から始まるハロウィー
ン・クリスマスの特別パーティー。パレードや花火、ショー
などスペシャルなイベントが目白押しです！キャラクターた
ちも特別コスチュームで登場。特別チケットを持ったお客
様だけが楽しめる期間限定イベントです。チケットご希望
の方は事前に手配いたします。開催日は毎年6月頃に発
表。9月～12月にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
へお出かけのお客様は是非お問い合わせください。

開催期間 ハロウィーン：9月下旬～10月末  クリスマス：11月上旬～12月下旬 大人
（10 歳以上）12,000円 子供

（3-9 歳）10,000円

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
ミッキーのベリー・メリー・クリスマス・パーティー 季節限定 パーティーチケットのご案内

SCHEDULE
19:45/21:00/
22:00/23:00 ハロウィーン／クリスマス�スペシャルステージショー

20:15/22:30 ハロウィーン／クリスマス�スペシャルパレード

21:15 セレブレート�ザ�マジック
（プロジェクションマッピング）

21:30 ハロウィッシュ／ホリデーウィッシュ（花火）

As to Disney artwork, logos and properties : 6
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ツアーコースのご紹介

ディズニー・ファンタジー

アラスカクルーズ
★氷河を巡る 自然満喫アラスカクルーズ

大自然アラスカをディズニー・クルーズラインで訪れるコースです。バンクーバーを出港した後、山々に
囲まれたトレーシーアームを航行。その先にあるソーヤ氷河を船上よりお楽しみ頂きます。再び太平洋へ
戻り、最初の寄港地「スキャグウェイ」へ　ここでは砂金探しに出かけたり、ホワイトパス・ユーコン鉄道
で深い渓谷を車窓観光することができます。次の寄港地「ジュノー」では氷河で犬そり体験や、ホエール
ウォッチングなどのオプショナルツアーへ。最終寄港地「ケチカン」ではランバージャック（木こり）ショー
を見学することができます。更にワンダー号には他の客船では上演していないトイ・ストーリー・ザ・ミュー
ジカルや、キャラクター・ブレックファストが楽しめる唯一の船。ディズニーファンには見逃せない様々
なイベントが魅力です。

ディズニー・ワンダー

ヨーロッパクルーズ
★憧れのヨーロッパへ 地中海７泊クルーズ 

バルセロナを出港した後、「ナポリ」へ寄港。ここは町まで歩いて出掛けることができます。オプショナル
ツアーに参加すれば、世界遺産のアマルフィーコーストへ向かうことも！その後イタリア半島に沿って北
上し、ローマの外港「チビタベッキア」へ。ここからローマ市内にあるコロッセオや、フォロロマーノ、ト
レビ、バチカンミュージアムへと出掛けることができます。次の寄港地「リボルノ」はピサの斜塔や、フィ
レンツェの街を見学に出かけることができ、イタリアトスカーナ地方の美しい街並みを楽しむことができ
ます。そして最後にフランスの美しい港町「ヴィルフランシュ」の沖にマジック号は停泊します。港へはテ
ンダーボート（通船）で上陸。ニースや、モナコに観光へ出ることができます。ヨーロッパの歴史や文化、
世界遺産の街並みに触れつつ、ディズニーが贈る至極のエンターテイメントを楽しむことができる究極の
船旅をご満喫いただけます。

ディズニー・マジック

カリブ海クルーズ
★西カリブ海クルーズとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

カリブ海を余すことなく楽しみたい方にはこちらがオススメ！多彩な寄港地観光を楽しむことができます。メキシコ・コスメルではマヤ文明のトゥルム遺
跡探検や、透明のカヤックで透き通った海の上をトロピカルな魚たちを眺めながら遊ぶことができます。世界一の透明度を誇るグランドケイマンではエ
イとのふれあいや、シュノーケルなどお楽しみください。当ツアーの最大の魅力は広大なカリブ海クルージングを余すことなく満喫できること！もちろん、
ディズニークルーズならではのキャスタウェイ・ケイへの寄港やウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでのバカンスも含まれています。西カリブ海ク
ルーズコースのみで寄港するグランドケイマン、ケイマン諸島最大の島で首都となるジョージタウンは、カリブ海ツアーの中で最も人気ある観光地です。
透き通る美しい海はダイバーに絶大な人気があり、新婚旅行などにもオススメです！
さらに！今年1月8日〜4月15日出発の西カリブ海クルーズではスター・ウォーズのキャラクターたちが乗船。キャラクターとの記念撮影が叶うほか、星
空の下でステージショーもお楽しみ頂けます。期間限定特別イベントに是非ご参加ください！！

★東カリブ海クルーズとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
クルーズ本来のゆったりとした時間をディズニークルーズ船上で味わいたい方にはコチラ！ハネ
ムーナーには特にオススメです。イギリス領ヴァージン諸島の主都でもあるトルトラは様々なマ
リンスポーツの中心地。ヨット体験などオプショナルツアーが用意されています。翌日はセント・
トーマスへ寄港。世界一の免税天国と言われるシャーロットアマリーのショッピングモールでは、
手作りの民芸品や、南国衣装のパレオ等が観光客のお土産として人気です。カリブ海の美しいリ
ゾート地を満喫しつつ、カヤックハイキング、シュノーケリングなどのアクティビティをお楽し
みください。

バハマクルーズ
★バハマ 3/4 泊クルーズとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

ディズニー・クルーズライン専用ターミナルがある「ポート・カナベラル」発、バハマの首都「ナッソー」を経
由してディズニー・クルーズラインの乗客のみ上陸できるディズニーのプライベートアイランド「キャスタ
ウェイ・ケイ」に寄港。下船後は、ウォルト・ディズニー・ワールドを存分に満喫というディズニーフルコー
スのツアーです。最初の寄港地はバハマの首都ナッソー。ナッソーでは自由行動となりますのでナッソー
観光を楽しむもよし、寄港中でも行われている船内イベントや船内施設で楽しむのもオススメです。翌日
はいよいよディズニーのプライベートアイランド「キャスタウェイ・ケイ」に上陸します。キャスタウェイ・
ケイでは、シュノーケリングで海中のエイを観察するアドベンチャーやカヤック、レンタサイクルなどさ
まざまなアクテイビティが用意されていますので存分にお楽しみください。　

ディズニー・ドリーム

P.9 ～

P.12

P.13

P.14

P.15

7

ツ
ア
ー
コ
ー
ス
の
ご
紹
介


