はじ め に お 読 みくだ さい

CO NTE NTS
ソアリン・ファンタスティック・フライトを100倍楽しむ！……P06

●本誌で紹介するお得技はすべて編集部が独自に調査・検証したものです。内容に関し
てディズニーランド、ディズニーシーへ直接のお問い合わせはご遠慮ください。●本誌に掲
載されている写真、イラストは一部のものを除き、すべてイメージであり、実際のものとは異
なります。●本誌で紹介する情報、データは2019年7月現在のものです。変更されること
もございますので、各種データは事前にご確認の上、お出かけください。
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東京ディズニーリゾート年間スケジュール……P08

ランド & シー パスポート価格一覧……P09

15 スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
スター・ツアーズは後ろの席が最もスリルあり !
16 ウエスタンリバー鉄道
進行方向右側に座ると大迫力の景色を楽しめる !
17 ホーンテッドマンション
18

18

吉田さんの
ランド＆シー ガチランキング !!……P12
PART 2

全アトラクション完全ガイド……P20
全レストラン完全ガイド……P28
PART 4

絶対得する基本技……P34
PART 5

吉田さんファミリーの
ディズニー達人最新プラン11……P46
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

アトラクション乗りまくりプラン
【ランド編】
アトラクション乗りまくりプラン
【シー編】
小さなお子様と一緒に楽しむプラン
【ランド編】
子どもの誕生日お祝いプラン
【ランド編】
子どもの誕生日お祝いプラン
【シー編】
女子限定で思いっきり楽しむ女子会プラン
【シー編】
雨の日でも１００％満喫プラン
【ランド編】
とにかくキャラクターに会いまくりプラン
【シー編】
ショー＆パレードを楽しむプラン
【ランド編】
ランドもシーもリッチに楽しむプラン
【1日目】
ランドもシーもリッチに楽しむプラン
【2日目】

PART 6

東京ディズニーランド
お得技ベストセレクション38……P58
01 最もお得な FP 黄金ルートはコレ !!
02 ステージショー

長期間待たずに見られる！おすすめ観覧スポット !!

03 イッツ・ア・スモールワールド
イッツ・ア〜の FP は2番目以降の取得を！
04 ウッドチャック・グリーティングトレイル

花火直後なら並ばずにドナルド＆デイジーに会える !?

05

08

スプラッシュ・マウンテン

写真撮影時は右斜め45度を向けば写りバッチリ

09 スペース・マウンテン
狙い目は20時以降 ! 空いた時間を狙って乗車する !!
10 ビッグサンダー・マウンテン
スリルを味わうなら「右側」そして「後ろ」の席に !!
11 ビッグサンダー・マウンテン
ファストパスで時間調整 ! 乗り物から花火が見えるかも !?
12 プーさんのハニーハント
「ハチミツ大砲」を受けるのは1・3番目のポット !
13 モンスターズ・インク ライド & ゴーシーク !
降りる「前」に忘れずにカメラを用意 ! レア写真をキャッチ
14 スイスファミリー・ツリーハウス
夜はロマンチックなムード満点！カップルに最適

5

乗り物に乗る直前で少しでも順番を早くする方法 !
ホーンテッドマンション

開園後〜昼のパレードまでがベスト !

19 ジャングルクルーズ
乗るなら 夜 ! 19時30分頃に並ぼう !!
20 バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
100点の的を撃つと出現 ! 1万点の的を見逃すな
21 バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
高得点を目指すなら進行方向左側を狙え !
22 カリブの海賊
3カ所に現れるジャック・スパロウを見逃すな !
23 待ち時間ゼロで楽しめるアトラクションはコレだ !
24 ザ・ダイヤモンドホースシュー
「A1」もしくは「A2」の座席に座れれば、ミッキーと握手できる !?
25 エレクトリカルパレードは目的別に待ち受けるべし！
26 移動テクでパレードが「2回」楽しめる！
27 トゥーンタウンは絶好のキャラ撮影ポイント！
28 「しゃべるポスト」と「しゃべるマンホール」を探せ
29 絶対見つけたい！
吉田さん厳選 !! かくれミッキー50
30 いつも長蛇の列！
31
32
33
34
35
36
37
38

スムーズに購入できるポップコーン売り場の穴場
レインボールアウは当日枠にかける！
並ばずすぐに食べられる効率の良さで選ぶ食事処！
1人1000円以下で大満足 良コスパレストラン !
食べ盛りでも安心 ランド唯一のブッフェはここ !
ホールケーキで誕生日のお祝い♪ 夢のバースデーを
パーク外でランドと同じポップコーンバケットが買える !
穴場の休憩スポットはスプラッシュの先の湖のベンチ !!
一生の思い出になることまちがいなし！撮影スポット・ベスト5!!

