
東京ディズニーリゾート　クロノロ
1日目

オリエンタルホテル東京ベイ（の安めのプラン）に前泊
5:45 パパママ オリエンタルホテル東京ベイ　部屋でる
6:10 パパママ 駐車場でる

6:17 パパママ ミラコスタ駐車場着　パパのみミラコスタのチケットブースへ先に
6:20 パパ ミラコスタチケットブースに並ぶ（結構並んでいる、チケットブースは6:00から開始）
6:30 パパママ以外 おじちゃん(弟)車で5人（甥っ子、長女、次女、長男）出発
6:37 パパママ チケット購入（マルチデーパスポート・スペシャル7枚）
6:45 パパママ ミラコスタ宿泊者のハッピー15の列並ぶ
7:00 全員 ハッピー15の列で合流

7:40 全員 開園が5分早まり開園

7:43 全員 入場

7:50 パパ以外 トイストーリーマニアスタンバイへ並ぶ→待ち時間少な目で乗れる
7:50 パパ トイストーリーマニアファストパス列並ぶ　時間調整　最初は9:00台なのですぐとらず（ばあちゃんの合流が10時予定）
7:55 パパ トイストーリーマニアFP10:35　8枚取得（次の発券9:55）
8:07 パパ パパミラコスタへ移動

8:21 パパ ホテルに朝の待ち時間中の暇つぶし用の荷物を預けてミラコスタ前の椅子でまったり
8:31 パーク情報 トイストーリーマニアのFPは発券が終了
8:33 パパ以外 みんなはタートルトークへ

8:40 パパ ガーリックシュリンプポップコーン買う

9:10 全員 タートルトーク終了　合流

9:20 全員 ダッフィーのお店に入る

9:47 全員 ポートディスカバリー側に移動

9:55 パパ レイジングスピリッツFP10:35 4枚取得（次の発券10:35）
10:00 ママ ニモのシーライダーのFP11:30　4枚取得（次の発券11:30）
10:00 全員 アクアトピア　45分待ちに並ぶ

10:45 全員 アクアトピアのる　それほど濡れず

11:00 パパ以外 アメリカンウォーターフロント側へ移動

アクアトピアに乗ったので時間が押し、レイジングスピリッツ4枚はトイストーリーマニアと重なり断念（乗るとTMに乗れない）
11:10 パパ センターオブジアースFP21:00（レイジングスピリッツのパスポートで4枚取得。次発券13:05）

パパ以外 みんなはコーラ買ったり移動

ばあちゃん合流
11:25 全員(ママ以外) トイストーリーマニア全員　FP利用(ママの分はばあちゃんへ)
11:45 トイストーリーマニア終わり

FPの希望：息子はレイジングスピリッツ希望、長女はインディジョーンズ希望、次女はどちらも希望
ママ、長女、次女 カレー屋（カスバ・フードコート）の場所取りへ移動
パパ ファストパス発券に移動
義弟、甥っ子、長男、
ばあちゃん

シーライダーへ移動

12:04 パパ インディージョーンズFP取りに行くが時間合わずあきらめ（18:30台でランドへの移動時間と重なる）

12:12 パパ レイジングを13:50で2枚とる（シーライダーでとった4枚のうち2枚、のこり2枚をインディジョーンズを考慮）

ママ、長女、次女 カレー屋到着、30分待ち
12:15 弟、甥っ子、長

男、ばあちゃん
シーライダーFP利用　乗り始め

ママ カレーのメニュー写真おくり食べたいもの聞く

12:22 ママ、長女、次

女、パパ
パパカレーに合流、休憩

12:50 弟、甥っ子、長

男、ばあちゃん
シーライダー終了

ママ カレー注文

13:04 全員 合流、カレー食べる

13:06 パパ インディージョーンズFPが遅い時間になったので取りに行く

13:16 パパ インディージョーンズFP21:10　4枚
（センターオブジアースの4枚が発見時間になったので4枚で取得　次発券15:15）
FPとれるパスポートがのこり2枚あるので、長女、次女がシーライダー希望したのでFPとりに行こうとするが

