
おひとり様からの
自由な

パッケージプラン

おひとり様からの
自由な

パッケージプラン

すべてのゲストに最上級のファンタジーを

©DisneyShips' Registry: Bahamas

多数の
アレンジプラン

をご用意

人気の
バハマ、地中海

アラスカへ

現地で
日本語係員が
ツアーをサポート

2019年4月 
　➡ 2020年 5月

東京・関空・伊丹・中部・
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趣向を凝らしたレストランや、

ここでしか見れらないショーやイ
ベントの数々、

大人向けのナイトライフも充実し
ています。

ディズニー・クルーズラインで究極のバケーションを！

船に一歩足を踏み入れた
瞬間から、

まさに壮大なファンタジ
ーの世界が

広がります。

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」も見逃せないポイント。

●ディズニー・クルーズラインへようこそ！ ..................................................................2

●タイプ別おすすめポイント ....................................................................3

●ディズニー・クルーズラインのご紹介  ............................................ 4-6

●寄港地のご紹介  ..........................................................................................................................7

●おすすめツアーコース
〈ディズニー・ドリームで行く〉
ディズニー・プライベートアイランド・クルーズと
ディズニーリゾートで2泊！大満喫クルーズ8日間  ................................................8
ディズニー・プライベートアイランド・クルーズと
ディズニーリゾートで2泊！大満喫クルーズ9日間  ................................................9

●ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート徹底解剖  .............................10-11

●宿泊ホテルのご案内  ...................................................................................................12-13

●各種オプションプランのご案内 ............................................................................14-15

●ツアーコース
〈ディズニー・マジックで行く〉
夢と魔法の豪華客船で訪れる　初夏の地中海クルーズ11日間 ........16-17
〈ディズニー・ワンダーで行く〉
夢と魔法の豪華客船で訪れる　迫力のアラスカクルーズ9日間  ......18-19

●デッキプラン（船内見取図）  ................................................................................20-23

Content s

夢あふれる

ディズニー・クルーズラインへ

ようこそ！

ドナルド・ダッグとゲスト（イメージ） キャスタウェイ・ケイ

船上から見る花火

船に一歩足を踏み入れた
瞬間から、

P.2

プライベート・アイランド

P.7

P.4-6

船を降りた後
も、

ウォルト・ディ
ズニー・ワール

ド・リゾートで

思いっきりディ
ズニーの世界

を満喫。

P.10-11
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デッキ（イメージ）ナイトクラブ（イメージ） デッキ（イメージ）

デッキ（イメージ）

観光を楽しむゆったりとし
た 2 人の時間♥ 華やかなドレスアップ体
験★などハネムーンにオススメのポイント
がいっぱい！ 
ミッキー＆ミニーも船の上で 2 人をお祝い
してくれるかも！？ さらに、スカイライン・
バーでは、世界中の夜景を眺めながらお酒
を楽しめるロマンチックな夜を。

ディズニー・クルーズライン               おすすめポイント

ファミリーやおひとり旅、
３世代旅行などにもオススメです！

学生旅行

いまの私だからみつかる「ディズニー・
クルーズライン」の新しいおとなの楽
しみ方。ディズニー・クルーズライン
で過ごすおとな女子旅ならあなただけ
の楽しみ方を見つけられます。

なかなか時間のとれない社会人になる前に、クルーズで全
力で遊びましょう！ ここでしか出会えないキャラクターと
最高の仲間で、たくさんの思い出ができること間違いなし！

Let's

アクテ
ィブ！

グループ割引 みんなで行けばお財布も喜ぶ !!
4 ～ 5名様のグループ ▶▶▶▶代表者様 10,000円引き
6 名様以上のグループ ▶▶▶▶代表者様 15,000円引き
※代表者様のみご旅行代金より割引いたします。
※割引適用後、ご同行者様のキャンセルなどで人数が規定未満となる場合、割引適用外となります。
※添乗員同行同ツアーは対象外です。

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

スカイライン・バー（イメージ）レミー（イメージ）

プール（イメージ）ヴァイブ（イメージ）

ロマンチック

タイプ別

もちろん、

学生旅行

ハネムーン

おとな女子旅

イマを楽しめ！
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セイル・アウェイ・パーティー（出航パーティ）

主な船内施設のご紹介
大人から子どもまで、すべてのゲストで楽しんでいただけるように工夫されているのが、ディズニー・クルーズライン！

年齢に関係なく人気のアトラクションのほか、お子様専用・大人専用のスペースもあり、
各年代に合わせた過ごし方をお楽しみいただけます。

ディズニー・
クルーズライン

ゴムボートに乗って、後
部煙突から伸びる全長
233.2m の透明なチュー
ブを滑走します。コース
の一部は船外に飛び出
しており、45m 下の海が
見えるスリル満点な体験
も！ 夜 12 時まで営業し
ており、日没にはLED が
点灯。昼間と夜、両方楽
しみたい人気のアクティ
ビティです。

アクアダック・ウォーターコースター

夜はなかなか更けません！  歌って、
踊って、忘れられない夜を！

エボリューション（ナイトクラブ）

マッサージやセラピー、美容院など
様 な々サービスが受けられるトータ
ルサロン。

センシズ・スパ＆サロン

移動中でも退屈知らず

乗船日 セイル・アウェイ・パーティー
デッキで開催される出航パーティー。キャプテンミッキーとミニー、マリ
ンスタイルのキャラクターたちが登場して気分は最高潮に。カウントダウン
がゼロになると、“ 星に願いを ” の汽笛が鳴り響き、いざ出発〜！

最終日前夜 フェアウェル・パーティー
クルーズを締めくくる最終日の夜のお別れセレモニー。キャラクター達の挨
拶と最後のグリーティングが行われ、感動のフィナーレを迎えます。

●パイレーツ・ナイト
映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』を
テーマにしたダンスと花火のデッキパー
ティー。テーマ⾳楽に合わせて花火が打
ちあがります。この日は、ダイニングか
ら海賊気分が満載！ 特別メニューや、バ
ンダナの用意も。ちょっとした海賊風の
小物などを身に着けて、思う存分楽しみ
ましょう♪

※天候上の理由により、中止になる場合がございます。予めご了承ください。

デッキ・パーティー & ステージ・ショー
プールデッキでのパーティーやステージ・ショーはクルーズな
らでは。きっと素敵な思い出になるはず。

クルーズ船でいち早く3D
映画上映を始めたディズ
ニー・クルーズ。さらに
デッキにもスクリーンが
あり、最新のディズニー映
画を上映しています。

ブエナビスタ・シアター＆屋外スクリーン

アクアリウム

詳しくは
船内新聞を
チェック★

大人専用
エリア 

●フローズン・デッキ・パーティー　　　　 【ワンダー、マジック】
映画に登場する料理を再現した、伝統的なノルウェー料理や特別メニュー
を楽しめます。

●ロイヤルコート ロイヤルティー       【マジック、ワンダー、ドリーム】
ディズニーキャラクター主演のティーパーティー。全てのお子様にティータ
イムの記念品をプレゼント！ 子供一人につき、18歳以上の大人が同伴が必
要です。大人のみの参加不可になります。

18 歳以上の大人が利用可能なラ
グジュアリーでリラックスできる雰
囲気のプール。

クワイエット・コーブプール
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『美女と野獣』のミュージカル 【ドリーム】

2017 年実写リメイクされ話題
となった『美女と野獣』のミュー
ジカル。プロジェクションマッピ
ングも駆使して、見る者を魅了
します。

ゴールデン・ミッキー 【ドリーム、ワンダー】

映画授賞式をテーマにしたミュージカル。ディズニー・スタジオの名作クラシッ
ク映画に捧げる華やかなショー。

ディズニー・ビリーブ 【ドリーム】

アラジンのジニーや陽気な魔法使いたちのマジックで、仕事一筋の博士とその
娘が絆を取り戻して人生で大切なものを学ぶ感動的なストーリー。

ラプンツェル・ミュージカル
   　    【マジック】

アラン・メイケン＆グレン・スレイ
ターの作曲・作詞コンビによる新曲
が３曲も加わった贅沢な作品に仕上
がっています。

ディズニー・ドリームス    【ワンダー、マジック】

少女アンがピーターパンと一緒にディズニー映画の世界を旅する物語。旅をしな
がら “ 信じることの大切さ ” を学び、最後は感動のフィナーレを迎えます。

トゥワイス・チャームド・シンデレラ・ストーリー 【マジック】

ハッピーエンドで幕を下ろしたはずの『シンデレラ』…。継母や２人の義理姉た
ちはこのままでは終わらなかった !?

フローズン・ ミュージカル・スペクタキュラー 【ワンダー】

大ヒットした映画『アナと雪の女王』のステージショー。ダイナミックなセット
や衣装、特殊効果、壮大な⾳楽、映像など、細部にもこだわった圧巻のショー
です。

■ミッキーズ・マスカレードパーティー
ゲーム、トリック・オア・トリート、パー
ティーなどをキャラクター達も登場する
メインイベント。
■ハロウィーン・アクティビティ
マスクを作ったり、パンプキンでジャックランタンをつくります。
■ハロウィーン・イズント・ジャスト・フォー・キッズ
大人専用のパーティーでコスプレコンテストも。

毎年 11 月の第４木曜日、アメリカでは祝日に指定されているサンクス・ギビ
ング・デー。この日は、家族が集まり食事をしながら神の恵みに感謝を捧げ
る日です。船上でもみんなでお祝いしましょう！

ハロウィーン・オン・ザ・ハイ・シーズ          
９〜 10 月出発  【ドリーム】

サンクス・ギビング・アット・シー（感謝祭）
11/24 出発限定【ドリーム】

ベリー・メリータイム・クルーズ
11/7 〜 12/22 出発限定【ドリーム】

11 月からクリスマスのイルミネー
ションが飾られ、船内外ともにクリ
スマスムード一色に。この時期限定
のショーなど、普段見ることのでき
ないイベントが盛りだくさんです！

オリジナルイベント＆エンターテインメント
船の上では、ディズニーの魅力が凝縮されたオリジナルイベントがたくさん！

ここでしか見られない貴重なものもありますので、ディズニーファンでなくても必見です。

クルーズだから、夜も充実 !!

ディズニー・
クルーズライン

季節のイベントシアターでのショー

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

船内もハロウィーン仕様にデコレー
ション！ ミッキーたちもゲストの皆さん
も仮装して盛り上がりましょう！

ハロウィーン・オン・ザ・ハイ・シーズ          10月

サンクス・ギビング・アット・シー（感謝祭）11月

12月

■デッキ・ザ・デッキ・トロピカル
ホリデー・パーティー
キャンディーケーンを使ったリン
ボーや踊り、ゲームが楽しめるパーティー。
■ミッキーズ・ツリー・ライティング・マジック・セレモニー
晩餐会が始まるのと同時にミッキーと子どもたちが一緒にクリスマスツリーに
点灯！
■サンタクロース・ミート＆グリート
サンタクロースと一緒に写真を撮りましょう。
■ユース・パーティー
10代の子どもたちのパーティー。新しい友達と⾳楽やダンスで楽しみましょう。
■ジンジャーブレッド・ハウス
全部食べられる材料で作られたジンジャーブレッド・ハウスが登場！

12 月 31 日はいつも以上にスペシャルな日！1 年の締めくくりの日を特別な時
間で過ごせること間違いなしです！

ニューイヤーズ・イブ
  12/29 出発限定【ドリーム】

■スペシャルな夕食
■大晦日デッキパーティー
■ディズニー・キャラクターがニューイヤーズ・ イヴの衣装で登場
■ 10代限定のプライベートパーティー

新登場!

