10 倍楽しめ るディズ ニーランド情報
・ミラコスタ ホテルの予約を確 実 に取る方法
例えばクリス マス（１２月２４ 日）の予約を取ろうとして、６ヶ 月前（６月２４
日）の朝に予 約を入れたとして も、もうすでに予 約がいっぱいだっ たという
ことはありま せんか？ですが、 この手を使えば簡 単に予約を入れる ことが
可能になりま す。もちろん、ア ンバサダーホテルなどにも同様で す。
まず１２月２ ４日に予約を取り たいのであれば、６月２４日の朝 に電話するのでは
なく、６ヶ月 と４日前の６月２ ０日の朝に電話するのです。
６月２０日の 朝に電話する場合 次のように言いま しょう。
「１２月２０ 日から１２月２４日まで連泊の予約を入れたい」
その数日後、 また次のように連 絡を入れましょう。
「急な用事で １２月２０日から １２月２３日までの予約をキャン セルしたい」
これでＯＫで す。
※予約は５連 泊が最大です。
※ちなみに業 者さんもこの方法で手に入れているようです。
（説明文を よく読めば書いて あります。）
ミラコスタホ テル

http://www.hotelmiracosta.com/

アンバサダー ホテル http://www.disneyambassadorhotel.com/
【注意点につ いて】
・連泊数に変 更がある場合があ りますので、前もって電話で
何日間の連泊 が可能かお問合わ せした方が確実だと思います。
・万が一、こ の方法が知られす ぎてしまい、ホテル側も対策を打 っている場合が
御座います。 ノークレームでお 願い致します。

・ミラコスタ 、宿泊キャンセル料 を回避する方法
ミラコスタは 、宿泊予定日から ２週間前より、キ ャンセル料が掛か って
しまいます。 誰だって急な用事 や、病気、けがはありますよね。
そこで、この 方法を使えばかな りの確率でキャン セル料を回避す る方法を

ご紹介させて 頂きます。
１．万が一の 為に、最初から予 約の段階で子供が いると（いない人 も）
予約センター の人に言いましょ う。（幼稚 園生くらいが良 いと思います。）
２．もし、何 等かの都合で行け なくなった場合、 お子様の病気や、 けがを
理由にキャン セル致します。
３．すると、 オペレーターの方 は、
「では、お子 様がお元気になら れましたら、またいらして下さい 。
今 回はキャンセル料 は頂きませんので 、お大事になさ って下さい。」
と、言っ てくれます。
１００％回避 できるとは限りま せん。念の為。
でも、悪用は厳禁ですよ。

・ ミラ コスタホテル、カ ウ ントダウン時の予 約方法
１０月１５日 は、ホテル ミラコスタのカウ ントダウン予約 開始日というこ ともあり、
朝９時前から ０４５－６８３－ ３３３３に繋がる電話はパンク状 態になります。
それには理由 があって、当日０ ４５－６８３局番に規制がかかり 、
普通の一般電 話からここに掛け ますと
「ただいま混 雑しており、大変 繋がりにくくなっ ております。」
とＮＴＴの通 信機器が発信して しまうのです。
この規制をか いくぐる方法は、 横浜みなとみらいや、クイーンズタ ワー周辺
からのアクセ ス。またはこの周 辺の公衆電話利用することです。
そしてもう１ つあります。それ は公共の施設の緊急用電話からの アクセスです。
最も良いもの は警察署・消防署 ・役所・道路公団等の緊急用電話
（高速道路上 にある電話機）か ら掛けるのが良いでしょう。
１番現実的な のは、高速道路上 にある電話機です ね。

・ ミラコ スタ、タダで お部屋のランクア ップする方法
こちらの情報 はあまり成功率は 高くありませんが、うまく行けば

お部屋のラン クアップが無料で できてしまう方法 です。
予約の段階か ら「婚約記念」、「 結婚記念」、「子供 の誕生日記念」、
ご年配の方同 伴ですと、「還暦のお祝いで 」、など で予約しておきま す。
当日になった ら、朝にフロント係に記念日であることを告げ、
それとなく「 記念日なんですけ ど、何かして頂けませんか？」
「お部屋のラ ンクアップなんか して頂けると最高 なんですが。」
と笑顔で言い ましょう。絶対に堅苦しく言ってはいけません。
チェックイン の時にもう一度係 に言ってみて下さ い。
フロント係の 気分次第ってこと もありますが、やってみるは価値 はあります。

・ハニーハン トで蜂蜜 大砲に出会 う方法
ディズニーラ ンドではハニーハ ントがやっぱり人気がありますね 。
これには蜂蜜 大砲という隠され た仕掛けがあるのです。
でも、全ての ポットで蜂蜜大砲に出会う訳ではありません。
では、この仕 掛けに出会う為に はどのポットに乗 ればいいのでしょ う？
○自分の順番 が回ってきて、キ ャストさんに誘導 されそうになった ら、
『１番前か１ 番後ろに座らせて下さい』と言いましょう！！
（ポットは３つです。）
○すでに、他 の人が座っている 場合以外は、一番前か後ろに座ら せて頂けます。
○もし、他の 人が座っている場 合には、もう一巡してから一番前 か 後ろに
座らせてもら いましょう。
○なぜ一番前 か後ろでなければ ならないとかというと、この仕掛 け（ハニー大砲）
に出会うには １番ポットと３番 ポットだけだからです。
○１番ポット の長所はやはり、 ハニーハント全体の流れが前で見 れる事です。
○３番ポット の長所は、最後の 仕掛け（プーサンの絵本が閉じる所 ）で
絵本の中がよ く見えます。

・ディズニー ランドで 確実に最前 列に座る方法
結構な時間を かけて並んでも順 番の関係で真ん中とか中途半端な 席に座らされてし
まったことは ありませんでしょ うか?