ワンマンズ・
ドリーム

ショー終了の2019年12月13日までに
ワンマンズの見納めを！
06 どうしても見たいショーがある場合はバケーションパッケージ !
07 3大マウンテン
一番最初に行くべきマウンテンは絶対「スプラッシュ」!!

インディ・ジョーンズ

席が高くて激しく揺れる ! 右後ろの席が◎

10 レイジングスピリッツ
3時間まで無料で使える ! 穴場のコインロッカーあり
11 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン
周遊船に乗って2つのエリアをらくらく移動 !
12 フォートレス・エクスプロレーション
地図を見ながら謎解き ! 探検家気分で子どもも大喜び !!
13 タートル・トーク
帽子をかぶったり明るい色の服装でアピール度アップ !
14 エレクトリックレールウェイ
お湯がわき出る噴水は、シーでもココだけ !
15 海底2万マイル
「かくれニモ」
「かくれアリエル」を見つける方法 !
16 キャラバンカルーセル
世界のディズニーで唯一 ! 2階建てカルーセルに乗ろう
17 アリエルのプレイグラウンド

ランド & シー MAP……P10

PART 1

PART 3

09

PART 7

東京ディズニーシー
お得技ベストセレクション38……P76
01 FP を上手に使おう ! 最もお得な黄金ルートはこれ !!
02 ニモ＆フレンズ・シーライダー

続編の『ファインディング・
ドリー』を観ておけば楽しさ200％アップ！
03 トイ・ストーリー・マニア !
最後尾を見極めて1分でも早い時間の FP を取得！
04 トイ・ストーリー・マニア !
本日の最高得点を獲得するために狙うべき的はコレ！
05 トイ・ストーリー・マニア !
朝イチに行くよりも夜のショーの時間帯に挑戦せよ !!

06

タワー・オブ・テラー

長時間並ばずに2回乗りたいならまずは並ぶべき !!

07 タワー・オブ・テラー

最高到達点で扉が開くとき、外にスカイツリーが見える

08

センター・オブ・ジ・アース

休止の期間だけ実施される隠れツアーが !!

制限時間なしで子どもは自由に遊び、パパママは体力回復
ヴェネツィアン・ゴンドラ

午後は運休多し！絶対乗りたいなら午前中にスタンバイ

19 マーメイドラグーンシアター
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

コンサート曲は要チェック 映画を事前に観ておけばもっともっと楽しめる !!
待ち時間15分以下で楽しめるアトラクションはコレだ !
見逃したくないショーは抽選のない2階席で公演を観賞 !
本気で見たい人のための「ファンタズミック！」おすすめ観賞スポット
絶対見つけたい ! 吉田さん厳選 !! かくれミッキー50
人気の味には行列が ! 混雑しやすいポップコーンワゴン情報
シーなら飲める ! お酒アリのレストラン情報、大公開 !
開園から閉園まで 日替わりで楽しめるマンマフォカッチャ
1人1000円以下で大満足 ! シーの良コスパレストラン
大食い大歓迎 ! ブッフェスタイルのレストランはミラコスタへ !!
人気上昇中のポテトチュロスを食べるなら今！
ダッフィーのショーを見るレストランは14時過ぎ入店がマスト
誕生日にはデザートにチョコプレートが !
事前予約必須だったレストランが当日でも入店可能に！
ダッフィーに会いに行くなら午前中は NG！
ゆっくり休憩ならレストラン櫻の裏がおすすめ !
ミニーと写真を撮るならランドより断然シーへ !
お気に入りのダッフィーを置いて撮影したい ! ベストスポット3!!
一生の思い出になることまちがいなし ! 撮影スポット・ベスト5!!
シー⇔ホテルミラコスタ出入り口は宿泊者以外も利用できる !

[OTOKUWAZA COLUMN]
完全網羅 ! ミッキーの出現ポイント !!……P93

PART 8

東京ディズニーリゾート
お得技ベストセレクション52……P94

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

限定グッズに特別サービス !! 雨の日ならではの楽しみ方お教えします !
レアなイベント「アトモスフィア」を見たいならここで聞け !
お目当てキャラクターの出没率が高い場所はココ !
サイン帳を持参してお気に入りキャラクターのサインをゲット
花火はトゥーンタウン & ウォーターフロントパークから見る !
世界にひとつのオリジナルグッズを買って一生の記念に !!
明日行きたいのにチケットが売り切れていたら旅行代理店に GO!
入園保証付き ! 自宅で印刷できる「ディズニー e チケット」
ランドとシーを初日から行き来できるパスポートを要チェック !
プラス2000円でもうひとつのパークへ 夢のパスポート !
パスポートをとにかく安くゲットしよう !!
３歳以下は入園無料 ! 子ども向けサービスも充実
ファンクラブは大人用パスポート6枚で会費のモトがとれる！
混雑する時期に多い年間パスポート使用不可日に注意！
割安のアフター6パスポートで夜景を楽しむ
バースデー記念のスペシャルアイテムをゲットしよう !
プレゼント用のパスポートにはメッセージを入れて !
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムで割安のパスポートを！

