カンドゥーパークマップ

予約について

各エリアに、
お仕事予約機があります。
【カンドゥーQRカード】でご予約をお取りください。詳しくは裏面の遊び方のポイントをご参照ください。

French Quarter
Magic village

記号の説明

カッチンを使う

カッチンを稼ぐ

ぼうしをかぶる

La Piazza

お仕事予約機は

マジック・ビレッジ

ラ・ピアッツァ

大人はお客さんとして参加できる

大人も体験する事ができる

French Quarter

お仕事予約機

フレンチ・クオーター

Theater シアター

（なし）

Cosmic Zone

&

コズミック・ゾーン

お仕事予約機は

（もも）

お仕事予約機は

（ばなな） ＊保護者の方の代理予約はできません。

救命救急
センター

① 救命救急センター

新生児室

歯科医院

② 新生児室

ラジオ局

宅配センター

助産師になって、
赤ちゃんのお世話をしてみよう！男の子もぜひ体験してみてね！

ペイント
ワーク
ショップ

チャレンジ
ウォール

① ラジオ局

ディレクター・アナウンサー - 所要時間 40分
アナウンサーとディレクターになって、楽しく
て役に立つ情報を届けよう！

鉄板の上でクルクルまわしながらおいしく焼き上げよう！

⑤ アイスクリームショップ

アイスクリームメーカー - 所要時間 40分

お好みの具材をミックスしてオリジナルの
アイスクリームを作ろう！

⑥ スープマルシェ®

オリジナルのスープ作りや、
パッケージのデザインをしよう！

Magic village

マジック・ビレッジ

① わくわくおしごとはっけんセンター
おしごとアドバイザー - 所要時間 15分
おしごとライター - 所要時間 5分〜10分

性格診断をして自分に合った仕事を見つけよう！

② サイエンスアドベンチャー
科学者 - 所要時間 30分

サイエンスコートを着て、気分はすっかり科学者！
発見や発明を通して楽しく学ぼう！

③ チャレンジウォール
勇者 - 所要時間 30分

車の王国の王様と国民を救うために、
クライミング
ウォールに挑戦しよう！

④ カンドゥー・モノレール

モノレール運転士 - 所要時間 30分

本格的なシミュレーターを使って千葉都市モノレールの運転をしよう！

⑤ おかし魔法研究所
魔法使い - 所要時間 40分

魔法使いになってお菓子を研究！知育菓子®の
「ねるねるねるね」を自分流にアレンジしよう。

⑥ ハウス・デザイン・アカデミー
建築士 - 所要時間 30分

おかし魔法
研究所

依頼人の願いを叶えて、素敵なおうちをデザ
インしよう！

ハウス・デザイン
・アカデミー

たこ焼

アイスクリーム
ショップ

宅配スタッフ - 所要時間 30分
集荷と宅配をやってみよう！無事に目的地
まで荷物をお届けできるかな？

マジック

スープ
マルシェ ®

③ 警察署

警察官 - 所要時間 30分

君は街の平和を守る警察官。カンドゥーで起きる事件を解決しよう！

パーク内サービス
お仕事予約機 / エリアごとに各アクティビティのお仕事予約ができます。

④ ペイントワークショップ

ピッツェリア

所要時間 20分
世界で一つだけのオリジナル作品を作り上げよう！

アクティビティスケジュール案内 / ベニューの予約状況の確認ができます。

レストランお会計

スープシェフ® - 所要時間 40分

② 宅配センター

JAF
ロードサービス
カンドゥー基地

カンドゥー・
モノレール

銀だこ職人 - 所要時間 40分

- ご注文・ご精算はこちらでお願いいたします。

旅行会社

フォトサービス - フォトグッズの撮影・購入。現金、または500円金券でご購入できます。
カンドゥーショップ - オリジナルグッズの販売。現金、または500円金券でご購入できます。
インフォメーション - 粉ミルク、離乳食のご提供 /500円金券の販売