実は、簡単な 方法で必ず一番前 の席にしてもらえることが出来ま す。
ディズニーラ ンドのキャストに 『一番前に座らせてください』と いうだけです。
もし一番前が 座られていた場合 は、もう一巡待って次に自分が先 頭になるようにし
てから堂々と 一番前に座りまし ょう。
この方法はど れだけ恥ずかしが らずに言えるか、なのでどうぞ試 してみて下さい。

・ディズニー シーシン フォニーお すすめの席
一日の締めく くりとして中央の メディテレーニア ンハーバーで行 われる光と音と水
のショー「デ ィズニーシーシン フォニー」。
どうせ見るな らいい場所で。と いうことでおすす めの場所をご紹介 します。特にお
すすめはやっ ぱりリ水上ステー ジがあるドアイル。
ここは人気ス ポットだけあって 早くから場所取りをしている人が いて倍率は高いで
すが早めに場 所を取る価値はあ ります。
＜その理由と して＞
１．ショー全 体が見渡せる。
２．プロメテ ウス火山が見える 。
３．このショ ーの前に上がる花 火がよく見える。
この 3 つの条件 を備えていれば基本的にいい場所と 言えるかと思いま す。
またここ以外 のおすすめ場所と しては、ザンビーニ・ブラザーズ ・リストランテと
いうレストラ ン。
実はここの 2 階 に海を一望でき るテラス席があり、お食事をしなが らショーを楽し
むことができ るのです。
ただし席の数 が 9 個しかなく倍率 はかなり高いか もしれません。
またショーの 30 分程度前にテ ラスへの扉が閉じ られ、席を確保 していない人は入
れないように なりますので、お 早めにキープしま しょう。

・満席時のダ イヤモン ドフォース シューに入る方法
ダイヤモンド フォースシューで 行われる人気のディナーショー。
すぐに満席に なってしまうこと が多いのですが、実はキャストの 方にお願いすれば
キャンセル待 ちをすることがで きるのです。満席の時も諦 めずに聞いてみま しょう。

・秘密の「ク ラブ３３」の入り 口
ディズニーラ ンドには一カ所だ けアルコール類を 出すところがあり ます。
高級メンバー ズクラブの「クラ ブ３３」です。
経営母体のオ リエンタルランド 社やスポンサー企業の約五百人が メンバーで、
その会員が同 伴もしくは、紹介がなければ入場不可能です。
この「クラブ ３３」の入り口は ワールドバザール内にある三井住 友銀行があります
がその隣に入 り口があるのです 。

・花火を見る おすすめスポット
ほぼ毎日打ち 上げられる花火。 その花火は基本的には園内のどこ にいても見ること
ができますが その中でもおすす めスポットをご紹 介いたします。
１．クリッタ ーカント リーのスブ ラッシュマウンテ ン前 。
ちょうどスブ ラッシュマウンテ ンの滝壺の前あたりからの花火は すごい迫力です。
なんと言って も花火に近い！
花火の美しさ はもちろんのこと 、その音も迫力満点！ただ、頭上 に花火が上がる
ような格好な ので、首が痛くな る可能性はありますが。
２ ．ウエスタ ンランドのラッキ ー ナゲットカフェ付 近。
ビックサンダ ーマウンテンのふ もとにあるラッキーナゲットカフ ェ。そこから見る
花火は、アメリカ川とト ムソーヤ島をバッ クにして上がる ので、これ また絶景です。
花火の燃えカ スが落ちてくるこ ともあります。
３．シンデレ ラ城前 。
やはり定番の シンデレラ城前。 シンデレラ城をバ ックに上がる花火 は、
やはりディズ ニーランドの醍醐 味。
もちろん花火 の解説で流れるナ レーションもバッチリ聞こえます 。
４．スイスフ ァミリー・ツリーハ ウス
アドベンチャ ーランドに高くそ びえるスイスファミリー・ツリーハ ウス。
ここは自分の 足で大きな木を登 っていくもので、 木の上にはロビン ソン家の
家が再現され ています。その高 台から見る花火もこれまた格別！
ただあまり広 いところではない ので、なかなかベストポジション が取れない

かもしれませ ん。
５．番外編！
もしディズニ ーランドに入園し ないで花火を見るとしたら、やは り隣の葛西臨海公
園がオススメ ！ただし迫力には欠けますが無料で見られます。
(天候によって打 ち上げ場所が変 わる為、上記の説明と異なる場合が あります。 )

・ランドの人 気アトラ クションの おすすめ席
１．ビックサ ンダーマ ウンテン は、絶対に後ろがお もしろいです。
特に夜の方が 絶叫感はあります 。
２．スブラッ シュマウ ンテンは、 一番前の座席で右 側がオススメです 。
最後のフィニ ッシュの急降下で 、先頭の方が、水しぶきもたくさん 浴びられます。
記念写真もキ レイに写ります。 また右側の方がディズニーランド の、景色を一望
できる場所で たいへん見やすい です。
３．スターツ アーズ は、できるだ け後ろの座席が オススメです。
後ろの方が、 揺れが激しく、よ り迫力があります。
４．プーさん のハニー ハント は、 ３つのハニーポッ トが一組になって 進んでいく
アトラクショ ンで３つとも動き が微妙に違うのですが、
おすすめは２ 番目のポットの前 列。
５．ウエス タ ンリバー鉄道 は、進 行方向右側の座 席がオ ススメです 。たいがいのス
ポットは右側 にあります。なお 、上記で紹介したアトラクション の座席はウエスタ
ンリバー鉄道 以外は基本的に指 定できませんので、どこに座れる かは運任せです。

・シーの人気 アトラク ションのお すすめ席
【インディジ ョーンズアドベン チ ャー】
人気・実力と もに NO.1 のアト ラクション。へん ぴな場所にある割 にはいつも大行
列ができてい ます。横 4 人の 3 列で計 12 人で乗 る乗り物ですが、 おすすめは絶対
に前列。

