
東京ディズニーリゾート　クロノロ　2019年8月Ver

1日目　ディズニーランド
5:25 パパ オリエンタルホテル出発　新浦安駅で5:36待ち
5:36 パパ 電車で舞浜へ
5:50 パパ 着　ディズニーランド入口で待ちはじめる
7:04 パパ以外 車でホテルから到着、合流
7:48 全員 入場

パパ ショーの抽選コーナーへ　ファストパスはpending
パパ以外 ビッグサンダーマウンテンへ

7:54 パパ 8時までショー抽選コーナーに入れないのでバズ前に並ぶ
パパ以外 ビッグサンダーマウンテン並ぶ

8:08 パパ 抽選すべて外れる
8:10 パパ プーさんのハニーハント11:05ファストパスとる（次の発券10:10）
8:28 パパ、パパ以外 ホーンテッドマンションで合流で
8:43 全員 ホーンテッドマンション合流13分待ちスタンバイで並ぶ
9:04 全員 ホーンテッドマンションおわり
9:10 全員 ジャングルクルーズで30分待ち
9:33 全員 ジャングルクルーズ乗船
9:47 全員 ジャングルクルーズ終わり
9:50 全員 ポップコーン購入（ミッキーのポップコーンバケット）
10:03 全員 スターツアーズへ
10:08 全員 スターツアーズ0分乗りトライ

スターツアーズ10:10ファストパス（次の発券乗車後）
10:10 スターツアーズファストパスエントランス（バーコードスキャン）

全員 モンスターズインクのファストパス18:50を取得（次の発券12:10）
10:24 全員 スターツアーズ乗る
10:35 全員 スターツアーズ終わり　昼ごはん相談　夜はクリスタルパレス・レストランで
11:09 全員 グランマサラキッチン 天気不順、突発的な大雨
11:41 全員 グランマサラキッチン終了　晴れ
11:46 全員 プーさんハニーハント着く
12:04 全員 プーさんのハニーハント乗る
12:10 ママ 21:20のバズライトイヤーのアストロブラスターのファストパス5人取得（次の発券14:10）
12:25 全員 フィルハーマジック20分待ち並ぶ
12:42 全員 フィルハーマジック入る
12:55 全員 シューティング15分待ちに移動
13:12 全員 シューティングギャラリー

13:26 全員 シューティング終わり、大漁
13:31 全員 カントリーベアーシアター すぐ入る
13:51 全員 カントリーベアーシアター終わり
14:01 全員 カリブの海賊にについたがシステム調整

全員 ワールドバザールに

14:10 個別
お土産の下見しながらジュディとニックのジャンピン・スプラッシュをワールドバザールから遠巻き
に見る

14:39 全員 お土産下見後10分待ちのカリブへ、でもついたら25分待ち
14:52 全員 カリブの海賊のる
15:05 全員 カリブの海賊おりる
15:25 全員 アロハエコモマイに入る15分待ちに
15:41 全員 アロハエコモマイに入る
15:53 全員 アロハエコモマイ出る

16:33 全員

クリスタルパレス・レストランに入ろうとするけどパレードみたいとなって少しひきさが

る
パパ以外 パレード　ドリーミング・アップ！ クリスタルパレスレストランの前で鑑賞

16:51 パパ以外
クリスタルパレス・レストラン パレード見ているがパパのみ入り食べ放題スタートする（混む前に
入る）

16:52 全員 パレード概ね終わり　クリスタルパレスレストランへ
18:16 全員 食事終わり
18:34 全員 義弟、甥っ子、ばあちゃん合流
18:40 義弟、甥っ子、長男 バズ・ライトイヤーのアストロブラスターの70分待ちに

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（5歳）、ばあちゃんの8名
オリエンタルホテル東京ベイに前泊、当日はディズニーセレブレーションホテルに宿泊