※船会社の都合により、イベント内容は変更になる場合があります。
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ディズニー・クルーズラインはダイニングも特別な時間
本格シーフードからトロピカル料理まで個性的な料理を堪能できるダイニング。

日替わりでお好きな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！
食事だけではなく、内装やすべてをエンターテインメントにしてしまう

スペシャルなディナーをお楽しみください。

ディナーだって、エンターテインメント

朝食と昼食はクラシックなアメリカ
料理、夕食は『美女と野獣』がテー
マとなったフレンチ・スタイルのお
食事が楽しめるレストラン。映画を
再現したインテリアに思わずうっと
りしてしまいます。

ルミエール

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。空の景色がお食
事に合わせて昼間から夕暮れ、夜へ
と変化し、庭でお食事をしているよう
な雰囲気を楽しめます。

エンチャンテッド・ガーデン

入口にはアリエルのブロンズ像が立ち、レストラン名はアリエルの父の名前
が由来など『リトル・マーメイド』がテーマのレストラン。海底の煌めく世界
を再現したロマンティックな雰囲気です。

トリトン

『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたダイニング。店内はエンターテイメン
トや⾳楽で賑わい、映画舞台のコロナ王国にいるかのようです。

ラプンツェル・ロイヤル・テーブル

映画『プリンセスと魔法のキス』が
テーマ。ニューオーリンズのファミ
リースタイルの晩餐会を模した演
出で、アメリカ南部の家庭料理と
ジャズのライブミュージックで皆様
をお迎えします。

ティアナ・プレイス

『シンデレラ』や『白雪姫』など、プ
リンセスをテーマにしたダイニング・
レストラン。シャンデリアにはガラス
の靴があしらわれ、パンの入ったバ
スケットはかぼちゃの馬車の形！宮
殿でディナーを楽しんでいるような
エレガントなレストランです。

ロイヤル・パレス

ディズニー・マジックとワンダーで
は、モノトーンのレストランが食事が
進むとともにカラフルに変身！ディズ
ニー・ドリームでは、『ファインディン
グ・ニモ』に登場するウミガメのク
ラッシュがスクリーンに登場！愉快な
おしゃべりを楽しめます。

アニメーターズ・パレット

Inspired by the Disney-Pixar film "Finding Nemo" 
©Disney/Pixar

ローテーション・ダイニング
毎晩夕食の時間は、
お好きなダイニングを
日替わりで楽しんでいただきます。

大人専用レストラン 
 （18 歳以上）

ドレスコード：インフォーマル
⃝男性…ジャケット・ネクタイ
⃝女性…ワンピースなど

※ブランチは、終日航海日の昼食時のみの設定とな
ります。8 ページの「8 日間コース」には終日航海日
がないため、設定がございません。

映画『レミーのおい
しいレストラン』をモ
チーフにしたフレンチ
レストラン。

レミー〈予約制　有料〉

ブランチ $75
ディナー $125

270 度のオーシャン
ビューを眺めることが
できる、本格的なイタ
リアンレストラン。

パロ〈予約制　有料〉

ブランチ・ディナー
$40

ローテーション・
ダイニング

大人用レストラン

ダイニングの種類 ドリーム
●
●
●

●
●

マジック
●

●
●

●

ワンダー
●

●
●

●

ダ
イ
ニ
ン
グ
早
見
表

レストラン名
アニメーターズ・パレット
エンチャンテッド・ガーデン
ロイヤル・パレス
ルミエール
ラプンツェル・ロイヤル・テーブル
ティアナ・プレイス
トリトン
レミー
パロ

ディズニー・
クルーズライン



7

このコースだから行ける魅力的な寄港地

ナッソー（バハマ）

キャスタウェイ・ケイ
ディズニー・クルーズラインでしか行くことのできないプ
ライベート・アイランド “ キャスタウェイ・ケイ ”。フロ
リダ半島から少し南に行ったバハマ諸島にある無人島で、
ディズニーとビーチリゾートが融合したまさに夢のような
楽園！ ここに来るためにこのクルーズに参加する方も多
いほど！ 白砂のビーチにヤシの木が揺れ、色鮮やかな花
に囲まれた至福の場所で思い思いにお過ごしください。

700 以上の島からなるバハマ諸島の首
都。イギリス植民地時代の面影がある
可愛らしいパステルカラーの街並み散
策のほか、民芸品の並ぶストローマー
ケットでのショッピング、潜水船での
海洋生物観察やイルカ見学ツアーな
ど、楽しみにあふれた町です。

★シュノーケリング  　★パラセーリング
★サイクリング 　★カヤック
★エイとの触れ合い 　★マッサージ
★ハンモックでのんびり

　おすすめアクティビティ

イチオシのバハマクルーズ

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

P8-9 で
コースの内容を
詳しくご紹介♪

寄港地紹介

ドナルド・ダッグとゲスト（イメージ）
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オーランド
ポートカナベラル

キャスタウェイ・ケイ

ナッソー

フロリダ

バハマ

【ご注意】
※このご旅行にご参加いただく場合、米国の ESTA（電
子渡航認証システム）に従い、認証を受ける必要があ
ります（登録料実費 US$14）。当社では代行手数料5,000
円（税別）にて ESTA 認証手続きの代行を承ります。
※ビジネスクラス、ANA プレミアムエコノミーのお席のご利
用は、日本発着の国際線のみとなります。
※ビジネスクラスをご利用の場合、成田空港までの往復宅配
便サービスが付きます（お一人様につきお荷物1つまで）。

日次 曜日

1 木

旅行日程
成田空港より、空路、乗継便にてオーランドへ
到着後、現地日本語係員がお出迎え、ホテルへご案内

（チェックインのお手伝い）
―

朝 昼 夕
― オーランド 

ホテル泊

―

― ― 機内泊

― ― ―

出港 15:45

入港 09:30
出港 17:15

夢あふれる
客船に

３連泊

入港 08:30
出港 16:45

入港 07:30

―

ディズニー・
オフィシャル

ホテル
2 連泊

入港／出港 食事 宿泊

2 金

ホテルチェックアウト後、現地日本語係員がお出迎え
送迎車（混乗）にてポートカナベラル港へ
車内にて、日本語係員が船内生活の簡単なご説明をします。

『ディズニー・ドリーム』乗船手続き
ポートカナベラル（アメリカ）出港

ナッソー（バハマ）▶ P7

キャスタウェイ・ケイ（バハマ）▶ P7
ディズニーのプライベートアイランド
シュノーケリングなど美しいビーチをお楽しみいただけます。

ポートカナベラル入港
下船後、現地日本語係員がお出迎え
送迎車にて、ホテルへご案内（ホテルへお荷物お預け）
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ ▶ P10-11

2 デー・マジック・ユア・ウェイ（パークホッパー・オプション付き）
チケットでご自由にお楽しみください。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ ▶ P10-11
2 デー・マジック・ユア・ウェイ（パークホッパー・オプション付き）
チケットでご自由にお楽しみください。

朝、チェックアウト後、現地日本語係員がお出迎え
ホテルより、送迎車（混乗）にてオーランド空港へ

（チェックインのお手伝い）
空路、乗継便にて帰国の途へ

成田空港到着。入国・通関の後、解散

3

4

5

6

7

8

土

日

月

火

水

木

アップグレード
プラン

▶ P12-13

【取消料】 通常期

旅行開始日の
前日から起算して

旅行開始後の解除または無連絡不参加

89日〜45日前 旅行代金の 10％ 旅行代金の 5％
44日〜30日前 旅行代金の 25％ 旅行代金の 12.5％
29日〜15日前 旅行代金の 37.5％ 旅行代金の 18.75％
14日〜当日 旅行代金の 50％ 旅行代金の 25％

旅行代金の 100％ 旅行代金の 100％

クルーズ泊数≧ホテル泊 クルーズ泊数＜ホテル泊

※大人お 1 人様・2 名様 1 室利用　※（　）内は 1 人部屋追加代金です。※一部出発日のみ抜粋掲載。その他の出発日は HP をご覧ください。

2019年
5/9・16

(木)
6/6
(木)

8/22・29
(木)

358,000
(178,000)

418,000
(215,000)

418,000
(213,000)

368,000
(188,000)

428,000
(240,000)

428,000
(223,000)

378,000
(198,000)

438,000
(250,000)

438,000
(228,000)

旅行代金（成田発着）
9/5・12・
19・26

(木)
10/17

(木)
11/28

(木)
12/26

(木)

2020年
1/9
(木)

2/6
(木)

3/26
4/2
(木)

4/16・23
5/7・14

(木)

内側
［バスタブ付］

338,000
(148,000)

348,000
(178,000)

348,000
(190,000)

598,000
(240,000)

338,000
(180,000)

388,000
(230,000)

368,000
(200,000)

348,000
(190,000)

海側
［バスタブ・窓付］

348,000
(158,000)

368,000
(188,000)

358,000
(200,000)

608,000
(260,000)

348,000
(190,000)

398,000
(240,000)

383,000
(205,000)

363,000
(195,000)

海側バルコニー
［バスタブ・バルコニー付］

358,000
(163,000)

３78,000
(198,000)

３78,000
(210,000)

618,000
(270,000)

358,000
(200,000)

408,000
(250,000)

393,000
(215,000)

373,000
(205,000)

308,000 348,000 348,000
298,000 338,000 338,000

12 歳以上3・4 人目
旅行代金

298,000 298,000 298,000 478,000 298,000 328,000 308,000298,000
12 歳未満 288,000 288,000 288,000 468,000 288,000 318,000 298,000288,000

ビジネスクラス追加代金

ANAプレミアムエコノミー
クラス追加代金

350,000 360,000430,000 3/26▶43万
4/2▶36万

260,000 210,000 160,000 140,000 140,000250,000 150,0003/26▶14万
4/2▶15万

9/5・12▶ 19万
9/19・26▶16万

出発日

客室カテゴリー

単位：円

ウォルト・
ディズニー・

ワールド・リゾート
2泊

ディズニー・
クルーズライン
3泊

ディズニーのプライベートアイランドをめぐるクルーズと
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで２泊！

大満喫クルーズ８日間
日程表 選べる出発日【毎週木曜出発】

2019年
4月 4・11・18・25
5月 2・9・16・23・30
6月 6
7月  25
8月 1・8・15・22・29
9月 5・12・19・26
10月 3・10・17・24・31
11月  7・14・21・28