前列になるか は運になりますが 、視界はいいですし、意味のないハ ンドルを
グルグル回す こともできますし 、
「おろかもの めー」という場所では 前列だとモロに
煙を受けます 。左右どちらがい いかと言われると難しいのですが 、どちらかと言え
ばメインでも ある竜巻のような クリスタルスカルが右側に出るの で、右側がいいで
す。

【ストームラ イダー 】
飛行機型の乗 り物に乗り、巨大 なストームを消滅 させる任務のツア ーに出る
アトラクショ ン。乗り物は TDL で言うスタ ーツアーズのよ うな感じです。
おすすめの座 席は真ん中より後 ろ目の中央部。最前列はおすすめ できません。
後方の方が揺 れが大きいですし 、とある仕掛けが見やすいです。
【トランジッ トスチー マーライン】
ディズニーシ ーの園内を船で巡 るトランジットスチーマーライン 。
シーの醍醐味 を知ることの出来 るおすすめのアトラクションです 。
園内を廻る足 としても利用でき ますが、
やはりアメリ カンウォーターフ ロントから出発（ 分かりづらい）す る、
１週グルリと 廻ることができる コースがおすすめです。
座席は絶対に 右側がおすすめで す。見所はほとんど右側にありま す。
【センター・ オブ・ジ ・アース】
火山の中を高 速で駆け巡るセン ターオブジアース。
なぜか乗り物 自体が景色を見づ らい設計になっていますが、
実際これはど こに座ってもあま り変わりません。
前列の方が多 少見やすいかもし れません。
【アクアトピ ア】
開園してから １時間位は、かな り空いているアトラクションです 。
3 人乗りのウォーター ヴィークルに乗 り込み、渦巻きや 間欠泉、
滝などが点在 する迷路のようなコースを進みます。
山側と海側が ありますが、両方 トライしてみる事をおすすめします 。
山側は、囲ま れた様な感じがし て酔ってしまう方もいると思いま す。
海側は、開放 的な気分になった気がします！？
【海底 2 万マイル】

海底の中を進 んでいく海底 2 万マ イル。一つの乗り物で 6 人までし か乗れないため
待ち人数の割 に待ち時間は長く なります。
座席は二人が けで、前方が見ら れるところと、それぞれ左右を見 られるところが
あります。評 判では前方がいい とよく言われていますが、
前方に座ると 前の乗り物が見え てしまい、また軌道レールも見え てしまうので、
どことなく臨 場感にかけるとこ ろもあります。
左右の座席で も十分に楽しめま すし、どちらかといえばこちらの方がおすすめかも
しれません。
【エレクトリ ックレー ルウェイ】
電車の乗り物 です。TDL とは 違い、園内を廻るときの足として使 える 乗り物でも
あります。座 席は、東京湾や SS コロンビア号を 見ることが出来 る側とプロメテウ
ス
火山を見られ る側になりますが 、おすすめは東京湾が見える側で す。こちらで
あればさらに ポートディカバリ ーなども一望でき ます。
でもできれば ２回乗って両方の 景色を楽しみましょう。

・パンフレッ トにない 小さなイベ ントを調べる方法
東京ディズニ ーランドでは、実 はパンフレットや TODAYS イン フォメーションに
載っていない 小さなイベントが あります。
例えば、ミニ バンド演奏だった りパフォーマンスだったりと。そ れらのイベントは
原則として突 然現れて突然いな くなるパターンが多いのですが、
実はちゃんと 始まる時間が決ま っていて入り口付近にある「メイ ンストリートハウ
ス」に 行けばある程度は 教えてくれるので す。何度もディズニーラ ンドに行かれて、
今までと違っ たショーを見たい 方にはオススメで す。

・クリスマス タウン・ ファンタジ ーおすすめの場所
年末の人気イ ベント「クリスマ スハウスファンタ ジー」(以下、CF)は、とても人
気は高く、ス テージ前で見るに は開園と同時に配られる中央観賞 エリア入場券が
必要になりま す。もちろんこの入場整理券を手に 入れられれば何も問題なくいい
位置で見るこ とができるのです が、万が一、入場整理券を手に入 らなかった場合
それなりにい い位置で CF を見る方法をご紹介します。

ここで紹介す るのは、入場整理 券が必要ではないが、限定数のみ 観賞席を確保
できる場所で す。
見られる場所 は入場整理券が必 要となるステージ前エリアの両サ イドになります。
１．まず見た い CF の時 間帯の一つ前の CF が行われ ている時に、
次の２カ所ど ちらかに向かいま す。
一つ目は、ダ イヤモンドフォー スシューから中央 ステージに向かう と、
ステージ方向にはいけない よう にロープが張られています。
そこのロープ にできるだけ近い 位置です。もう一つはステージを 挟んで反対側の
トゥモローラ ンドテラスからス テージに向かうと、同じ様にロー プがあります。
目印は、ちょ うど座って見てい る人と立ち見の人の境界線にロー プがあります。
そのロープに できるだけ近寄る のです。
２．前の回の CF が終了すると 、入場整理券エリ アの人と、この 入場整理券がなく
ても見られる エリアの人が順番 にこのロープの外に出ていきます 。
３．全員その エリアから退出する と、入場整理券を持っていない 人でそのロープの
近くに居る人 を順番にステージ 近くにキャストが誘導してくれま す。
４．これで場 所 を確保できるはず です。できれば敷物を持ってい った方がいいかと
思います。
場所を確保す ればその場に一人 いる必要がありますが、ショーが 始まるまで買い物
に行ったりす ることは可能です 。
５．実はここ の場所 、CF の特 等席だけではありません。
なんと後ろを 振り向けば昼間の パレードの通り道になっており、 このパレードの特
等席にもなり ます。前の CF から次に始ま る CF ま での待ち時間はパ レードで
時間をつぶす こともできます。
なお、このシ ステムが変更され る可能性もありますので予めご了承 ください。