航空会社

- 3歳未満のお子様と、
その保護者の方がご利用になれるエリア。

トイレ - マジック・ビレッジ、コズミックゾーン
・ベビーキープ- 全個室に設置 ・おむつ交換台-マジック・ヴィレッジ：男性用、女性用、各1台
みんなのトイレ - オストメイト対応洗浄台/おむつ交換台/ベビーキープ

La Piazza
店長 - 所要時間 40分

コーヒーについて学ぼう。
カフェインレスでお子さまにも
安心、
トッピングで甘いコーヒーをお楽しみください。

② ピッツェリア

所要時間 約30分

テーブルでピザを作って焼いてもらおう！

* 金券はインフォメーションで購入できます
* 予約は必要ありません
* 販売枚数には限りがあります

こちらの体験には500円金券2枚(1,000円分)が必要です

③ 銀行

銀行員 - 所要時間 15分

銀行の口座開設のお仕事。
アクティビティを体験したあとは、口座へ入出金ができるようになります。

コズミック・ゾーン

① JAFロードサービス カンドゥー基地

ビューティー
サロン

ロードサービス隊員 - 所要時間 30分
カンドゥースタジオ

レンタカー
ステーション
エントランス飛行機下にお越しください

ラ・ピアッツァ

① Good Coﬀee Smile CAFE

など

Cosmic Zone

銀行

- 調乳エリア有り。授乳スペースは女性専用。

トドラーエリア

こちらの体験にはカッチンまたは、
500円金券1枚(500円分)が必要です

ファッション・
スクエア

カッチンショップ - 手に入れたカッチンでお買い物ができます。
授乳室

シアター

ダンサー - 所要時間30分
ダンサーになってシアターでデビュー！
たくさんの観客を前にスポットライトを浴びる体験はやみつきになりそう。

③ 歯科医院

④ たこ焼

（ぶどう）

① イオンモール・シアター

警察署

サイエンス
アドベンチャー

助産師 - 所要時間 30分

（さくらんぼ）

＊大人の方は、仕事の事前予約はできませが、
予約に余裕がある時に体験いただけます。ご希望の方はスタッフまでお申し付けください。

ダンススタジオ

救急救命士 - 所要時間 30分
カンドゥーの街で急患を発見！救急救命士になって人命救助の輪をつなごう！

歯医者さんになって 、
本格的な専門器具を
使った研修を受けよう！

お仕事予約機は

Theater

フレンチ・クオーター

歯科医・歯科衛生士 - 所要時間 30分

お仕事予約機は

④ ビューティーサロン

安全と安心を支えるロードサービス隊員となって、
車のトラブルで困っている人をたすけよう！

② カンドゥー・スペースセンター

スペースセンタークルー - 所要時間 30分

JAXAのクルーになって、ロケットの打ち上げを
コントロールする管制室の仕事体験。
所要時間 約10分

指先からおしゃれに変身！カッチンを払いネイルを塗ってもらおう。

③ 航空会社

パイロット - 所要時間 40分

マーシャラー - 所要時間 40分

⑤ カンドゥースタジオ

キャビンアテンダント - 所要時間 40分

ユーチューバー・ニュースキャスターなど - 所要時間 40分
ユーチューバーや、ニュースキャスター、お天気キャスターなど、映像に関わる仕事が体験
できます。

地上や空の旅の安全を守り、機内サービスでおもてなしをし、
カンドゥー・エアポート行きのフライトを成功させよう！

⑥ ファッション・スクエア

トラベル・アドバイザー - 所要時間 30分

④ 旅行会社

カンドゥーの街に眠る謎を解き明かし

ファッション・モデル - 所要時間 55分
ファッションモデルになって、お気に入りの衣装で
ファッション・ショーに参加しよう！

旅のたのしさを人々に伝えよう！

⑤ レンタカーステーション

など

レンタカークルー - 所要時間 30分

車を貸し出す準備をするスタッフになったり、
お客様として車を借りることもできるよ！