19 空いている時期に行きたいなら11月の平日と冬季シーズン
20 巻き込まれたら大変 ! キャラの誕生日は大混雑する可能性大 !
！チケット購入も抽選、FP 取得も！
！
21 スマホ向けアプリは待ち時間がわかる！
22 窓口に電話して混雑・運行状況の最新情報をゲット
23 ランド & シーの人気アトラクショントップ5の「FP なしの平均待ち時間」!
24 訪日外国人も安心の7言語対応ガイドマップ＆通訳サービス
25 ごくまれに２枚つづりの FP がゲットできる !!
26 システム調整後はファストパス優先 !! スタンバイは注意 !
27 運が良ければ優先入場整理券をゲットできる !?
28 アトラクションで撮られた写真を自宅でゆっくり選んで購入 !!
29 泊まらなくても聴ける ! ランドホテルでストリートオルガンの演奏を楽しむ !
30 ディズニーホテルで子どもたちがもらえるプレミアシール !
31 バースデーシールで誕生日特典を楽しもう !
32 食べ終わった後も楽しめる ベイクドチョコレートクランチ
「イベントのみ」しか買えないグッズを見極める !!
33 「パークでのみ」
34 ランドとシーで人気のガチャガチャをしよう !
35 実演が楽しめる ! 手品の達人になりたいならココ
36 自分で作れるミッキーの泡ソープ !!
37 パーク内から手紙を出すと記念スタンプを押してもらえる !
38 ポップコーンはバケットのみでも購入できる !
39 12年に一度の干支グッズをゲットしよう！
40 パンとライスがおかわり自由なレストランでお財布もお腹も大満足 !
41 ゲートを出てすぐの「ピクニックエリア」で持参のお弁当を食べて節約 !
42 お土産を買う時間がなくてもパークを出てからアプリで注文できる！
43 お土産はパーク外でゆっくり GET が賢い !
44 プリンセスのドレスが豊富なショップで華麗に変身！
45 1200円で羽田から舞浜のホテルに荷物を当日着で送れる !
46 たくさん買ったお土産や荷物は自宅に送れる !
47 ディズニーランド & シー 最寄りのコンビニは駅前「NEWDAYS」!
48 いちばん近いドラッグストアはイクスピアリの「MEDI+PLUS」
49 レストラン混雑時はイクスピアリに移動 ! 昼ご飯難民回避 !!
50 イクスピアリのお得なサービスを便利に使おう !!
51 上陸系レストランをイクスピアリでまとめて楽しむ！
52 入場制限時はイクスピアリか葛西臨海公園へ GO!

PART 9

交通アクセス
お得技ベストセレクション11……P116
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

京葉線は5〜6両目が舞浜駅の改札に最も近い！
シーに行くなら、舞浜駅から東京ベイシティバスが安い！
電車・車以外に長距離バスでもパークに行ける
湾岸線からは浦安ランプを利用する！
千葉方面から車で行くなら旧江戸川沿いの道路で！
ディズニー周辺の交通情報を電話で問い合わせられる！
イクスピアリの駐車場を賢く活用しよう！
駐車場は送迎のみなら無料で利用可能
シーの駐車場はランド側からならスムーズに入れる！
駐車場は午前3時頃から停められることも！
駐車場は当日のみ再入場可能だが注意点もある！

PART 10

ホテル＆宿泊
お得技ベストセレクション8……P121
01
02
03
04
05
06
07
08

ディズニーホテルの人気部屋は超激戦！ 予約開始5秒前にかける !!
リーズナブルなオフィシャルホテルは断然セレブレーションホテル
ディズニーホテルに安い料金で泊まるには？
地方からディズニーに行くならJR or 飛行機とホテルのセットがお得！
ディズニーホテルに宿泊した人限定！15分早く入園できる
ホテルからパークへ移動するなら直通バスが効率的!!
大人1人3000円〜のバリューステイホテルが新浦安にオープン!!
葛西臨海公園駅から徒歩３分の場所に超穴場のビジネスホテルあり！

PART 11

困ったときのお助け技ベストセレクション12……P126
4