・シンデレラ 城ミステ リーツアー、秘密の台詞
シンデレラ城 に入るとき、キャ ストさんに一言
「すいません 。私、何度入って もぜんぜん選ばれ た事が
ないんですけ ど何かコツでもあ るのですか？」と尋ねます。

するとキャス トさんは、選ばれ るグループと絶対 選ばれないグルー プとに
仕分けしまし て、当然選ばれるグループに入れてくれます。
しかし本当の 問題はここからで 、選ばれるグループにも当然ライバ ルが
いるのです。 もしここにすごく 活発そうな小学生なんかいたら・・ ・・
もうやばいで す。無理かもしれ ません。
ディズニーラ ンドは子 供に最高に やさしいのです。
大人がもらえ る唯一の方法は、 選ばれる瞬間に
「私、小さい ときから 10 年 以上通っているけど、ただの１度も
選ばれた事が ないんです。」・・ ・そう言ってください。
もちろんその 時のキャストさん次第ですが、この方法が大人が
選ばれる最上 級の台詞なんです 。
でも、やっぱ りお子様が一番も らえる確立が多い のは間違いありま せん。
それともう少 し頑張る方法とし て、当日、誕生日という事をランド 入場口の
キャストさん に言いますと「バ ースデーステッカー」がもらえ、
それを自分の 胸につけて目立つ ようにします。
そしてシンデ レラ城へ向かい先 程のことを実行するわけなんです 。
シ－ルと御自 分の積極的行動力でゲットできる確立も・・・

・園内や駐車 場の混雑 具合で調べ る方法
東京ディズニ ーリゾートに向か っている途中で、 ディズニーランド やシーの
園内の混み具 合、また駐車場の 混み具合が気にな る方もいらっしゃ るかと思
います。実は 携帯で簡単に混雑 具合を調べてしまうことができるの です。
下記の URL にリンクすれば随 時更新された最新の情報が入手で きます。
http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdr/japanese/today.html
ぜひ携帯のお 気に入りに入れて おきましょう。

・イクスピア リで商品 券１０００ 円もらう方法
東京ディズニ ーランドに隣接す るショッピングモ ール「イクスピ アリ」。
ここで発行し ている年会費無料 のクレジットカー ドに申込みをす ると、１０００円

分の商品券を その場でもらうこ とができます。
免許証等の身 分証明書がいるが 印鑑や銀行口座の 設定は特に必要は ない。
もちろんカー ドの発行と審査は 後日行われるので、万が一審査に通 らずイクスピア
リカードを発 行してもらえなく ても、商品券だけ はもらえてしまい ます。

・マークトウ ェイン号 の運転席に 乗る方法
このアトラク ションはなんと操 縦席に乗る事ができるのです。
キャストさん に「操縦させて下 さい。」と 、言えばＯＫで す。
蒸気船に乗り 込みましたら、キ ャストさんに船長 室に案内して頂け ます。
運転中には船 長さんから「汽笛 を鳴らしてもいいですよ」とやさし くお言葉
を掛けていた だけます。
いつでも乗れ るこのアトラクシ ョン是非、お試し を。

・ミッキーや ドナルド にサインを 確実にもらう方法
ミッキーやド ナルドと写真は撮 れても、なかなかサインまでもらっ た事が
ある方はいな いのではないです か？。
でも、園内に はキャラクターか ら確実にサインが もらえる場所があ ります。
それは御存知 、「シェフ ミッキー」です 。
ここは色紙と ペンを持参すれば お好きなだけサインして頂けます 。
もちろん、写 真も一緒に撮れま すよ。

・ミッキーを 優先的に 自分によっ てきてもらう方法
ミッキー以外 でもどんなキャラ クターでも使えま す。
皆様、「バースデーステ ッカー」というも のをご存知です か？
ディズニーラ ンド入場口でキ ャ ストの方に誕生日という事を伝え ると、
（身分証など は不要です。）「バ ースデーステッカ ー」という物が もらえます。
これを目立つ ところにはってお きます。胸あたりがいいです。
そうするとミ ッキーなど好きな キャラクターがよってきてくれます ！
そのシールを 持っている人には特別扱いをしてくれるのです。

・バースデー ステッカ ーの特権
21 の 応用です が、様々な場所で とてもいい事が起 こります。
レストランな どでもこのシール を見せびらかしましょう。
そうするとキ ャストの方がよっ てきてくれて歌な どを歌ってくれま す。
ランドのパレ ードの時に、キャ ストさんに見せると人でいっぱい でも、
一生懸命、ど こか良い場所探し てくれるはずです よ。

・レストラン でお誕生 日のお祝い してもらう方法
メディテレー ニアンハーバーに ある「リストランテ・ディ・カナ レット」という人
気のレストラ ンがあります。
ここでキャス トの方に誕生日で あると言うことを告げて、デザー トを頼むと、普通
と違うデザー トが出てきて、何 人かのキャストの方が歌を歌って 祝ってくれます。
ただしかなり の人気レストラン なので予約してから行きましょう 。

・シーの立体 駐車場で なく、近く の大型専用に駐車する方法
係の人に「車 高の関係で他の場 所に駐車させて頂 きたいのですが。」
と言うと係の 方がバスや大型車 専用の場所に案内してくれます。

・イクスピア リ駐車場 を無料にす る方法
ディズニーリ ゾートに隣接した ショッピング＆レ ストランの複合施 設が
イクスピアリ ですが、ここの駐 車場は無料で駐車 する方法がありま す。
パンフレット にも記載してあり ますが「誕生日の お客様は１日２０ ００円
の駐車料金を 無料にします。」