18:45 パパ、ママ、ばあちゃん、長女、次女 場所取り開始（エレクトリカルパレード用）　あんまり暑くない
19:00 パパ、ママ、ばあちゃん、長女、次女 エレクトリカルパレード観賞用にシートしく
19:15 パパ、ママ、ばあちゃん、長女、次女 オー！サマー・バンザイ！ を遠巻きにみる
19:30 長女、次女 18:50-19:50のモンスターズインクファストパスで乗りに
19:35 義弟、甥っ子、長男 スタンバイのバズ・ライトイヤーのアストロブラスターのる
19:44 長女、次女 娘たち帰ってくる
19:45 義弟、甥っ子、長男 モンスターズインクのファストパス18:50-19:50利用で乗る（スクショでOK）
19:59 長男 長男帰ってくる　義弟と甥っ子はスターツアーズへ
20:00 義弟、甥っ子以外 エレクトリカルパレード

義弟、甥っ子 スターツアーズスタンバイ
20:36 義弟、甥っ子以外 パレード終わり
20:41 義弟、甥っ子 ガジェットのゴーコースターへ

ママ、長男 ガジェットのゴーコースターへ合流
20:48 ばあちゃん、パパ、長女、次女 イイツアスモールワールド5分待ちに向かう
20:52 ばあちゃん、パパ、長女、次女 イッツアスモールワールド入る待ち時間５分のまま
21:02 義弟、甥っ子、ママ、長男 ガジェットのゴーコースター終わり　ファンタジーランドへ
21:10 ばあちゃん、パパ、長女、次女 スモールワールド終わり
21:30 義弟、甥っ子、ママ、長男、長女、次女 キャッスルカルーセル、アリスのティーパーティーなど
21:43 パパ、甥っ子、長男、長女、次女 21:20からのファストパスのバズ・ライトイヤーのアストロブラスターに並ぶ
21:55 全員 ワールドバザールへ
22:15 全員 駐車場へ
23:30 全員 コンビニなどの買い物も済ませてセレブレーションホテルに到着

2日目　ディズニーシー

5:35 パパ セレブレーションホテルタクシーで出発
5:53 パパ ハッピーフィフティーンの列に並ぶ
6:50 全員 列が動きだす。みんなが駐車場に着く。
7:25 全員 トイレ組、合流、ぎりぎり
7:35 全員 開場

全員 パスポートをママに渡しつつソアリンへ
7:40 全員 移動中にトイストーリーマニアのファストパス8:40（次の発券10:40）とれる
7:45 全員 ソアリンのスタンバイへ　表記上は40分待ち
8:20 全員 ソアリンに乗る！
8:40 全員 ソアリン終了、トイストーリーマニア側に移動
8:41 全員 トイストーリーマニアをファストパスで乗る

次のファストパスとる　ニモ＆フレンズ・シーライダー3枚9:25　センター・オブ・ジ・アース12:00を5
枚

8:52 全員 トイストーリーマニア終わり
ポートディスカバリー方面へ移動

9:07 全員 移動中にダッフィーのお店ちょっとみる
9:20 全員 ポートディスカバリーへ　ショップを少しみる

ママ ビッグバンドビート抽選　はずれ
9:25 義弟、甥っ子、長男 ニモ＆フレンズ・シーライダーのる

ママ ファストパス　レイジングスピリッツ3枚　10:05（シーライダー乗車後）次の発券は乗車後
9:35 義弟、甥っ子、長男 子供はシーライダー

のこり 他はマーメイドラグーンへ
9:41 長女 キャラメルポップコーン並ぶ
9:45 次女、パパ 塩ポップコーンにならぶ
9:51 シーライダー以外 マーメイドラグーンへ
9:53 義弟、甥っ子、長男 シーライダー終わり
10:03 シーライダー以外 ラグーンレストラン　セバスチャンのカリプソキッチン　席あまり余裕なし
10:11 長男、長女、次女 3人レイジングスピリッツに

甥っ子、義弟 ラグーン内アリエルのプレイグラウンドで遊ぶ
パパ、ママ、ばあちゃん 大人は昼食を注文しに並ぶ

10:20 甥っ子、義弟 レストランに合流
10:36 長男、長女、次女 レイジングスピリッツ終わり
10:41 ママ ファストパス　タワーオブテラー4枚　18:05　シーライダー15:55　4枚　（次の発券12:41）
10:46 パパ レイジングに行った3人の分の食事を追加のためレジへ