12月 5・12・19・26

2020年
1月 2・9・16・23・30
2月 6・13・20・27
3月 5・12・19・26
4月 2・9・16・23・30
5月 7・14・21・28

選べる出発日８日間

カリブクルーズ

ディズニー・ドリームで行く
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―
朝 昼 夕

― オーランド 
ホテル泊

―

― ― 機内泊

― ―

出港 15:45

入港 09:30
出港 17:15

―

夢あふれる
客船に

4 連泊
入港 08:30
出港 16:45

入港 07:30

―

ディズニー・
オフィシャル

ホテル
2 連泊

入港／出港 食事 宿泊

―

アップグレード
プラン

▶ P12-13

※出発日によって行程が異なる場合がございます。詳しくは HP をご覧ください。
※ 6/18、7/2、7/16 は火曜日出発となります。

【ご旅行条件】
■食事：（８日間）朝1回、船９回／（９日間）朝１回、
船12回　■最少催行人員：1名様　■添乗員：同行し
ませんが、現地日本語係員が送迎します。また、送迎は
混乗となります。ディズニー・ドリームに現地係員は乗船
しません。　■利用予定航空会社：デルタ航空、ユナ
イテッド航空、アメリカン航空、ANA、日本航空　■利
用予定ホテル：【オーランド】ハイアット  リージェンシー  
オーランド  インターナショナル  エアポート、または同等
クラス【ディズニー・オフィシャルホテル】ディズニーオー
ルスターリゾート、または同等クラス

【別途必要代金】
■空港施設使用料：2,090円（成田）　■旅客保安サー
ビス料 ：520円（成田）　■海外空港税 ：8,000円（目安）　
■港湾税：旅行代金に含まれています。　■政府関連
税 ：US$65 .83 〜 US$75.03　■船内チップ（船上精
算）：（８日間）US$40.5　（９日間）US$54　※航空
燃油サーチャージは含まれておりませんので、別途お
支払いください。［目安］21,000円（2019年３月29
日現在。なお、今後変更される場合があります）

日次 曜日

1 日

旅行日程
成田空港より、空路、乗継便にてオーランドへ
到着後、現地日本語係員がお出迎え、ホテルへご案内

（チェックインのお手伝い）

2 月

ホテルチェックアウト後、現地日本語係員がお出迎え
送迎車（混乗）にてポートカナベラル港へ
車内にて、日本語係員が船内生活の簡単なご説明をします。

『ディズニー・ドリーム』乗船手続き
ポートカナベラル（アメリカ）出港

ナッソー（バハマ）▶ P7

終日クルーズ

キャスタウェイ・ケイ（バハマ）▶ P7
ディズニーのプライベートアイランド
シュノーケリングなど美しいビーチをお楽しみいただけます。

ポートカナベラル入港
下船後、現地日本語係員がお出迎え
送迎車にて、ホテルへご案内（ホテルへお荷物お預け）
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ ▶ P10-11

2 デー・マジック・ユア・ウェイ（パークホッパー・オプション付き）
チケットでご自由にお楽しみください。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ ▶ P10-11
2 デー・マジック・ユア・ウェイ（パークホッパー・オプション付き）
チケットでご自由にお楽しみください。

朝、チェックアウト後、現地日本語係員がお出迎え
ホテルより、送迎車（混乗）にてオーランド空港へ

（チェックインのお手伝い）
空路、乗継便にて帰国の途へ

成田空港到着。入国・通関の後、解散

3

5

4

6

7

8

9

火

木

水

金

土

日

月

※大人お 1 人様・2 名様 1 室利用　※（　）内は 1 人部屋追加代金です。※一部出発日のみ抜粋掲載。その他の出発日は HP をご覧ください。

2019年　
5/19
（日）

7/2
(火)

8/4・11
(日)

428,000
(260,000)

528,000
(330,000)

538,000
(310,000)

438,000
(270,000)

538,000
(360,000)

548,000
(330,000)

448,000
(290,000)

548,000
(430,000)

558,000
(360,000)

旅行代金（成田発着）

9/15
(日)

10/20・27
(日)

11/10・17
(日)

12/29
(日)

2020年1/19　
2/2・9

(日)

3/8・15・
22・29

(日)
4/19
(日)

内側
［バスタブ付］

368,000
(200,000)

388,000
(210,000)

398,000
(230,000)

648,000
(400,000)

418,000
(240,000)

438,000
(280,000)

378,000
(220,000)

海側
［バスタブ・窓付］

378,000
(220,000)

398,000
(230,000)

408,000
(250,000)

658,000
(410,000)

428,000
(250,000)

448,000
(290,000)

388,000
(230,000)

海側バルコニー
［バスタブ・バルコニー付］

388,000
(240,000)

418,000
(250,000)

428,000
(260,000)

678,000
(490,000)

458,000
(270,000)

478,000
(310,000)

408,000
(240,000)

348,000 408,000 438,000
338,000 398,000 428,000

12 歳以上3・4 人目
旅行代金

328,000 328,000 328,000 558,000 348,000368,000318,000
12 歳未満 318,000 318,000 318,000 548,000 338,000358,000308,000

ビジネスクラス追加代金

ANAプレミアムエコノミー
クラス追加代金

500,000 520,000480,000

310,000 280,000 190,000 140,000

出発日

客室カテゴリー

単位：円

ウォルト・
ディズニー・

ワールド・リゾート
2泊

ディズニー・
クルーズライン
4泊

ディズニーのプライベートアイランドをめぐるクルーズと
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで２泊！

大満喫クルーズ９日間
日程表

全国各地からのご出発に関して
上記は成田空港発着の旅行代金となります。
別途、国内線のお手配も承ります。
※詳細はお問い合わせください。

伊丹・中部 発着コース
新千歳・広島・福岡 発着コース

全て
+20,000円

さらに詳しい情報は
HP をご覧ください。

選べる出発日【毎週日曜出発】

2019年
4月 7・14・21・28
5月 5・12・19・26
6月 2・9・18（火）

7月  2（火）・16（火）・28
8月 4・11・18・25
9月 1・8・15・22・29
10月  6・13・20・27
11月  3・10・17・24

12月 1・8・15・22・29

2020年
1月 5・12・19・26
2月 2・9・16・23
3月  1・8・15・22・29
4月 5・12・19・26
5月  3・10・17・24

※ 6/18、7/2、7/16 は火曜日出発となります。
9 日間

ディズニー・ドリームで行く
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▲テストトラック
時速 65マイル！史上最速テストカーでドライブ

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート徹底解剖
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、山手線内面積の約 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 つのエンターテインメントエリア、
20 以上のホテル、4 つのゴルフ場、サーキットなどがある世界最大級のリゾート王国！
ここでは大人も子どもも、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。

1 週間でも遊び尽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！

シンデレラ城を中心に 6 つのテーマラン
ドがあるおとぎの国。オリジナルアトラク
ションや、壮大なショーはもちろんのこ
と、たくさんのキャラクターとの出会いも
楽しめます。

近未来の地球と世界文化をテーマにし
た異色のパーク！宇宙飛行や実験農場な
ど最先端技術エリアと、世界各国の風
景・料理などが楽しめるエリアがあり、ど
ちらも地球の壮大さを体感できます。

野生の動物に出会えるアドベンチャー・
ワールド！サバンナやアジアの密林が広が
るエリア内には、約 250 種 1700 頭もの動
物たちが暮らしています。サファリルックの
キャラクターに会えるのもここだけ！

華やかなショービジネスの世界へ！本
格的なミュージカル・ショーからディズ
ニー・アニメの世界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
な形で体験できる夢のようなエリア。

マジックキングダム・
パーク エプコット 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

▲ 7 人のこびとのマイントレイン
『白雪姫』の世界をトロッコ型コースターで疾走

▲ミッション：スペース
スペースシャトル型シミュレーターで、本格
的な NASA スタイルの訓練と宇宙船の遊泳
を体験

▲フローズン・シング・アロング・セレブレーション
魅力的なステージショー

▲ソアリン

1 2 3 4

世界最大級のリゾート王国

▲ツリー・オブ・ライフ
アニマルキングダムのシンボル！

◀
 ハ
ッ
ピ
リ
ー
・
エ
バ
ー
・
ア
フ
タ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
×
花
火
の
新
ナ
イ
ト
シ
ョ
ー

▲ダイナソー
恐竜を絶滅から救うため、先史時代へタイム
トリップ！

▲キリマンジャロ・サファリ

 ©Disney/Pixer▲トイ・ストーリー・マニア！

2012 年 12 月にこれまでの約 2
倍の広さへとリニューアル・オープ
ンしたこのエリア。アリエルの新し
い家やベルの村、白雪姫をテーマ
にしたコースターなど、そこはまさ
におとぎの国の世界です。

雄大なカリフォルニアを、風ととも
にハングライダーで巡る空中散歩。
上海ディズニーランドのオープン
に合わせて映像も変更され、シア
ターも 2 つから 3 つになり混雑が
緩和されています。

サファリトラックに乗って、アフリカ
のサバンナを巡るツアー。夕焼け
から夜のサバンナ冒険が楽しめる

「キリマンジャロ・サファリ・アフター・
ダーク」では、めったに見られな
い夜の動物たちの行動が見られる
かも！

2018 年６月 30 日、新たに登場す
るのがトイ・ストーリーの世界が広
がる空間。アンディの家の裏庭がモ
チーフで、シューティングゲームや
コースターなどを楽しめます。

マジックキングダム史上、
最大の拡張！

ニュー・ファンタジーランドへ

エプコット一番人気の
ソアリンも

さらにパワーアップ！

自然環境の中で生きる
本物の動物と出会える！

トイ・ストーリーのエリアが
ニューオープン

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

▲タワー・オブ・テラー
東京ディズニー・シーとは内容が異なる元祖
的存在

ウォルト・ディズニー・
ワールド・リゾート
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8/16 ～ 11/1 の特定日（夜）

パレードや特別コスチュームを
着たキャラクターとのグリーティ
ングなど盛りだくさん！ 小さなお
子様でも〝それほど怖くない〟イ
ベントです。

ミッキーの
ノット・ソー・スケアリー・
ハロウィン・パーティー

1

世界 30 か国以上の料理やワインを味わっ
たり、有名シェフのデモンストレーションな
どを楽しむなど、「食欲の秋」を満喫でき
ます。

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

※毎年の恒例イベントを紹介しています。
★「ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィン・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」
は特定日に開催される特別チケットが必要なイベントです。

期間未定
期間未定

19 時から始まる
クリスマス・パー
ティー。クリスマ
スムードたっぷ
りに演出された
花火やパレード、
ショーなどが楽
しめます。

ミッキーの
ベリー・メリー・クリスマス・パーティー

3/6～6/3

パーク内で行われる花をテーマにしたイベン
ト。ディズニー・キャラクターをかたどったトピ
アリーがキュート!

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

2

期間未定

12/31

国際色豊かなエプコットで、
世界の伝統的なクリスマスを体験！ 陽気な⾳楽と料
理が並ぶブースやサンタクロースとのふれあいなど、
忘れられないクリスマスになること間違いなし！

ホリデー・
アラウンド・ザ・ワールド

ニューイヤー・イブ・
スペシャルイベント

1

1 2 3 4

2
1

3

1

4

パークホッパー・オプション付
きで、滞在中の 2 日間、4 大テー
マパークのすべてに 1 日何回で
も入園できるチケットがツアー
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
かディズニー・ワー
ルドへお出かけくだ
さい！

マジック・ユア・ウェイ・チケット

華やかな
サマーイベントも開催！

2 期間未定

暑い夏をお祝いするパーティーに参
加して、ウォルト・ディズニー・ワー
ルド・リゾートで過ごす夏を夏を盛り
上げましょう！

大晦日バージョンにアレンジされたパレードやショー
など、思い出に残るイベントが多彩。カウントダウンは、
ディズニー・アニマルキングダムを除く3 パークで開催
されます。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
2019年　年間スケジュール

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

バスやモノレール、
船を駆使してホテル
かディズニー・ワー
ルドへお出かけくだ

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・ボード・ウォーク

ディズニー・スプリングス

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

ESPNワイド・ワールド・オブ・スポーツ

ディズニー・ハリウッド・スタジオ

エプコット

2
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選べる宿泊ホテルのご案内
クルーズのあとは、ディズニー直営のホテルへご宿泊。

ユニークなコンセプトやテーマが魅力のホテルで、さらにディズニーを満喫しましょう !