というも のです。

ちなみに、証 明する「健康保険 書」、「免許証」等が必要になりま す。

・ディズニー ランド駐 車場、無料 情報
駐車場の係の 方に「家族のもの を迎えに来たのですが。」 と、言うと
キャストの方 に「送迎駐車場」 へ案内され、３０ 分間は無料となり ます。

・ミッキーか ら手紙を もらう方法

ミッキーから 手紙をもらう方法 です。
確実では有り ませんが下記の住 所に手紙を送ってみてください。
誕生日、記念 日、結婚した、な どと書いていると、
かなりの確率 で返事が返ってく るみたいですよ。
〒 279-8511
千葉県浦安市 舞浜１－１
東京ディズニ ーランド

ミッキ ー様

(その他好き なキャラクターの 名前）

【上記とダブ りねたを含みます 】

ディズニーラ ンドの裏 技集！
ディズニーラ ンドに関する得す る裏技や裏話集です
蒸気船マーク トウェイ ン号 の操舵 室に乗る方法！ ！
ウエスタンラ ンドにある人気ア トラクション、マーク・トウェイ ン号。３階立ての
優雅な蒸気船 で、それは
『水上の宮殿 』 と呼ばれるほどの豪華さ。
このマーク・ トウェイン号の最 上階にある操縦室に入る方法があ るのを皆さまご存
じですか？
そこからの景 色は最高で、まさ に特等席。
もちろんその 操舵室には無料で 入れますし、パスポート券を持っ ていれば、誰でも
入ることがで きるのです。
ただし、一航 海に一組限定です けど。
おまけに『乗 船証明』 までプレゼ ントされるから、なおさらうれし い。
さて、その乗 船方法だが、これ は至って簡単。
チケットを見 せる時に、アトラ クションのキャストに『ソウダ室 に乗りたいんです
けど ･････』と一言で OK！
先客がいなけ ればすぐに乗るこ とができます。
というより先 客というのはほと んどいません。
せっかくのデ ィズニーランド、 最高の想い出になると思いますの で、入園した際は
ぜひぜひ操舵 室に入れても
らいましょう。

-------------------------------------------------------------------------------ディズニーの 出生証明 書をもらう 方法！
なんとディズ ニーオリジナルの 出生証明書をもらってしまう方法 があるのです。
これは一生も のの宝物になるか も !?
それも抽選と かではなく全員に 、それも無料で。
対象は 2001 年 以降に生まれたお子 様をお持ちの ご家族。
送料２００円 分の切手を封筒に 入れ、下記の項目を手紙で同封し 、下記の宛先まで
お送りくださ い。
なお一人一枚 までみたいです。
応募要項 : 1. 赤ち ゃんの氏名（漢字・フリガナ・ローマ字すべてを フルネームでご
記入ください。）
2. 赤ちゃんの 生年月日
3. 赤ちゃんの性別
4. 応募者の氏 名（フリガナ）
5. 応募者のご 住所、郵便番号
6. 応募者の電 話番号
7. 応募者の E メールアド レス（お持ちの 方）
8. 応募者と赤 ちゃんの続柄
※ 1.で ご記入いただ いたロ ーマ字のお名前が 「ディズニーの 出生 証明書」に記載さ
れます。
あて先 : 〒 163-1360

新宿アイランド郵便局私書箱 1614 号

「ディズニーの出生証明書」プ レゼント HP 係
応募期間 :要 確認
下記サイトに 詳細があります。 ご参照ください。
http://www.disney.co.jp/index_flash.html

-------------------------------------------------------------------------------★アトラクシ ョンに並ばずに乗 れ る、とても便利なフ ァストパス！

とても便利な 「ファストパス」 ！これはアトラクションに並ばず に乗れるというも
の。
このファスト パスを利用すれば アトラクションに 乗るまでの待ち時 間を節約でき、
より有効的に園内を回れる
のです。
利用方法 も簡単 で、まず希望す るアトラクション の入り口付近にあ るファストパス
専用の発行機に行きます。
そこで乗り物 に乗れる時間の入 ったチケットを発行してもらいま す。そこに刻まれ
た時間内であ れば並ばずに
利用できます。
なお、入り口 もファストパス用 で別にありますので注意しましょ う。
詳しくはお近 くのキャストの方 に聞いてみましょう。
ちなみにこの ファストパスが利 用できるアトラクションは、現在 ビックサンダーマ
ウンテンとス ペー ス
マウンテン、 プーさんのハニー ハントとミクロアドベンチャーで す。
ただし、この ファストパスで注 意が必要なのは、このファストパ スは一回に一枚し
か発行できな いということです 。つまりプーさんで一枚ファスト パスを取り、さら
にビックサン ダーでもう一枚と いうことはできま せん。
プーさんでフ ァストパスを利用 してからであれば再び発行はでき ます。よって常に
一枚はどこか のファストパスを 持って園内を廻っている方が効率 的と言えます。
★スペースマ ウンテンの普通じ ゃ いけない軌道！
スペースマウ ンテンのヒミツの 車線人気の絶叫ア トラクション・ス ペースマウンテ
ン。
そのスペース マウンテンには通 常では通ることのない車線がありま す。
それはロケッ トに乗り込んで出 発すると普通は右側に９０度カー ブしますが、実は
左側にも曲が るカーブがありま す。
さて、それで はその車線は全く使われていないのでしょうか？
実はそんなこ ともありません。 例外として使用されます。その例 外というのは、例
えばロケット が出発して極度に 『こわーいっ！』 とか
『やっぱり止 めてっ！』とか叫 ぶ人がいる場合や安全バーが完全 に閉まっていなか