アプリでみるとFP18:00台のため諦めカレー屋へ戻る
13:45 長男、次女 レイジングスピリッツへ

13:55 弟、甥っ子 キャラバンカルーセル

13:59 長男、次女 レイジングスピリッツ終了
14:02 パパ、長女 メディテレーニアンハーバーのフォトスポットに行きたいので行く

（パイレーツの犬が鍵をもって牢から手を出して撮るスポット）
14:07 弟、甥っ子、ばあ

ちゃん
キャラバンカルーセル終了

マーメイドラグーンで集合として各自移動開始
14:08 ママ マーメイドラグーン着

14:15 弟、甥っ子、ばあ

ちゃん
マーメイドラグーン着

長男、次女 マーメイドラグーン着

14:25 パパ、長女 マーメイドラグーン着

14:30 パパ、ママ、長

女、次女、ばあ

ちゃん

ラグーンシアターに並ぶ

弟、甥っ子、長男 プレイグラウンドで遊ぶ

14:53 パパ、ママ、長

女、次女、ばあ

ちゃん シアターはいる

設定　パパ(40代)、ママ、長女(高校)、次女(中学)、長男(小学高学年)、ママの弟(30代)、甥っ子（4歳）、ばあちゃんの8名
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15:15 パパ、ママ、長

女、次女、ばあ

ちゃん

ラグーンシアター終わり

15:29 パパ、長女、次女 ニモのシーライダー30分待ちにスタンバイで並ぶ
15:37 ママ ミラコスタチェックイン、長蛇の列

15:40 弟、甥っ子、長男 フランダーのジェットコースターに並ぶ

ばあちゃん フランダー付き添い

15:57 ママ チェックイン列1個前

16:07 パパ、長女、次女 シーライダー

16:12 ママ チェックイン終了

16:16 パパ、長女、次女 シーライダー終了

弟、甥っ子 ミラコスタ、ミラコスタ駐車場などで荷物とりに
ばあちゃん、長男 ショップめぐり

16:39 全員 ミラコスタの部屋で合流
甥っ子寝る

17:20 ママ ばあちゃんのパスポートのアップグレード等

17:20 パパ、長女、次

女、長男
ミラコスタ散策　スーベニアメダル、ホテル玄関で写真撮影など

17:58 パパ、長女、次

女、長男
パーク内でお土産下見

18:12 パパ、長男 ミラコスタの部屋に戻る
長女、次女 お土産、ショップ散策継続

18:55 全員 ミラコスタ発リゾートラインへ　甥っ子起きる
19:20 全員 ディズニーランドに到着
19:40 パパ、ママ、長

男、ばあちゃん
シンデレラ城のショーの場所確保

長女、次女 ショップ散策も、場所取りレジャーシート使えないので、全員の食事確保（チーズドック）観賞エリアに戻る

19:55 弟、甥っ子 エレクトリカルパレード、ショー観賞場所取りの近くから少し遠目に見るが、怖くなってバズに並んで帰ることに

20:12 長女、次女 夕食もって合流

20:35 弟、甥っ子 バズは20分待ちで乗れて、リゾートラインに乗ってミラコスタに向かい中

20:40 パパ、ママ、長

女、次女、長男、

ばあちゃん

Celebrate! Tokyo Disneyland　観賞

21:10 パパ、ママ、長

女、次女、長男、

ばあちゃん

リゾートライン　ランド発

21:20 パパ、ママ、長

女、次女、長男、

ばあちゃん

ディズニーシー着　ファストパス、内訳決め（センターオブジアース4枚、インディージョーンズ4枚）

21:29 パパ、ママ、長

女、次女
センターオブジアース　FP利用

長男、ばあちゃん 待機

21:45 パパ、ママ、長

女、次女
センターオブジアース終了

ばあちゃん、ママ ホテルへ

21:50 パパ、長女、次

女、長男
インディジョーンズ　FP利用

22:00 パパ、長女、次

女、長男
インディジョーンズ終了　ショップ散策

22:05 パパ、長女、次

女、長男
ダッフィーのお店は時間が過ぎて入れず、入り口付近のショップで散策

22:00 ママ コンビニに朝食を買いに

22:25 パパ、長女、次

女、長男 ホテル着

0:00 就寝

2日目
6:00 全員 起床
7:18 全員 リゾートラインシー出発
7:25 全員 リゾートラインランド着→ハッピー15の列へ
7:40 全員 ハッピー15、入場（ゲート改装中のため今回は入場は30分前、列が比較的後ろで10分ロス）

7:45
弟、甥っ子、長

男、ばあちゃん
バズライトイヤースタンバイへ

ママ、長女、次女 スプラッシュマウンテンスタンバイへ
パパ ぷーさんのファストパスへ

8:00 パパ プーさんのハニーハントファストパス8:40（次発券8:40）8枚　この後抽選行くの忘れた

8:09
弟、甥っ子、長

男、ばあちゃん バズ終わり
8:23 ママ、長女、次女 スプラッシュマウンテン終わり
8:24 パパ パパはビッグサンダーのファストパスあたりにいたが、抽選を忘れており抽選会場へ