あなたの好みのホテルに
アップグレード

ディズニー・アート・オブ・
アニメーション・リゾート【※ 1】

ファミリースイート スタンダードルーム スタンダードルーム スタンダードルーム

ディズニー・コロナド・
スプリングス・リゾート

ディズニー・
カリビアン・ビーチ・リゾート

ディズニー・ポートオーリンズ・
リバーサイド

ディズニーの人気アニメーションがテー
マ！ カーズやリトルマーメイドなどまる
で映画のシーンの一部になったような
気分で過ごせます。

美しく輝くカリブ諸島をイメージしたリ
ゾートアイランド。白砂のビーチや海賊
をイメージした建物、７つのプールなど、
南国の楽園気分を味わえます！

様々な文化が混在するニューオリンズ
の華やかさと、ミシシッピ河のような雄
大な景観、米国南部の情景を思い起こ
す昔懐かしいホテル。

スパニッシュ・コロニアル様式の建物や
マヤ文明のピラミッドがそびえるプール
など、メキシコのエキゾチックな雰囲気
が至る所に。

スタンダード
追加代金でこちらのホテルに

変更ができます

スーペリア

各ホテル指定の追加代金でスーペリアクラスにアップグレードが可能です

バスで20分▶マジックキングダム
バスで15分▶アニマルキングダム
バスで10分▶ハリウッド・スタジオ
バスで15分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間
バスで20分▶マジックキングダム
バスで15分▶アニマルキングダム
バスで10分▶ハリウッド・スタジオ
バスで15分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間
バスで20分▶マジックキングダム
バスで20分▶アニマルキングダム
バスで20分▶ハリウッド・スタジオ
バスで15分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間
バスで20分▶マジックキングダム
バスで10分▶アニマルキングダム
バスで10分▶ハリウッド・スタジオ
バスで15分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

40,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

30,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

20,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

20,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

20,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

35,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

35,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

35,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

ホテル
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※ 宿泊日が 2019年 12 月 28 日から 2020年 1 月 6 日となる場合はお問合せください。
※下記以外のディズニーオフィシャルホテルをご希望の際は、別途お見積りいたします。
※延泊等により、クルーズ泊数よりホテル泊数が多くなる場合は取り消し規定が異なります。
※延泊プランについて、帰国日変更により現地出発日が金・土曜日となる場合、追加代金 10,000 円、ビジネスクラ
スは 50,000 円が必要になります（お 1 人様あたり）。

【※ 1】 「カーズ」、「ファインディング・ニモ」、「ライオン・キング」のお部屋タイプはリクエスト受付となります。また、
スイートタイプのお部屋は５名様のご利用の場合でも最大ベッド数は３台となります。

【※全ホテル共通】　●クルーズが 1 室 3 名以上ご利用にてホテルをアップグレードされる場合は、別途お見積りいた
します。ただし、12 歳未満にてホテルを 1 室 3 名以上（添い寝）でご利用の場合は追加代金は不要です。●ダブル
ベット仕様のお部屋となる場合がございます。●下船後２泊のホテルが異なる場合、ホテル間の移動はご自身での移
動となります。●全てのホテルの客室ベッドは１部屋につき最大２台のベッドまでとなり、２名様でご利用の場合、ベッ
ドは１台もしくは２台（ベッド数の確約不可 )、３〜４名様で１室利用の場合、１台のベッドを 2 名でご利用いただくこ
とになります。また、当地のホテルは消防法によりエクストラベッドの搬入確約は不可となります。●客室の浴室には
バスタブが無く、シャワーのみの場合があります。

スタンダードビュー サバンナビュー ガーデンビュー

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・ヨット＆
ビーチクラブ・リゾート

ディズニー・
アニマルキングダム・ロッジ

かつてニューイングランド地方にあった
高級ヨットクラブを再現したロマンチッ
クなホテル。ヤシの木が異国情緒を感
じさせます。

キリンやシマウマなどの 200 頭を超え
る野生動物が生息する、サファリのよう
なホテル。お部屋からも動物を見ること
ができます！

ビクトリア朝様式の建物、クラシックや
ジャズの生演奏が流れる吹抜け、５つ星
レストランなど、優雅さと現代的センス
を持った最高級ホテル。

デラックス

各ホテル指定の追加代金でデラックスクラスにアップグレードが可能です

バスで15分▶マジックキングダム
バスで15分▶アニマルキングダム
ボートで20分or徒歩25分▶ハリウッド・スタジオ
ボートで10分or徒歩5分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間
バスで20分 ▶マジックキングダム
バスで６分 ▶アニマルキングダム
バスで15分 ▶ハリウッド・スタジオ
バスで20分 ▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間
モノレールで5分▶マジックキングダム
バスで20分▶アニマルキングダム
バスで25分▶ハリウッド・スタジオ
モノレールで20分▶エプコット

４大パークへのアクセスと所要時間

ホテル客室内でのディズニーチャンネル
や TV Japan（日本語放送）が無料でお
楽しみいただけます。

ディズニーチャンネルの
無料視聴無料視聴

7
特典

さわやかな朝の目覚めは、ディズニー・
キャラクターからのモーニングコールで！　
※録⾳サービスになります。

ディズニーキャラクターの
モーニングコールモーニングコール

6
特典

英語で困ったときには、電話オペレーター
を通して日本語の通訳サービスが受けら
れます。

安心の
日本語通訳サービス日本語通訳サービス

5
特典

リゾート内で買った荷物をお泊りのホテ
ルまで無料で配達！パーク内で荷物を持
ち歩く必要がありません。

買った荷物を無料で
ホテルまで配達
買った荷物を無料で
ホテルまで配達

4
特典

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾー
ト内のバス、ボート、モノレールも無料
で乗り放題なので、移動も楽 ！々

パーク内を楽 移々動！
無料の交通アクセス無料の交通アクセス

3
特典

4 大パークの一つが、特定曜日に一般の
お客様より1 時間早く入園、もしくは閉
園時間の 2 時間遅くまで滞在できます。

エキストラ・マジック
アワーアワー

2
特典

滞在中、リゾート内 100 店以上のお店
でお食事が可能。キャラクター・ダイニ
ングにも使えます。※追加料金が必要
▶詳しくは P.14 を！

「ディズニー・ダイニング・
プラン」が利用可能プラン」が利用可能

1
特典

スペシャル特典

ディズニー直営ホテル
ご宿泊の方限定！

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

65,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

65,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

アップグレードプラン
２名様１室お一人様追加代金 

75,000円（朝食なし）※２泊分

下船後
選べるホテル

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

70,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

パークホッパーチケット1 日分込み
延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

24,000円（朝食なし）※１泊

基本クラスホテルの

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

70,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

延泊プラン
２名様１室お一人様追加代金 

75,000円（朝食なし）※１泊

パークホッパーチケット
1日分込み

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney
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キャラクター・
ダイニング

日本語ガイド付き
【最少催行人員】2 名様
【所要時間】2 時間　

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
ムにある人気レストランで、ビュッフェスタイルの朝
食を。その場で切り分けてくれるローストポークが人
気です！

追加オプションのご案内
ディズニー・ワールド・リゾート＆オーランドをさらに楽しむオプションをご用意しました。

下記以外にもご用意しております。詳細はお問い合わせください。

「ディズニー・ダイニング・プラン」は、リゾート内での食事やスナックをお得に利用できるダイニング・パッケー
ジ。「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 店以上とお得なプランです！

旅行前にプラスすればとってもお得に食事ができちゃう！

ご利用は簡単！リゾートIDを見せるだけで OK！
支払いを事前に済ませているので料金を気にせず食事が出来るというのも大きなメ
リット。現地でのフットワークも軽くなって、リゾートをより満喫できます！
※チップは含まれていません。別途必要となります。

1日何回でも、順番も自由！さらに家族や友達と分け合える！
滞在中は、自分の好きなタイミングで自由にご利用いただけます。
例えば、スタンダードな「ダイニング・プラン」の場合、1 泊につきクイックサービス、スナッ
ク、テーブルサービスのお食事が各 1 回ついているので、2 泊ならお一人につき各 2
回・全 8 回お食事が可能。1 日に何回使っても、どんな順番で使っても OK です。さ
らに、食事回数はホテルの同じ部屋に宿泊されているお客様同士での組み合わせは
自由。グループ全員分の回数を、全員で自由に分け合って利用できます。

シェフ姿のミッキーと仲間たちに囲まれて、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
食をお楽しみいただけます。もちろんキャラクターた
ちと記念撮影もできるので、カメラやサイン帳をお
忘れなく！

【催行曜日】月・金
大人（10歳以上）$105~ ／子ども（3~9歳）$95~

シェフミッキーで朝食を

登場予定
キャラクター

登場予定
キャラクター

登場予定
キャラクター

◦ミッキー
◦ミニー
◦プルート
◦ドナルド
◦グーフィー

◦ドナルド
◦デイジー
◦ミッキー
◦グーフィー

◦シンデレラ
◦ベル
◦アリエル
◦オーロラ姫
◦白雪姫

【催行曜日】日・火・木
大人（10歳以上）$95~ ／子ども（3~9歳）$80~

タスカーハウスで朝食を

みんなの憧れ！ シンデレラ城でプリンセスと夢のよ
うなお食事を。そびえる石のアーチ、風格を感じさ
せる中世の旗、ファンタジーランドを見下ろすステン
ドグラスの大窓に囲まれた中での食事をお楽しみく
ださい。

【催行曜日】毎日
大人（10歳以上）$120~ ／子ども（3~9歳）$110~

シンデレラ・ロイヤル・テーブルで朝食を

選べる
３プラン

食事代が
断然おトク!

とっても簡単！

食べたいときに
食べたいメニューを!

選べる
３タイプ

ご利用方法

ディズニー・ワールドの朝は、お気に入り
のキャラクターとの朝食でスタート!

※各レストランに登場するキャラクターは、予告無く変更
される場合がございます。

さらに楽しく！

さらにお得に！

ディズニー・ダイニング・プラン
ディズニー直営ホテルご宿泊者様限定!!