った場合、あ るいはロケットの 規定の総体重を超 えてしまっている 場合はスタート
して右側に曲 がらず左側に曲が っていってしまい ます。
ぜひ次回スペ ースマウンテンに 乗るときはその車 線を見てみてくだ さい。

★ショーを見 ながら食事ができ る 場所！
１．ミッキー とミニーのポリネ シアン・パラダイスアドベンチャー ランドにあるポ
リネシアンレ ストランでは、コ ナ・ウィンドの生演奏に合わせて ミッキーとミニー
が踊るディナ ーショーで完全予 約制です。
価格は３５０ ０円。食事はけっ しておいしいとは言えません。
ショーは一 日４回です。
２．ダイヤ モンドフォースシュ ー・レビューウ エスタンランド にあ るダイヤモンド
フォースシュ ーで行われる昼食 のショー！西部開拓時代の酒場の 雰囲気で、フレン
チカンカンダ ンスが楽しめます 。完全予約制
、価格は１６ ００円。
３．フープ・ディ・ドゥ・レ ビューウエスタンラ ンド にあるダイヤ モンドフォース
シューで行わ れるディナーショ ー！
ダンスあり、 コメディーありの とても楽しいディナーショーです 。誕生日の人には
プレゼントも あります。
完全予約制、価格は ３５００円。なお、席順は決められません が、２階席の場合は、
基本的に早く 入場した方から中 央に座らされます。中央から一番離 れたステージ横
の個室に座る には、ショーの始 まるギリギリで入るのがコツかも しれません。
※ショーの内 容は事前にご確認 下さい

★園内にある 噂の地下通路 ！
東京ディズニ ーランドの噂の地 下トンネルはスペースマウンテン 、ワールドバザー
ル、ウエスタ ンランドのそれぞ れの施設の近くに各一本ずつあり 、最大のトンネル
で高さ約三メ ートルちょっと、 幅約六メートル、長さ三百メート ルから四百メート
ルといわれる。
ただし、排気 上の問題からガソ リン車は地下トンネルの途中でス トップして、電気
カートに積荷を移し換える

。

-------------------------------------------------------------------------------★ミッキーの 声はなぜ裏返って い るのか？
ミッキーマウ スの声はなぜか声 が裏返っています。もちろんそれ にも理由がありま
す。
それは、アメリカでのミ ッキーマウスの初 代声優はあのウ オルト・ディズニー本人、
その彼がミッ キーの声を作ると き、裏声でやっていた流れが日本 の東京ディズニー
ランドにも来 ているのです。

★大人気クリ スマスタウン・フ ァ ンタジーをいい位置 で見る方法 ！
年 末の大人 気イ ベ ント「ク リスマ スハ ウス ファン タジー」 (以 下、 CTF)は、と ても
人気は高く、 ステージ前で見る には開園と同時に配られる中央観 賞エリア入場券が
必要になりま す。
もちろんこの 入場整理券を手に 入れられれば何も問題なくいい位 置で見ることがで
きるのですが 、万が一、入場整 理券を手に入れられない場合、そ
れなりにいい位置で CTF を見 る方法をご紹介し ます。ここで紹介 するのは、入場
整理券が必要 ではないが、限定 数のみ観賞席を確保できる場所で す。見られる場所
は入場整理券 が必要となるステ ージ前エリアの両 サイドになります。
１．まず見たい CTF の 時間帯の一つ前 の CTF が 行われている時に 、次の２カ所ど
ちらかに向か います。
一つ目は、ダ イヤモンドフォー スシューから中央ステージに向か うと、ステージ方
向にはいけな いようにロープが 張られています。
そこのロープ にできるだけ近い 位置です。もう一つはステージを 挟んで反対側のト
ゥモローラン ドテラスからステ ージに向かうと同 じようにロープが 敷かれています。
目印は、ちょ うど座って見てい る人と立ち見の人の境界線にロー プがあります。
そのロープに できるだけ近寄る のです。
２．前の回の CTF が終了する と、入場整理券エ リアの人と、こ の入場整理券がな
くても見られ るエリアの人が順 番にこのロープの外に出ていきま す。
３．全員そのエリア から退出する と、入場整理券を持っていない 人でそのロープの

近くに居る人 を順番にステージ 近くにキャストが誘導してくれま す。
４．これで場 所を確保で きるはず です。できれば敷物を持っていっ た方がいいかと
思います。場 所を確保すればそ の場に一人いる必要がありますが ショーが始まるま
で買い物に行 ったりすることは 可能です。
５．実はここ の場所 、CTF の特等席だけで はありません。
なんと後ろを 振り向けば昼間の パレードの通り道になっており、 このパレードの特
等席にもなり ます。前の CTF から次に 始まる CTF までの待ち時間はパレードで時
間をつぶすこ ともできます。
なお、このシ ステムが変更され る可能性もありますので予めご了 承ください。
★パンフレッ トに載っ ていない小 さなイベントを調べ る方法！
東京ディズニ ーランドでは、実 はパンフレットや TODAYS イン フォメーションに
載っていない 小さなイベントが あります。
例えば、ミニ バンド演奏だった りパフォーマンスだったりと。
それらのイベ ントは原則として 突然現れて突然い なくなるパターン が多いのですが、
実はちゃんと 始まる時間が決ま っていて入り口付近にある「メイ ンストリートハウ
ス」に行けば ある程度は教えて くれるのです。
何度もディズ ニーランドに行か れて、今までと違ったショーを見 たい方にはオスス
メです。
★花火を見る おすすめスポット ！
ほぼ毎日打ち 上げられる花火。 その花火は基本的には園内のどこ にいても見ること
ができますが その中でもおすす めスポットをご紹介いたします。
１．クリッタ ーカントリーのス ブ ラッシュマウンテン前 。
ちょうどス ブ ラッシュマウンテ ンの滝壺の前あた りからの花火はす ごい迫力です。
なんと言って も花火に近い！花 火の美しさはもちろんのこと、そ の音も迫力満点！
ただ、頭上に 花火が上がるよう な格好なので、首が痛くなる可能 性はありますが。
２．ウエスタ ンランドのラッキー ナゲッ トカフェ付 近。
ビックサンダ ーマウンテンのふ もとにあるラッキーナゲットカフ ェ。
そこから見る 花火は、アメリカ 川とトムソーヤ島をバックにして 上がるので、
これまた絶景 です。花火の燃え カスが落ちてくることもあります 。