8:30
弟、甥っ子、長

男、ばあちゃん
ダンボ30分待ちあきらめ10分の白雪姫

8:32 ママ、長女、次女 ピノキオ10分前
8:40 パパ 抽選、パレード観賞エリア、レッツ・パーティグラ、ワンマンズドリームの順で抽選するもすべてハズレ
8:45 全員 ぷーさん前で合流

ママ ビッグサンダーのファストパスへ他は待ち
8:52 ママ ビッグサンダーのファストパス8枚10:40～（次発券10:42）
8:55 全員 プーさんのハニーハント　FP利用
9:20 全員 カヌー
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10:00 全員 イッツアスモールワールドに行くが40分待ちでファストパスに乗ることに変更
10:10 全員 フィルハーマジック
10:42 パパ イッツアスモールワールドファストパス11:20-12:20　次発券11:20
10:50 全員 ビッグサンダーマウンテン　FP利用
11:10 レストラン探しクイーンオブハート混んでいる　二手にわかれグランマサラキッチンに
11:20 パパママ以外 グランマサラキッチンで場所とり注文
11:30 パパの電話が不調
11:41 ママ バズライトイヤーのファストパス16:05-　4枚
11:42 パパ ビッグサンダーマウンテンファストパス16:10-　4枚
11:48 パパママ グランマサラに合流
12:10 全員 食事終了移動へ
12:18 全員 イッツアスモールワールド　FP利用
12:45 全員 イッツアスモールワールド終了

長女がスマホを忘れる
12:47 ママ 長女のスマホ探し

パパ、長男 スペースマウンテンに並びに行く
弟、甥っ子、長

女、次女、ばあ

ちゃん
ジャングルクルーズ25分に並びに

16:10のビッグサンダーマウンテンまで自由行動

12:56

弟、甥っ子、長

女、次女、ばあ

ちゃん
ジャングルクルーズ列

12:58 パパ、長男 スペースマウンテン70分
13:02 ママ 長女のスマホ探し、遺失物のところに電話したらまだグランマサラにあるとのことで受取完了

13:30

弟、甥っ子、長

女、次女、ばあ

ちゃん
カリブの海賊25分待ち

13:31 ママ ワールドバザール

14:02

弟、甥っ子、長

女、次女、ばあ

ちゃん
カリブの海賊終了

14:04 長女次女ママ 合流
14:10 パパ長男 スペースマウンテン終わり→25分待ちのカリブの海賊へ
14:30 弟甥っ子 シューティングギャラリー
14:51 弟 シューティングで銀と金ゲット
15:02 パパ長男 カリブの海賊終わり
15:25 パパ長男 シューティングギャラリー

弟、甥っ子、ばあ

ちゃん
ハングリーベア・レストランで休憩

15:48 パパ長男 ハングリーベア・レストランに合流
15:50 長女次女ママ シューティングギャラリー
15:52 弟、甥っ子、長男 シューティングギャラリーに
16:01 長女 シューティングでラッキー3つ、銀もゲット
16:10 子供4人 ビッグサンダーマウンテン　FP利用

大人 ハングリーベア・レストランで休憩
16:25 子供 ビッグサンダーマウンテン終わり
16:35 子供4人 バズライトイヤー乗る　FP利用　パパママはここで弟、甥っ子とお別れ
16:35 パパママ クイーンオブハートに並びに

ばあちゃん 弟家と帰るので、バズ出待ち
17:14 長女次女長男 バズ終わってパレード遠目に見る
17:16 弟家 イーストサイドカフェで夕食
17:19 パパママ クイーンオブハート料理もって席に　チキン1ローストビーフ３ハンバーグ１
17:25 長女次女長男 クイーンオブハート合流
18:07 弟家 リゾートラインでミラコスタへ→弟家はミラコスタのお風呂に入り、その後はばあちゃんとともに帰路へ
18:10 ママ ワンちゃんと荷物を回収にミラコスタへ
18:15 ママ以外 トゥーンタウンで写真
18:20 ママ以外 ロジャーラビット30分待ちに並ぶ
18:51 ママ以外 10分早くロジャーラビットにのれる
18:59 ママ以外 モンスターズインク50分待ちに並ぶ
19:43 ママ以外 モンスターズインクにのる
20:05 ママ以外 出口で写真を撮ったりしてランド退場　リゾートラインでシーに向かう
20:22 ママ 荷物、ワンちゃん回収しミラコスタ駐車場

ママ以外 シーにつく　お土産買いに再入場予定
20:25 ママ以外 落雷のためシーに入れず門で足止め(T_T)
21:04 ママ以外 やっとシーに入場

お土産買い、次女買いたい予定のものなく買ったけど一回返金、別の場所にちゃんと買いたいものあり
21:34 ママ以外 お土産買い終了、
21:45 全員 ミラコスタ駐車場で合流、帰路へ