レストランで、案内された席でする
お食事。テーブルに座って、ゆっ
たりとお食事が楽しめます。人気の
キャラクター・ダイニングもご利用
可能です。【例】ビュッフェ形式（食
べ放題）の食事 1 人分

テーマパークの各所やリゾートのカウ
ンターサービス店で取り扱っているア
イスクリームやジュースなど。ひと休
みしたいときにどうぞ。【例】アイスク
リーム、ポップコーン、フルーツ、コー
ヒー、ソフトドリンクなど※ 1 回につ
き1 品を選択

滞在中にソフトドリンクがおかわり自
由になるマグです。ディズニー直営ホ
テルのドリンクステーション設置箇所
でご利用可能です（各テーマパーク
ではご利用いただけません）。

ファストフードやフードコートでの手
軽なお食事です。食事もアクティビ
ティも満喫したい！そんなときにお
すすめです。【例】メイン料理、デザー
ト（昼食と夕食のみ）、ノンアルコー
ル飲料、ジュース（朝食のみ）

テーブルサービス

スナック リゾートマグ

クイックサービス

テーブルサービス
1 回分

リゾートマグ
1 個

クイックサービス
1 回分

スナック
1 回分

大人：8,500円／子ども：3,500円ダイニング・プラン

リゾートマグ
1 個

クイックサービス
2 回分

スナック
1 回分

大人：6,000円／子ども：3,000円クイック・サービス・ダイニング・プラン

デラックス・ダイニング・プラン 大人：13,500円／子ども：4,500円
リゾートマグ
1 個

テーブルサービスまたは
クイックサービス　3 回分

スナック
2 回分

オプション
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安心！  ご出発直前・説明会開催
はじめてご参加のお客様へ

いざ出発したものの、まだまだ不安なことだらけ。出発間際の
最終確認をオーランドで！

【設定日】ディズニー・クルーズライン乗船日
【集合場所】オーランド空港内 ハイアットホテルのロビー
【集合時間】午前 10:00 前後　※最終の時間は、オーランドご到着時にご
　　　　     案内します。

【所要時間】約 1 時間　【料金】お 1 人様 $60　
【最少催行人員】2 名様　【キャンセル料発生日】3 日前より

※ご宿泊ホテル→ハイアットホテルまでのご移動は各自でお願いいたします（ハ
イアットプレイス、ルネッサンスホテルから空港までの無料シャトルバスもござい
ます）。※説明会ご参加後の港への送迎は、ハイアットホテルの地下玄関より出
発します。

ケネディスペースセンター    ©albo

数あるショーの中でも、最も人気の“ファンタズミック！”。正義の使者ミッ
キーがイマジネーションを駆使して悪のドラゴンと戦う、水上エンターテ
インメント。レストランでのご夕食後、優先席からショーをご覧いただき
ます。人気のショーな
ので長時間並ばなけれ
ばいけない時期でも、
事前に席を確保してい
るため、ゆっくりと楽し
むことができます。
※メンテナンスや悪天候
等の理由によりショーが中
止となった場合のご返金
はございません。

オーランドに来たら、絶対に見逃せないツアー！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た後、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。宇宙食や無重力ペンなど珍しい宇宙グッズが
揃うので、日本へのお土産にもおすすめです。

映画スタジオを模した『ユニバーサル・スタジオ』と、絶叫マシーンが豊富
な『アイランズ・オブ・アドベンチャー』の２か所のパークを 1 日でお楽し
みいただきます。

広大な敷地のアニマル・
キングダムを、日本語
ガイドが効率よく解説付
きで見所をご案内します

（往路送迎付）。

※優先的にアトラクションに
ご乗車・ご鑑賞いただける
ツアーではございません。

● 利用可能空港：シカゴ、ダラスフォートワース、ヒューストン、アトランタ、ミネア
ポリス、シアトル、サンフランシスコ、デンバー

● 取消規定：旅行代金に準じます

※ アシスタントプランはご予約後のリクエスト受付となり、手配できない場合がござ
います。

※ 復路のアシスタントプランのご用意はありません。

ウォルト・ディズニー・
ワールド・リゾート オーランド

ファンタズミック !（イメージ）

ファンタズミック !（イメージ）

【料金に含まれるもの】
ケネディスペースセンター入場料、バスツ
アー代、I-MAX シアター代、税金、チッ
プ、往復送迎
※下船日以外の同コースもございます。
　詳細はお問い合わせください。

※解散後はそれぞれ集合時間まで 2 つのパークをご自由にお楽しみください。
※ 2 パーク間はホグワーツ特急または徒歩で移動可能です。
※ B コースは日本語ガイドによる園内のご案内はございません。

【ハイシーズン】4/6 〜 6/29   【レギュラーシーズン】ハイシーズン以外の火・木・土

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

【催行曜日】月・水・金 　【所要時間】５時間 30 分
大人（10歳以上）$125~ 子ども（3~9歳）$60~

【催行曜日】ディズニー・クルーズライン下船日（ロケット打ち上げ日を除く）
【所要時間】９時間
大人（12歳以上）$195~
子ども（3~11歳） $185~

【所要時間】11 時間 30 分

【催行曜日】火・木・日　【所要時間】４時間
大人（10歳以上）$50~　子ども（3~9歳）$40~

ファンタズミック！ 
＆ ディナー

ケネディスペースセンター
1 日観光

アメリカ国内乗り継ぎ
日本語アシスタントプラン

ユニバーサル・オーランド 
2 パーク 1 日観光

日本語ガイド付き 日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

「ユニバーサル・スタジオ」または「アイランズ･ オブ･アドベン
チャー」のハリーポッターエリアご案内後、解散

【レギュラーシーズン】 大人 $250~ ／子ども $245~
【ハイシーズン】 大人 $265~ ／子ども $260~

A
コース

ユニバーサル・オーランド到着後、解散
【レギュラーシーズン】 大人 $240~ ／子ども $235~
【ハイシーズン】 大人 $255~ ／子ども $250~

B
コース

現地催行会社：日本総合ツアーズ／ H.I.S. INTERNATIONAL TOURS INC.(ORL)

忘れないうちにおみやげも買っておきましょう。
「おいしい」も「かわいい」も「キレイ」も全部
そろっちゃうショッピングツアー。オーランド
市内の人気ショッピングのうち３つのうち、１
か所ご案内します。

【催行曜日】月・水
【所要時間】４時間
大人（10歳以上）$45~
子ども（3~9歳） $35~

【最少催行人員】2 名様

アニマルキングダム・
ウォーキングツアー

日本語ガイド付き

【最少催行人員】2 名様

【最少催行人員】2 名様

【最少催行人員】2 名様

日本からアメリカ国内乗り継ぎ空港に到着後、
入国審査、荷物の受け取り、税関カウンター
乗継用のセキュリティゲートを通過した場所に
て日本語アシスタントがお待ちしております。

1 グループ
45,000 円（往路）

ショッピングツアー
（１か所コース）

日本語ガイド付き
【最少催行人員】2 名様
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バルセロナ

ヴィルフランシュ

チビタベッキア

リボルノ

ナポリ

フランス

イタリア

スペイン

【ご旅行条件】
■食事：朝 1 回、船 21 回　■最少催行人員：1 名様　
■添乗員：同行しませんが、現地日本語係員が送迎しま
す。また、送迎は混乗となります。ディズニー・マジッ
クに現地係員は乗船しません。 ■利用予定航空会社：〔東
京〕エミレーツ航空、カタール航空、ターキッシュエア
ラインズ、エールフランス航空　〔関空・名古屋駅〕エ
ミレーツ航空　■利用予定ホテル：【バルセロナ】ホテル
アバサンツまたは同等クラス

【取消料】

旅行開始日の
前日から
起算して

旅行開始後の解除または
無連絡不参加

119日〜56日前 旅行代金の10％
55 日〜 30 日前 旅行代金の25％
29 日〜 15 日前 旅行代金の37.5％
14 日前〜当日 旅行代金の50％

旅行代金の 100％

【別途必要代金】
■国際観光旅客税：1,000円　■空港施設使用料 ： 2,090
円（成田）または 2,570 円（羽田）、2,730 円（関空）
■旅客保安サービス料：520 円（成田）または 100 円（羽
田）、310 円（関空）　■海外空港税：8,000 円（目安）　
■港湾税：旅行代金に含まれています。■政府関連税：
5/23 出発…US$128.41　5/30 出発…US$134.24 ■船
内チップ（船上精算）：US$94.5

※航空燃油サーチャージは含まれておりませんので、別
途お支払いください。［目安］0 円〜 44,600 円（2019 年
３月 29 日現在。なお、今後変更される場合があります）

東京 関空 名古屋

2019年 5月  23・30

選べる出発日 【毎週木曜出発】

選べる発着地

夢と魔法の豪華客船で訪れる
初夏の地中海クルーズ 11 日間

※ビジネスクラスのお席のご利用は、日本発着の国際線のみとなります。
※ビジネスクラスをご利用の場合、成田または羽田・関西空港までの往復宅配便サービスが付
きます（お一人様につきお荷物 1 つまで）。

※名古屋駅発着コースは、エミレーツ航空シャトルバスで名古
屋駅 ⇔ 関西空港を移動します。関西空港発着と同料金とな
ります。詳細はお問い合わせください。

ディズニー・
クルーズライン

7連泊

日次 曜日

1 木

旅行日程

成田または羽田空港（21:00 〜 25:00 発）／関西空港
（23:45 発）より、空路、乗継便にてバルセロナへ ―

朝 昼 夕
機内泊

ホテル泊

入港 07:00 機内泊

― ― ―

―

出港 16:00

夢あふれる
客船に
充実の
7 連泊

―

入港 07:30
出港 18:00
入港 07:00
出港 18:45
入港 07:00
出港 18:45
入港 07:30
出港 17:45

―

入港／出港 食事 宿泊

2 金 着後、現地日本語係員がお出迎え
送迎車にてホテルへ

ホテルチェックアウト後、現地日本語係員と送迎車にて港へ
『ディズニー・マジック』乗船手続き
バルセロナ（スペイン）出港

終日クルーズ

終日クルーズ

ナポリ（イタリア）

チビタベッキア（イタリア）

リボルノ（イタリア）

ヴィルフランシュ（フランス）

バルセロナ入港
下船後、現地日本語係員と送迎車にて空港へ
空路、乗継便にて帰国の途へ 

成田または羽田／関西空港到着
入国・通関の後、解散

3

4

9

5

6

7

8

10

11

土

日

金

月

火

水

木

土

日

日程表

さらに詳しい情報は
HP をご覧ください。

2019年
5/23( 木 ) 5/30(木)

448,000
(340,000)

448,000
(350,000)

478,000
(380,000)

498,000
(400,000)

698,000
(620,000)

748,000
(600,000)

318,000 328,000
288,000 308,000

旅行代金（成田または羽田 / 関空発着）

内側
［バスタブ付］

海側
［バスタブ・窓付］

海側バルコニー
［バスタブ・バルコニー付］

12 歳以上3・4 人目
旅行代金 12 歳未満

ビジネスクラス追加代金（東京）

ビジネスクラス追加代金（関空）

関空発着旅行代金

450,000 350,000
380,000
+70,000 +30,000

※大人お 1 人様・2 名様 1 室利用　※（　）内は 1 人部屋追加代金です。

出発日
客室カテゴリー

単位：円

フィレンツェ   ©serrnovik

地中海クルーズ

ディズニー・マジックで行く

470,000
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〈ナポリ港とべスビオ山〉 〈アマルフィ〉 〈青の洞窟〉

※出発日／帰着日変更により、日本出発日／現地出発日が金・土曜日となる場合、追加代金
5,000 円、ビジネスクラス 15,000 円が必要になります（お 1 人様あたり）。※（　）内はシン
グル利用料金です。※その他のホテルをご希望の際は別途お見積りします。※各地の滞在税
はホテルのチェックインまたはチェックアウトの際、ホテルへお支払いください。※バルセロ
ナでの滞在税…お 1 人様 1 泊につき 0.75 〜 2.5 ユーロ　※ 1 泊目と 2 泊目で異なるホテル
を利用する場合、ホテル間の移動はお客様ご自身となります。