３．シンデレ ラ城前。
やはり定番の シンデレラ城前。 シンデレラ城をバ ックに上がる花火 は、
やはりディズ ニーランドの醍醐 味。もちろん花火の解説で流れる ナレーションも
バッチリ聞こ えます。
４．スイスフ ァミリー・ツリーハ ウス
アドベンチャ ーランドに高くそ びえるスイスファミリー・ツリーハ ウス。
ここは自分の 足で大きな木を登 っていくもので、木の上にはロビ ンソン家の家が再
現されていま す。その高台から 見る花火もこれまた格別！
ただあまり 広いところではな いので、なかなかベストポジション が取れないかも
しれません。
５．番外編！
もしディズニ ーランドに入園し ないで花火を見る としたら、やは り隣の葛西臨海公
園がオススメ ！ただし迫力には欠けますが無料で見られます。
(ただし天候によ っては打ち上げ 場所が変わるため、上記の説明と 異なる場合があり
ます。)

★ディズニー シー
オススメ座席 ！インディジョー ンズアドベンチャー
人気・実力と もに NO.1 のアトラクション。
へんぴな場所 にある割にはいつ も大行列ができています。
横 4 人の 3 列で計 12 人で乗る乗り 物ですが、おす すめは絶対に前列 。
前列になるか は運になりますが 、視界はいいですし、意味のないハ ンドルを
グルグル回 す こともできます。
左右どちらが いいかと言われる と難しいのですが、どちらかと言 えば
右側がいいか もしれません。
メインでもあ る竜巻のような泉 が右側にでるので。
でもどちらで も楽しめますが。
オススメ座席 ！ストー ムライダー
飛行機型の乗 り物に乗り、巨大 なストームを消滅させる任務のツ アーに出るアトラ

クション。乗 り物は TDL で言うスターツア ーズのような感じ です。
おすすめの座 席は真ん中より後 ろ目の中央部。
最前列はおす すめできません。
最前列に座っ てしまうと、色々な仕掛けが見られないのです。
また後方の方 が揺 れが大きいで すし、仕掛けが見やすいです。
これもどこの 座席に座れるかは運になります。
オススメ座席 ！センタ ー・オブ・ ジ・アース
火山の中を高 速でかけめぐるセ ンターオブジアー ス。
ディズニーシ ーで一番の待ち時 間を要する乗り物でもあります。
なぜか乗り物 自体が景色を見づ らい設計になっていますが、実際 これはどこに座っ
ても
あまり変わり ません。
あえて言うの であれば、進行方 向右側の方がいいかもしれません 。
大きな地底怪 獣を間近でみるこ とができます。
また前後で考 えた場合、前列の 方が多少見やすいかもしれません が、
それほど差は ありません。
オススメ座席 ！海底 2 万マイル
海底の中を進 んでいく海底 2 万マ イル。
一つの乗り物 で 6 人までしか乗 れないため待ち人 数の割に待ち時間 は長くなります。
座席は二人が けで、前方が見ら れるところと、それぞれ左右を見 られるところがあ
ります。
評判では前方 がいいとよく言わ れていますが、前方に座ると前の 乗り物が見えてし
まい、また軌 道レールも見えて しまうので、どことなく臨場感に かけるところもあ
ります。
左右の座席で も十分に楽しめま すし、どちらかといえば前方より
左右の方がお すすめかもしれま せん。

オススメ座席 ！トラン ジットスチ ーマーライン
ディズニーシ ーの園内を船で巡 るトランジットスチーマーライン 。
シーの醍醐味 を知ることの出来 るおすすめのアトラクションです 。
園内を廻る足 としても利用でき ますが、やはりアメリカンウォータ ーフロントから
出発（わかり づらい）する、１ 週グルリと廻るこ とができるコース がおすすめ。
座席は絶対に 右側がおすすめで す。

見所はほとん ど右側にあります 。

★インディジ ョーンズ アドベンチ ャーの裏話！
超人気アトラ クションであるこ のインディジョー ンズアドベンチャ ーは 1 時間待ち
も当たり前。 でも並んでいる通 路の作りもかなり凝っているので ある程度は楽しめ
るはず。
その並ぶ列の 途中で、無人の机 があるロケーションがあるのです が、
そこにロスト リバーデルタをバ ックに撮った見知らぬ人の写真が あるのです。
気づかれまし たか？
それじゃあの 人は誰？
そうあの方は ただのおじさんで はありません。
名前は「松下 幸之助」という方 。そうなんです。
この方はここ インディジョーン ズアドベンチャーのスポンサーで ある
松下電器産業 株式会社の創業者 なのです。
見たことない 方はぜひ探してみ てください。

ディズニーに もあった !!チャイ ルドスイッチ！
以前、ユニバ ーサルスタジオの 情報集でご紹介したチャイルドス イッチのシステム
がディズニー シーにも存在しま した。
このシステム は、アトラクショ ンに乗れないお子様連れのお父さ んお母さんが、
交代でアトラ クションを楽しむ ことができるとい うシステムです 。
例えばセンタ ー・オブ・ジ・ア ースの場合、
お父さんが先 に一人でアトラク ションに乗りにいきます。
お母さんは外 で待っています。
お父さんが乗 り物から降りたら キャストの方に交 代乗りしたいとい う事を告げると、
外にいたお母 さん と子供の面倒 を交換し、続けて お母さんが特別 の通路から乗り口
までキャスト の方がご案内して くれるのです。これは便利ですね 。
ただしこれら のシステムは変更される恐れがありますので、
並ぶ前にキャ ストの方にやりか たを確認してくださいね。