10:56 全員 子供達ご飯
11:28 義弟、甥っ子、長男 ラグーン内ワールプール　で遊ぶ

義弟、甥っ子、長男以外 トイレ休憩後ショップ散策しセンターオブジアースへ
12:00 パパ 傘なくす　聞いたらすぐ見つかる
12:07 義弟、甥っ子、長男以外 センターオブジアース並ぶ　ファストパスの列がすごく長い

義弟、甥っ子、長男 アラビアンコーストへ　ボンボヤージュ、カーペット、カルーセル
12:16 ママ ソング・オブ・ミラージュ　抽選はずれ
12:32 義弟、甥っ子、長男以外 センターオブジアースのエレベーターまで進む
12:43 義弟、甥っ子、長男以外 センターオブジアース終わり
12:49 ママ ファストパス　シアター系をとろうとすると一瞬で１時間遅くなる

2つのシアターをとる　マジックランプシアター19:40-20:40　4枚　マーメイドラグーンシアター

17:00-17:20 4枚
12:55 それぞれ 自由行動　ばあちゃんが義弟組に合流

長女、次女、ママ、パパ お土産散策
義弟、甥っ子、長男、ばあちゃん アラビアンコースト続き遊ぶ→その後マーメイドラグーンへ

14:30 雷雨がすごくてアトラクション1部が一時停止　ゲットウェットもこの時間のは中止
14:48 雷雨おさまりアトラクション再開
15:05 長女、次女、ママ、パパ お土産散策が終わったので、お土産購入しコインロッカーへ　アラビアンコーストに移動
15:23 長女、次女、ママ、パパ アラビアンコースト　かき氷をこうにゅう
15:55 長女、次女、ママ、パパ カレー屋（カスバ・フードコート）でドリンク購入休憩　次女はシーライダーへ向かう

義弟、甥っ子、長男、ばあちゃん マーメイドラグーンで休憩中　長男はカスバ・フードコートで次女と交代
16:10 義弟、甥っ子、次女、ばあちゃん ニモ＆フレンズ・シーライダー　をファストパスで

長女、長男、ママ、パパ フードコート出る
16:24 長女、長男、ママ、パパ シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ20分待ちにスタンバイに並ぶ
16:34 長女、長男、ママ、パパ 乗る
16:47 長女、長男、ママ、パパ 終わる
16:51 ばあちゃん 電車の時間があるので帰るのでお別れ
17:04 全員 子供たち4人ででファストパスのラグーンシアターに入る
17:23 子供たち ラグーン並ぶ
17:35 子供たち ラグーンの直前で甥っ子がおしっこになったので次の回に
17:50 子供たち ラグーン入る

18:18 パパ、ママ
タワーオブテラーの時間が近いのでドッグサイドダイナーに席をとりに、ママのテイクア

ウトのハンバーガー買っておく
パパ、ママ以外 ラグーンシアター終わり

18:34 パパ、ママ以外 ドッグサイドダイナーで合流
長女、次女、ママ、パパ ファストパスのタワーオブテラーへ　義弟、甥っ子はご飯

18:55 長女、次女、ママ、パパ タワーオブテラー乗る
19:08 ママ 終了　ママはワンちゃんを迎えに退園
19:12 ママ以外 ドッグサイドダイナーで合流

義弟、甥っ子 先に帰るのでお別れ
ママ以外 ドッグサイドダイナーで夕食

19:50 パパ、長女、次女、長男 ファストパスのランプシアター入る
20:20 パパ、長女、次女、長男 フライングカーペット5分待ちに並ぶ
20:25 ママ ワンちゃん回収OK　夜の運転に備えて車内で休憩
20:39 パパ、長女、次女、長男 シンドバットに5分待ちで並ぶ
20:55 パパ、長女、次女、長男 終了、入口方面へ　子供たちはゆっくり歩いてパパはコインロッカーの荷物を取りに
21:15 パパ、長女、次女、長男 地球儀前で合流
21:25 全員 駐車場で合流
21:34 全員 駐車場出る