リボルノからは、オプショナルツアーでルネサン
ス文化が花開いたフィレンツェを訪れることも !
街のシンボル・ドゥオモやベッキオ橋、ウフィッ
ツィ美術館など多くの観光スポットがあります。

チビタベッキアからは永遠の都ローマへ。最近スペイン階段やト
レヴィの泉などの修復工事が完了し、美しい姿となって多くの人
を魅了しています。

ローマ
（イタリア）

フィレンツェ
（イタリア）

背後を山に囲まれた美しい港町ヴィルフランシュ。小
さな街のため 30分程度で散策することができます。

ヴィルフランシュ
（フランス）

風光明媚な土地として知られる港町。雄大なベスビオ火山やポンペイ遺跡、青の洞窟で有名
なカプリ島、アマルフィなど訪れたいスポットが近郊に多くあります。

ナポリ
（イタリア）

〈トレヴィの泉〉〈バチカン広場〉

〈サグラダファミリア〉

〈ナヴォーナ広場〉

乗船前
ホテル変更

前泊
2泊目以降 1泊目

後泊
2泊目以降

── 12,000
(24,000)

42,000
(84,000)

10,000
(20,000)

25,000
(50,000)

50,000
(100,000)

ホテルアバサンツ 
または 同等クラス

お 1 人様追加代金　
（送迎・ホテル・朝食込）

12,000
(24,000)

シルケンランブラス
または 同等クラス

( ランブラス通り周辺ホテル )
25,000
(50,000)

3 日目、クルーズ乗船前の時間を有効活用！
バルセロナ観光へ出かけませんか。

ホテルチェックアウト後、日本語係員
とともにバルセロナ半日観光！
観光後、送迎車にて港へ。

日本語ガイド付き

バルセロナ半日観光プラン
バルセロナ延泊＆ホテル変更プラン

バルセロナ
（スペイン）

（お１人様追加代金）23,000円

Barce lona

地中海クルーズの見どころ

フランス

地中海スペイン

イタリア

ガウディを満喫 ！

※サグラダファミリアは特別
行事等で閉鎖となる場合がご
ざいます。その際は、外観か
らの観光となります。

サグラダ ファミリア※（入場）

カサミラ（下車）

カサバトリョ（下車）

2019年 6/6（木）出発限定

バルセロナ

チビタベッキア

ナポリ

リボルノ
ジェノバ

カンヌ

フランス

イタリア

スペイン

バルセロナからローマへ
夢と魔法の豪華客船で巡る
地中海クルーズ 10 日間

468,000円（内側）～738,000円（バルコニー）東京
発着

2019年 7/7（日）出発限定

バルセロナ

カンヌ

チビタベッキア

リボルノ

フランス

イタリア

スペイン

夢と魔法の豪華客船で訪れる
初夏の
地中海ショートクルーズ９日間

498,000円（内側）～818,000円（バルコニー）東京
発着

2019年 7/12（金）出発限定

バルセロナ

ドーバー

ブレスト

カディスリスボン

ポートランド

フランス

UK

スペイン
ポルトガル

夢と魔法の豪華客船で巡る
地中海から
大西洋縦断クルーズ 11 日間

628,000円（内側）～1,158,000円（バルコニー）東京
発着

ディズニー・マジックで行く ディズニー・マジックで行く ディズニー・マジックで行く

ヨーロッパクルーズまだまだあります 全コース関空、名古屋発着あり!

単位：円
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ジュノー
エディコットアーム

スキャグウェイ

ケチカン

バンクーバー

カナダ
アラスカ

U.S.A

【ご旅行条件】
■食事：船 20 回　■最少催行人員：1 名様　■添乗員：
同行しませんが、現地日本語係員が送迎します。送迎は
混乗となります。ディズニー・ワンダーに現地係員は乗船
しません。 ■利用予定航空会社：エアカナダ、日本航空

8/26（月） 9/2（月） 9/9（月）
368,000
(250,000)

353,000
(230,000)

368,000
(230,000)

428,000
(300,000)

403,000
(280,000)

418,000
(280,000)

668,000
(530,000)

583,000
(460,000)

598,000
(460,000)

318,000 303,000 318,000

5/27（月） 6/10（月） 6/24（月） 7/1（月） 7/29（月） 8/12（月）
418,000
(260,000)

428,000
(300,000)

488,000
(330,000)

528,000
(350,000)

468,000
(350,000)

418,000
(290,000)

478,000
(320,000)

498,000
(380,000)

568,000
(420,000)

638,000
(460,000)

558,000
(440,000)

488,000
(370,000)

698,000
(550,000)

808,000
(690,000)

898,000
(740,000)

958,000
(790,000)

888,000
(770,000)

808,000
(690,000)

328,000 318,000 368,000 398,000 338,000 328,000
298,000 288,000 338,000 368,000 308,000 298,000 288,000 273,000 288,000

旅行代金（成田発着）

内側
［バスタブ付］

海側
［バスタブ・窓付］

海側バルコニー
［バスタブ・バルコニー付］

12 歳以上3・4 人目
旅行代金 12 歳未満

ビジネスクラス追加代金 340,000 360,000 370,000 360,000 410,000 370,000 380,000 460,000

※一部出発日のみ抜粋掲載。その他の出発日は HP をご覧ください。　　　※大人お 1 人様・2 名様 1 室利用　※（　）内は 1 人部屋追加代金です。
出発日

客室カテゴリー

【別途必要代金】
■国際観光旅客税：1,000円　■空港施設使用料：2,090円（成田）　■旅客保安サービス料：520円（成田）　
■海外空港税：5,000円（目安）　■港湾税：旅行代金に含まれています。 ■政府関連税：US$178.17 〜
US$234.68　■船内チップ：（船上精算）US$94.5　※航空燃油サーチャージは含まれておりませんので、
別途お支払いください。［目安］14,000円（2019 年３月 29日現在。なお、今後変更される場合があります）

選べる出発日 【毎週月曜出発】

2019年 5月   20・27
6月   3・10・17・24
7月   1・22・29
8月   5・12・19・26
9月   2・9

《※ 1》　7/22、8/26 出発は 15：00 出港、7/29、8/12、9/9 出発は 15：30 出港となります。

日次 曜日

1 月

旅行日程
成田空港（16:30〜18:30 発）より、空路、直行便にてバン
クーバーへ。（09:00〜12:00 着）到着後、現地日本語係員
と送迎車にて港へ。『ディズニー・ワンダー』乗船手続き
バンクーバー（カナダ）出港

出港 16:00
　　  《※ 1》

朝 昼 夕

機内泊

―

―

― 夢あふれる
客船に
充実の
7 連泊入港 07:15

出港 20:00
入港 06:45
出港 16:45
入港 11:15
出港 19:45

―

入港 08:00

―

入港／出港 食事 宿泊

2 火

成田空港（15:00 〜 16:30）着。入国・通関の後、解散

終日クルーズ

終日クルーズ

スキャグウェイ（アラスカ）

ジュノー（アラスカ）

ケチカン（アラスカ）

エディコットアーム（ドーズ運河）クルーズ3

4

9

5

6

7

8

水

木

火

金

土

日

月

―

バンクーバー入港
下船後、現地日本語係員と送迎車にて空港へ
空路、直行便にて帰国の途へ（13:00 〜 14:30 発）

日程表

夢と魔法の豪華客船で訪れる
迫力のアラスカクルーズ９日間

ディズニー・
クルーズライン

7連泊

ほか全国各地（成田空港経由）成田
選べる発着地

※ビジネスクラスをご利用の場合、成田空港までの往復宅配便サービスが付きます（お一人様につきお荷物 1 つまで）。

往復
直行便利用

単位：円

―

入港 07:15
出港 20:00
入港 06:45
出港 13:00

スキャグウェイ（アラスカ）

ジュノー（アラスカ）

アイシー海峡クルーズ（12:30 〜 19:30） 《※ 2》3

4

5

水

木

金

※ 7/1、8/26、9/9 出発の 3 〜 5 日目は、行程が上記と異なり、下記となります。

《※ 2》　8/26 出発は 11：30 入港、9/9 出発は 12：00 入港となります。

プレミアムエコノミークラス
追加代金 160,000 180,000 190,000 160,000230,000 180,000

アラスカクルーズ

ディズニー・ワンダーで行く
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アラスカ最南端にあり、原住民の文化が色
濃く残る街。郊外にはミスティ・フィヨルド
国立公園があり、周辺ではブラックベア、ムー
スなどの野生動物が生息しています。

アラスカ

太平洋
カナダ

※このご旅行にご参加いただ
く場合、米国の ESTA（電子渡
航認証システム／登録料実費
US$14）およびカナダの eTA（電
子渡航認証システム／登録料実
費 CS$7）に従い認証を受ける
必要があります。

【取消料】

旅行開始日の
前日から起算して

旅行開始後の解除
または無連絡不参加

89日〜45日前 旅行代金の10％
44 日〜 30 日前 旅行代金の25％
29 日〜 15 日前 旅行代金の37.5％
14 日前〜当日 旅行代金の50％

旅行代金の 100％

全国各地からのご出発に関して

左記は成田空港発着の旅行代金となります。
別途、国内線のお手配も承ります。
※詳細はお問い合わせください。

ケチカン

エディコットアーム

バンクーバー

カナダ

アラスカ

U.S.A

夢と魔法の豪華客船で訪れる
アラスカショートクルーズ 7 日間 

ディズニー・ワンダーで行く

アラスカクルーズまだまだあります

アラスカといえば、野生動物の出会いも楽しみのひとつ。
ゴマフアザラシやヒグマなど多くの動物が暮らしています。野生動物との出会い

〈ムース〉 〈ザトウクジラ〉〈アザラシ〉

ゴールドラッシュの時代に栄えた街・スキャグ
ウェイのハイライトは、短期間で建設されたホ
ワイト・パス列車。わずか 32km の間に、標
高 873m という急勾配を登ります。道中、迫
力ある滝や渓谷、橋などをご覧いただけます。

スキャグウェイ
（アラスカ）

〈ホワイトパス＆ユーコン鉄道〉 〈クリーク通り〉

ケチカン
（アラスカ）

トレーシーアームを航行するディズニー・ワンダー

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

アラスカクルーズの見どころ

※野生動物はご覧いただけない場合もございます。

さらに詳しい情報は
HP をご覧ください。

2019年 7/17（水）出発限定

438,000円（内側）～748,000円（海側バルコニー）成田
発着

1泊目 2泊目以降

27,000
(51,000)

26,000
(49,000)

22,000
(41,000)

20,000
(37,000)

お 1 人様追加代金
（送迎・ホテル・朝食込）

現地宿泊日
6 月以降

現地宿泊日
5 月まで

※出発日／帰着日変更により、日本出発日／現地出発日が金・土
曜日となる場合、追加代金 5,000 円、ビジネスクラス 60,000 円
が必要になります（お１人様あたり）。※（   ）内はシングル利用料
金です。※その他のホテルをご希望の際は別途お見積りします。

【利用予定ホテル】
エンパイアランドマークホテル、
ホリデーインバンクーバーダウンタウン、
ベストウェスタンシャトーグランビル または同等クラス

バンクーバー延泊プラン
一泊だけじゃ物足りない?!