★隠れミッキ ーを探せ ！
実はディズニ ーシーの園内には 隠れミッキーがたくさんいるのです 。
装飾品の一部 だったり、壁画に 隠れていたりと。

そんなミッキ ーを探すのも一つ の楽しみ方かもしれませんね。
ちなみにエレ クトリックレール ウェイのポートディスカバリーステ ーションにある
壁画のどこか にミッキーが隠れ ていますので、探 して見てください 。

★お誕生日の お祝いの あるレスト ラン！
メディテレー ニアンハーバーに ある「リストランテ・ディ・カナレ ット」
という人気の レストランがあり ます。
ここでキャス トの方に誕生日で あると言うことを告げて、デザー トを頼むと、
普通と違うデ ザートが出てきて 、何人かのキャストの方が歌を歌 って祝ってくれま
す。
ただしかなり の人気レストラン なので予約してから行きましょう 。

★憧れのホテ ルミラコ スタに入ろ う！
ディズニーシ ーに入園すると、 目の前にはホテルミラコスタ。
「いいなぁ」 と一度は憧れるか とは思います。
このミラコス タ。入れないよう で実は中に入ることが出来るので す。
また予約制で すが
ディズニーシ ーが一望できるレ ストランにも宿泊なしで入ること が出来るのです。
入り口は入園 後ミラコスタの下 をくぐり抜けて右 側。
ピッコロメル カート付近にあり ます。
中には 2 カ所の レストランやショップがあります。
ディズニーシ ーの醍醐味はやっ ぱりミラコスタで すよ。
ぜひ行ってみ てください。

年間パスポー トの裏話 ！
ディズニーラ ンドに１年間何度 でも入ることの出来るまさに魔法 の カード、年間パ
スポート。し かし、この年パス のせいでオリエンタルランドの収 益率を低くする要
素の一つであ るようです。
去年 9 月にシー がオープンした時、客単価が 1 人当た り単価は 9350 円、
前年同期比 320 円増 とオ社が発表。
その理由の一 つとして、シーに 年パスを導入して いないからとの発 言が。
近年この年パ ス廃止の噂もちら ほら。

★安く宿泊で きる場所 ！
東京ディズニ ーランド周辺には いくつかのオフィシャルホテルが ありますが、
なんせ高いで す。また宿泊の穴 場として注目され ている
千葉の幕張も 決して安いとは言 えません。そこでオススメのディズ ニーリゾートに
近い、リーズ ナブルなホテルを ご紹介します。遠くから来られる 方はぜひご参考に
してください。
１． JR 京葉線、南船 橋 駅
ここは大型シ ョッピングモール『ららぽーと』がある駅で、
そこに隣接す るホテルは意外と 安いです。
また東京ディ ズニーランドの最 寄り駅である舞浜 駅からは乗り換え 無しで
１５分程度で 行けちゃいます。 二人 13000 円 ～
２． JR 市川駅、 市川グラ ンドホテル、ツ インルームで 12000 円前後。
３． JR 市川駅、市川シ ティーホテル、 シングルで 7500 円前 後
４． JR 市川駅、サンシ ティー、シングル で 7500 円 前後
５．東西線行 徳駅、行徳ステー ションホテル、シングルで 8000 円前 後。
６． JR 本八幡駅、 J ホテル、 シングルで 8000 円 前後。
７．カップル ならラブホテルに 泊まっちゃおう！
や は り 割 安 な の は ラ ブ ホ テ ル !?二 人で 8000 円 も 出 せ ば 泊 ま れ て し ま い ま す が
なかなかディ ズニーリゾートの ある舞浜周辺には ラブホテルはあり ません。
そこで舞浜 にほど近いラブホ テルをご紹介し ます。車が必要で すが。
● 国道 357 号線 を千葉方面に進み約 10 分、市川市塩浜あたりで上 り車線側にラブ
ホテ ル２つがあります。結構目立ちます 。
●舞浜駅では なく浦安駅（浦安 市猫実）にならラ ブホテルが２つあ ります。
● JR 西船橋駅周辺にも 数軒あります。舞 浜から車で約 25 分程度。
●国道 357 号 線を千葉方面に進 み、ららぽ ーとを越えてす ぐの船橋我孫子線 を左折、
船橋市東船橋 にかなりの数のラ ブホテルが集積しています。

★園内や駐車 場の混雑 具合で調べ る方法！
東京ディズニ ーリゾートに向か っている途中で、 ディズニーランド やシーの
園内の混み具 合、また駐車場の 混み具合が気にな る方もいらっしゃ るかと思
います。実は携帯で簡単に混雑 具合を調べてしまうことができる

です。混み具 合によって作戦を 練り直す必要もあ るかもしれません からね。
下記の URL にリンクすれば随 時更新された最新の情報が入手で きます。
今日のリゾー ト
http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdr/japanese/today.html
ぜひ携帯のお 気に入りに入れて おきましょう。

★シンデレラ 城の地下 ！
シンデレラ城 の地下には、緊急 防災用具の詰まった倉庫がありま す。
またその他に も電気設備や空調 設備もあります。

★ジャングル クルーズ のセリフ ！
ジャングルク ルーズのあのおも しろいセリフ。
実はマニュア ルがあるんです。
それもスタン ダードなセリフの 他に、スタンダード版をちょっと 崩したバージョン
など、３つほ どのセリフパター ンが存在します。

以上
http:// infostore. jp/dp. do?i p=oomizu2oo353&pd= 03