往復
直行便利用

単位：円
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27
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3131

1

2

3

4

1	 サテライト・サンデッキ・フォールズ
2	 カレント・バー
3	 エッジ（11 ～ 14 歳向けユースクラブ）
4	 グーフィーズ・スポーツデッキ
5	 アウトルック（パーティースペース）
6	 センシズ・スパトリートメント・ルーム
7	 コンシュルジュ・ラウンジ
8	 アクアダック・ウォーターコースター▶ P4
9	 ウェーブス・バー
10	 レミー（大人専用）▶ P6
11	 メリディアン・バー

12	 パロ（大人専用）▶ P6
13	 センシズ・スパトリートメント・ルーム
14	 カップル・ヴィラ
15	 カップル・ヴィラ
16	 センシズ・レインフォレスト・ルーム
17	 ロッカールーム
18	 フィットネスセンター
19	 センシズ・スパ＆サロン▶ P4
20	 クワイエット・コーブプール▶ P4
21	 コーブ・バー
22	 コーブ・カフェ

23	フローズン・トリート（スムージー）/アイスクリーム
24	 フロスカフェ/ルイージズ・ピザ /ハンバーガー /サンドウィッチ
25	 ファンネルビジョン・デッキステージ▶ P4
26	 ドナルド・プール
27	 ミッキー・プール（お子様専用）
28	 ミッキー・スライダー
29	 ニモズ・リーフ（幼児専用）
30	 ヴェネロペズ・スイーツ＆トリーツ（デザート）
31	 カバナス・レストラン（ビュッフェ）
32	 ヴァイブ・オープンデッキ（14 ～ 17 歳向け）
33	 ヴァイブ（14 ～ 17 歳向けユースクラブ）

ディズニー・ドリーム

デッキ
9

デッキ
10

デッキ
11

デッキ
12

デッキ
13

デッキ
14

内側
15.7㎡／定員 3 〜 4 名
バスタブ付き

客室
タイプ

コンシェルジュ
ファミリー海側バルコニー

海側バルコニー
海側
内側

海側
22.4㎡／定員 3 〜 5 名
バスタブ、窓付き

海側
バルコニー

22.9㎡／定員 3 〜 4 名
バスタブ、バルコニー付き

船内見取図

デッキプラン
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総トン数：130,000トン
初就航：2011年 1月
乗客定員：4,000 名
乗組員数：1,458 名
全長：339.9ｍ／全幅：38.1m
船籍：バハマ

34	 ブエナビスタ・シアター（2階席）▶ P4
35	 ビビディ・バビディ・ブティック
36	 ポートアドベンチャー・デスク（オプショナルツアー）
37	 イッツ・ア・スモールワールド（託児所）
38	 オセアニア・クラブ（3～ 12 歳向けユースクラブ）
39	 オセアニア・ラボ（3～ 12 歳向けユースクラブ）
40	 ウォルト・ディズニーシアター（2階席）▶ P5
41	 ブエナビスタ・シアター（1階席）▶ 4
42	 ヴィスタ・カフェ
43	 シャッターズ（写真店）
44	 ヴィスタ・ギャラリー（絵画店）

45	 ウォーキング・ジョギングコース
46	 Dラウンジ
47	 ディストリクト・ラウンジ
48	 687ラウンジ
49	 ピンク
50	 スカイライン・バー
51	 エボリューション（ナイトクラブ）▶ P4
52	 ウォルト・ディズニーシアター（1階席）▶ P5
53	 プレリュード（売店）
54	 ミッキー・メインセイル（売店）
55	 ホワイト・キャップス（売店）

56	 シー・トレジャー（売店）
57	 ボンボヤージ・バー
58	 ゲストサービス（フロント）
59	 ロビーアトリウム▶ P4
60	 ロイヤル・パレス・レストラン▶ P6
61	 アニメーターズ・パレット▶ P6
62	 エンチャンテッド・ガーデン・レストラン▶ P6
63	 ヘルスセンター（医務室）

A	 セルフサービス・ランドリー
B	 テンダーロビー（乗降口）

▲▼……コネクティングルーム

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

デッキ
1

デッキ
2

デッキ
3

デッキ
4

デッキ
5

デッキ
6デッキ

7
デッキ

8

SH I P  DATA
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Quacks

Restrooms

Cabanas

Ed
ge

Eye Scream

Dory’s Reef

Sulley’s  Sips

A

A

5 6

7

8

9

10

11 11 12
13

14
15

16
17

1818
19

20
21

22

23

24

25
26
27
28

29
30

31

32
33

34 35

36

1

2

3 4

Bibbidi Bobbidi Boutique

ワイドワールド・オブ・スポーツデッキ
ビビディ・バビディ・ブティック（売店）
コーブ・カフェ　【W】のみ
コンシェルジュラウンジ
アクアダンク　【M】のみ
ヴァイブ（14 ～ 17 歳向けユースクラブ）
ツイスト「n」コースター
パロ（大人専用）▶ P6
ヴァイブ（14 ～ 17 歳向けユースクラブ）
フィットネスセンター
ロッカールーム

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

スパ・ヴィラ
センシズ・レインフォレスト・ルーム
センシズ・トリートメント・サロン
ヘアサロン
センシズ・スパ＆サロン▶ P4
チル・スパ（13 ～ 17 歳向けスパ）
ジャグジー
クワイエット・コーブプール（大人専用）▶ P4
コーブ・カフェ　
シグナル・バー
エッジ（11 ～ 14 歳向けユースクラブ）

ファンネルビジョン・デッキステージ▶ P4
グーフィーズ・ファミリープール
ピノキオズ・ピッツェリア
クアックス（売店）
アイスクリーム
【W】サレーズ・シップス
【M】フローズン・トリート（スムージー）
【W】ウォータースライド
【W】ミッキーズ・スプラッシュゾーン
ピートス・ボイラーバイト（ピザ）
アクアラボ

※施設によって 2 隻で名称が異なる場合がございます。【W】はディズニー・
ワンダー、【M】はディズニー・マジックの名称となります。
※一部施設は、ディズニー・マジックのみ、もしくはディズニー・ワンダー
のみで搭載されている施設がございます。

デッキ
10

デッキ
9

デッキ
8

デッキ
7

デッキ
11

ディズニー・ワンダー／ディズニー・マジック

内側
約 17.0㎡／定員 2 〜 4 名
バスタブ付き

海側
約 19.8㎡／定員 2 〜 4 名
バスタブ、窓付き

約 24.8㎡／定員 2 〜 4 名
バスタブ、バルコニー付き

海側
バルコニー

客室
タイプ

コンシェルジュ
ファミリー海側バルコニー

海側バルコニー
海側
内側

船内見取図

デッキプラン



23

It’s Small World
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総トン数：84,000トン
初就航：	【W】1999年 8月（2016年 10月改装）
	 【M】1998年 7月（2013年 10月改装）
乗客定員：2,713 名
乗組員数：950名
全長：294ｍ／全幅：32.25m
船籍：バハマ

【W】ドリーズ・リーフ
【M】ネフューズ・スプラッシュゾーン
24 時間セルフドリンクコーナー
デイジーズ・デライツ（サンドウィッチ）
カバナス・レストラン（ビュッフェ）
オセアニア・ラボ（3～ 12 歳向けユースクラブ）
イッツ・ア・スモールワールド（託児所）
ブエナビスタ・シアター▶ P4
ウォルト・ディズニーシアター▶ P5
プレリュード・バー
ミッキー・メインセイル（売店）

ホワイト・キャップス（売店）
プロムナード・デッキ
ヴィスタ・ギャラリー（絵画店）
Dラウンジ
シャッターズ（写真店）
アニメーターズ・パレット▶ P6
【W】キャデラック・ラウンジ／【M】キーズ
【W】クラウン＆フィンパブ
【M】オーギルズ・パブ
アフター・アワー（大人専用バー）
シー・トレジャー（売店）

【W】アズール／【M】ファトモス
ゲストサービス（フロント）
ポートアドベンチャー・デスク（寄港地観光デスク）
ロビーアトリウム
【W】トリトン／【M】ルミエール
プロムナード・ラウンジ
コネクト＠シーデスク（インターネットカフェ）
【W】ティアナプレイス
【M】ラプンツェル・ロイヤル・テーブル
ヘルスセンター（医務室）
セルフサービス・ランドリー
テンダーロビー（乗降口）

As to Disney artwork, logos and properties :©Disney

デッキ
6

デッキ
5

デッキ
4

デッキ
3

デッキ
2

デッキ
1

SH I P  DATA

▲▼……コネクティングルーム



https://www.cruiseplanet.co.jp

1．お申し込みの前に
① この旅行は、株式会社クルーズプラネット（以下「当社」という）が企画・
募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。

② 募集型企画旅行契約の内容・条件は、本冊子、旅行条件書、出発
前にお渡しする最終日程表及び当社募集型企画旅行契約約款により
ます。

２. お客様の解除権（旅行のお取り消し）
 お客様は、｢取消料｣ を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除
することができます。本冊子に記載のコースは、「フライ＆クルーズ旅
行」に適用される取消料条件となります。通常の海外旅行の取消料と
は異なりますので、ご注意ください。クルーズ旅行をお取り消しになる
場合、取消料をカバーする保険（クルーズ旅行取消費用担保特約付

海外旅行傷害保険）がありますので、クルーズ旅行のお申し込みと同
時にこの保険をお申し込みいただきますよう、お勧めいたします。詳し
くは販売店にお尋ねください。

3. 旅券・査証について
 訪問国より、旅券（パスポート）の有効期限に一定の残存期間が必
要となる場合や、査証（ビザ）が必要となる場合がありますのでお問
い合せください（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領
事館、入国管理事務局にお問い合わせください。）

4. 海外危険情報について
 海外クルーズの場合、渡航先（国または地域）によって外務省より危
険情報などの安全関係の海外渡航関連情報がだされている場合があ
ります。お申し込みの際に担当者にご確認ください。海外渡航関連情
報は、外務省海外安全ホームページ

 http://www.anzen.mofa.go.jp/などでもご確認いただけます。
5. 渡航先の衛生状況について
 厚生労働省検疫所「海外感染症情報」ホームページ
 http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
6. 個人情報の取り扱いについて
 当社は旅行をお申込みの際にご提出いただいたお客様の個人情報（氏
名、住所、電話番号、メールアドレスなど）について、お客様との連
絡・お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供する
サービス手配のための手続きに必要な範囲内でご利用させていただき
ます。

7. 旅行条件の基準期日
 この旅行条件は、平成31年 3月31日現在の運賃・料金を基準と
しております。完売後は旅行代金が変更となる場合がございます。

 ■ご旅行条件（要旨）※詳しい旅行条件を書面にてご用意しております。必ず事前に内容をご確認のうえ、お申し込みください。

お申込み前に、下記事項、各コースの掲載内容、及びお申込み前にお渡
しする旅行条件書（全文）を必ずご確認のうえ、お申込みください。なお、
ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現
地にて弊社及び弊社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。
◆ 旅行代金
 ・旅行代金は、エコノミークラス席利用で、2人部屋をお2人様でご利
用いただく場合のお1人様の代金です。また、アレンジ等の各種追加
代金は、特に記載のない限り大人・子供共に同額となります。

◆ 渡航手続きについて
 ・旅券（パスポート）をお持ちでない方や期限切れの方は旅券が必要と
なります。訪問する国により入国時、乗継時等における旅券の必要残
存期間が異なります。お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご
確認、旅券・査証（ビザ）の取得はお客様ご自身でお願いします。

 ・パスポート番号、発行年月日を別に控え、予備のパスポート用写真を
お持ちになる事をお勧めします。

◆ 旅券（パスポート）について
 ・各航空便の乗継ルートにより、目的地以外の他国の必要旅券残存期
間を要求される場合があります。そのため、目的国への必要残存期間
は満たしていても、6か月を切る場合は旅券の更新をお勧めいたします。

◆ お申し込みについて
 ・ご予約は、申込書に所定の事項をご記入のうえ、申込金を添えてお申
込みください。申込金は旅行代金の一部に充当されます。電話や郵便、
ファクシミリでのお申込みをお受けする場合もございます。詳しくは販
売店にお問合せください。

 ・お名前（ふりがな）は、パスポートに記載または予定の綴りを正確に
ご記入ください（一文字でも異なると、予約が無効とされる場合がご
ざいます）。

 ・20歳未満の方がご参加の場合、親権者の同意が必要です。15歳未
満の方がご参加の場合、保護者の同行が条件となります。

 ・身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、特別な
配慮が必要となる方は、その旨をお申し込み時にお申し出ください。当

社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、申し出に基づき当社がお
客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とさせてい
ただきます。

 ・海外では日曜・祝祭日は、休業・休館により商店・観光施設をご利用
いただけない場合が少なくありません。出発日を選ばれる際はご注意
ください。

◆ 客室（キャビン）
 ・部屋割りに関して、できるだけ平等を期していますが、グループで部屋
を近くにご用意できない場合や、ご希望どおりの部屋を割り当てられな
い場合がございます。

 ・おひとりでご参加の場合、１人部屋追加代金にて２人部屋をおひとりで
ご利用いただけます（なお、陸上ホテルでは、１人用の部屋となる場
合があります）。弊社では相部屋はお受けしておりません。

 ・３名で１室をご希望の場合は、リクエストを承ります。３名１室の旅行
代金が発表されていない場合は、お見積もりさせていただきますので、
お問い合わせください。なお、船・ホテルともに、３名で１室をご利用
の場合、２人部屋（ツインルーム）に簡易ベッド（またはソファーベッ
ドや二段ベッド）利用となるため、手狭となります。

 ・船の客室に関しては、弊社仕入れ分が完売した時点より以後はリクエ
ストでの受け付けとなり、回答までお時間をいただく場合や、お見積も
りのうえ、新たに旅行代金を提示する場合がございます。

◆ 航空機
 ・ご利用の航空機機材によっては、座席配列の都合でグループやカップ
ルの方でも隣り合わせの座席をご用意できない場合もございます。ま
た、窓側・通路側のご希望はお伺いできません｡

 ・利用航空会社・便については、当社にて決定の航空会社・便となります。
 ・ビジネスクラスのご利用は日本発着の国際線のみとなります。
 ・ビジネスクラスを追加代金でご利用の場合、ビジネスクラスが満席に
よりご利用いただけない場合があります。その場合は、エコノミークラ
スにてご案内いたします（エコノミークラスでの参加をご希望されない
場合、あらかじめご連絡をお願いいたします）。

 ・帰路便の遅延により、日本帰着後の国内交通機関との乗り継ぎが不
可能となる場合がございます。その場合は当該航空会社の運送約款
により対応することとなり、当社は責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。

 ・帰路乗継便の遅延により、乗継時間が短縮された場合、免税特典を
受けるための手続きができない場合がございます。そのような場合で
も当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

◆ 船のスケジュール･寄港地観光
 ・船のスケジュールおよび寄港地での観光は、安全面を最優先に考慮し、
天候・海象および現地諸事情等により、船長判断によって予告なしに
変更される場合がございます。乗船中のすべての権限は船長が持ってお
ります。なお、寄港地変更、抜港、寄港時間短縮などによる旅行代金
の払い戻しは一切ございませんので、ご了承ください｡

◆ その他
 ・各寄港地では、別料金にてオプショナルツアーをご用意しております。
 ・本冊子に掲載の写真は、船（船体・船内）、観光地、ホテル等のイメー
ジをつかんでいただくための一例として掲載しております。現地では必
ずしも同じ部屋や角度からの風景をご覧いただけるとは限りませんの
で、ご了承ください。

 ・運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更などにより、旅
行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、延長および観光箇所の変更、
削除が生じる場合がございます。このような場合は責任を負いかねま
すが、可能な限り当初の日程に沿ったサービスを手配すべく努力いた
します。上記等による免責の場合に、お客様のご希望により当社が現
地にて追加手配をお受けした際には、その追加料金を徴収いたします。

 ・当社では、お客様の都合による予約の取り消しに伴うご返金の際の振
込手数料は、お客様の負担となります。ご了承ください。

 ・お客様からの出発日、出発地、客室タイプの変更依頼は、取消料の
対象となります。

 ※より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に
備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。

 ■ご案内およびご注意

詳しくはホームページをご覧ください。

旅行企画・実施 お問い合わせ・お申し込みは下記まで （委託販売）

ホテルリスト
●ヨーロッパ
バルセロナ（スーペリア）
4（クアトロ）バルセロナ、アバ ガーデン、アバ サンツ、アセヴィ ビジャ
ロエル、アクタ シティ 47、アメリカ、アレナス アティラム、アッティ
カ 21（ベインテウノ）バルセロナ、アベニーダ パレス、アイレ カス
ペ、アイレ グランヴィア、バルセロナ エアポート ホテル、バルセロ ア
テネア マール、バルセロ サンツ、バルセロナ アティラム、バルセロナ 
カテドラル、バルセロナ ウニベルサル、バルシーノ、カタロニア バル
セロナ 505、カタロニア バルセロナ プラサ、カタロニア ボルン、カ
タロニア ディアゴナル セントロ、カタロニア エシャンプラ、カタロニ
ア ラ ペドレラ、カタロニア プラサ カタルーニャ、カタロニア ランブ
ラス、コロン、クラウンプラザ バルセロナ フィラ センター、デルビー、
ディアゴナル セロ、ユーロスターズ クリスタル パレス、エベニア ロ
セジョ、エキスポ ホテル バルセロナ、フィラ コングレス バルセロナ、
フロントエア コングレス バルセロナ、ギャラリー、ゴティコ、グラン 
ホテル トーレ カタルーニャ、グランド セントラル、グルポテル グラン
ビア 678、H10（アチェディエス）カサノバ、H10（アチェディエス）
イタカ、H10（アチェディエス）マリーナ、H10（アチェディエス）
ウルキナオナ プラザ、HCC レヘンテ、HCC サン モリッツ、イルニ
オン バルセロナ、イルニオン ベル アート、ライエタナ パラス、マダニ
ス、ペレ クアルト、ペスタナ アレナ バルセロナ、プティ パラス ミュー
ジアム、レヒーナ、ロイヤル パセジ デ グラシア、ロイヤル ランブラス、
サントス ポルタ フィラ、セナトール、リヴォリ ランブラ、シルケン ディ
アゴナル バルセロナ、シルケン グラン ホテル ハバナ、シルケン ラン
ブラス、ソルバサ バルセロナ、トリップ バルセロナ アエロプエト、ト
リップ コンダルマール、ヴィジャ エミリア、AC ヴィクトリア スイーツ、
コンデス デ バルセロナ、H10 アートギャラリー、ヒルトン ディアゴ
ナル マール、メリア バルセロナ スカイ、ロジャー デ ジュリア
●北中米
バンクーバー（スーペリア）
センチュリープラザホテル、ザ バラード、リステルバンクーバー、ベス
トウェスタンプラスシャトーグランビル、ホリデーイン&スイーツバ
ンクーバーダウンタウン、ブルーホライズンホテル、デイズインバン
クーバーダウンタウン、カルマナプラザ、サンドマンスイーツオンデイ

ビー、ハンプトンイン&スイートロブソン、コーストプラザホテル&ス
イート、エンパイアランドマークホテル
オーランド
ハイアット リージェンシー オーランド インターナショナル エアポー
ト、ルネッサンス オーランド エアポート ホテル、ハイアット プレイス 
オーランド エアポート ノースウエスト
ディズニー リゾート ホテル（デラックスクラス）
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 ヨッ
トクラブ リゾート、ディズニー ビーチクラブ リゾート、ディズニー 
ボードウォーク イン、ディズニー コンテンポラリー リゾート、ディズ
ニー ポリネシアン リゾート、ディズニー アニマルキングダム ロッジ、
ディズニー ウィルダネス ロッジ
ディズニー リゾート ホテル（モデレートクラス）
ディズニー ポートオーリンズ リゾート - リバーサイド、ディズニー 
ポートオーリンズ リゾート - フレンチクォーター、ディズニー コロナ
ド スプリングス リゾート、ディズニー カリビアン ビーチ リゾート、
ディズニー フォートウィルダネス リゾート＆キャンプグラウンド
ディズニー リゾート ホテル（バリュークラス）
ディズニー オールスター ムービー リゾート、ディズニー オールス
ター ミュージック リゾート、ディズニー オールスター スポーツ リ
ゾート、ディズニー ポップ センチュリー リゾート、ディズニー アート 
オブ アニメーション リゾート
ディズニー リゾート ホテル（デラックスヴィラ）
ディズニー ビーチクラブ ヴィラ、ディズニー ボードウォーク ヴィラ、
ベイ レイク タワー ディズニー コンテンポラリー リゾート、ディズ
ニー アニマルキングダム ヴィラ - ジャンボ ハウス、ディズニー アニ
マルキングダム ヴィラ - キダニ ビレッジ、ディズニー ウィルダネス 
ロッジ ヴィラ、ディズニー サラトガスプリングス リゾート＆スパ、ディ
ズニー オールド キーウエスト リゾート、ディズニー グランド フロリ
ディアン リゾート＆スパ ヴィラ
ディズニー リゾート ホテル（キャンプグラウンド）
ディズニー フォート ウィルダネス リゾート - キャンプサイト

往復お1人様3,000円の追加代金で
飛行機の並び席をご用意します。

※並び席の配列は指定できません。
※記載の機材は一例です。
※並び席は当日、予定の機材で運航する場合に限ります。
※万が一お取りできない場合はご返金いたします。

【例】
座席配列が
3-4-3の場合

【例】
座席配列が
3-3-3の場合

（ご利用条件）
●同一日程・同時申し込みの場合に限ります。●窓際・通路側・
スクリーン前後等の事前予約・座席番号の回答はできません。
●最終日程表でご案内する時間までに空港にお越しいただけな
い場合は、お隣同士のシートをご利用できない場合があります。
●４～６名でご参加の場合、２名以上の組み合わせの配席とな
り、全員がお近くにならない場合がございます。●７名様以上
の場合は対象外となります。●日本発着の国際線区間が対象
です。●ご出発日14日前までの予約に限ります。●幼児ベッド（バ
シネット）、車椅子などの特別なご希望のない場合に限ります。
詳細は各コースHPをご確認ください。

観光庁長官登録旅行業第 1739 号　 JATA 正会員
〒 100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館ビル 6 階
☎ 03-6865-9600

H.I.S. グループ クルーズ専門旅行会社
クルーズ旅行なら、安心の専門店へ。

安心の「ペア」「並び席」の保証

1903 ディズニー


