特別なコミュニティ
ケン・ポトロック

ディズニー・バケーション・クラブおよびアドベンチャー・バイ・ディズニー
シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー

私どもディズニー・バケーション・クラブ

しまで、
さまざまなスタイルと規模のイベントを企画しているのもそのためなの

では皆、
いつもメンバーの皆様から

です。
また、
多くのイベントを新しい場所で開催できるよう引き続き努力している

色々なことを学んでいます。
メンバー

のもそのためなのです。2018年のムーンライト
・マジックは過去最大の規模にな

の皆様がバケーションに求める優先

る予定ですし
（本誌9-10ページをご覧ください）、
この号がお手元に届く頃に

順位、大切なバケーションの思い出

は、
ディズニー・バケーション・クラブ・メンバー・クルーズの準備チームが、
この海

づくりのために私どもに寄せる期待や信頼の大きさなど、
お一人おひとりが異

上パーティを今まで航海したことのない場所に連れていこうと、2019年の新し

なります。
でも、
だからこそ学ぶことも多いのです。

い計画を練っていることでしょう
（2019年メンバー・クルーズについての詳細

多くの皆様にとってバケーションとは、
お子様とのかけがえのない時間を過ご
す機会でしょう。
あるいはそれはお孫さん達やひ孫さん達と過ごす時間、
また
はもしかしたら子供抜きの時間であるかもしれません。
メンバーシップの魔法
を使って世界中を旅する方もいれば、旅をするのはエプコットのワールド・

は、
数か月後にウェブサイトdisneyvacationclub.comやDVCMember.jp、
そ
してFacebook.com/DisneyVacationClubにて発表される予定ですので、
お見逃しなく）。
だからこそ、
メンバー・ファミリーの皆様のさまざまなニーズと要望にお応えでき

ショーケースの世界だという方もいらっしゃるでしょう。
メンバー様のご出身も

るよう、私どものサービスを拡充し続けているのです。
エプコットのメンバー・ラ

全米50州、世界100か国以上と本当にさまざまです。世代もベビーブーム世

ウンジにメンバー・サービスのキャストを常駐させたり
（英語での対応のみ）、
ま

代の方々から、
ジェネレーションX、
ミレニアル世代、
そしてジェネレーションZと

たリゾートでアップグレードしたハウスキーピング・サービスをご用意したのもそ

多岐にわたります。
メンバーの皆様がこのようにさまざまですから、すべての

のためなのです。

人に通用する単純な成功の法則などありません。
メンバーの皆様の声に真
摯に応えていくこと、
そしてこのような多様性をしっかりと心に留めておくこと
こそが成功の法則なのです。

だからこそ、
メンバーの皆様とのコミュニケーションには「上記のものすべて」
のアプローチをとって、
印刷物からオンライン、
Eメールやソーシャルメディアまで
さまざまな方法を駆使しているのです。
メンバー限定グッズの最新コレクション

だからこそ、私どものリゾートでは、幅広いお部屋のスタイルを開業当初から

も、
一つひとつがスペシャルであるのもそのためなのです（詳しくは本誌11ペー

取り揃えてきました。
ディズニー・ポリネシアン・ヴィラ&バンガローのデラックス・

ジをご覧ください）
。

スタジオでの浴室とトイレを別々にしたバスルームのデザインから、
ボラボラ・バ
ンガロー、
そしてディスニー・ウィルダネス・ロッジ・コッパークリーク・ヴィラ＆キャビ
ンのカスケード・キャビンまで、
さらに多くの選択肢をご提供できるよう努力し続
けているのもそのためなのです。

私どもは、
あらゆることにおいてお一人おひとりのニーズや願いに合わせたア
プローチを徹底できるよう、
さらに努力してまいります。
そしてそれは、
ディズニ
ー・バケーション・クラブのメンバーの皆様には一人として「ありふれた」人など
いない、
ということを肝に銘じることから始まるのです。
そのために努力する

だからこそ、私どものメンバーシップ・マジックのさまざまな体験のリストは絶え

私どもには、
「ありふれた」仕事の日など一日としてありません。
だからこそ本

ず進化していくのです。
ムーンライト・マジックのような何千人もの人々が同時

当にやりがいがあるのです。

に楽しめる大きなイベントから、
わずか20人ほどのより身近で親しみやすい催

本誌並びに日本語要約版でご紹介する幾つかの要素はメンバーシップ・エクストラの一部であり、
付随的特典です。
これらの特典は使用状況に応じてのご提供となり、変更や終了される場合、
また別途料金がかかる場合があります。購入者がメンバーシップ・エクストラを受けるためには、有効なディズニー・バケーション・ク
ラブのメンバーシップ・カードと写真付きの有効な身分証明書を提示する必要があります。
メンバーシップ・エクストラは、対象となる不動産所有権をお持ちの場合にご利用いただけます。詳しくはウェブサイト
（dvcmember.disney.co.jp/contact/）
の「メンバーシップエクストラ確認書および情報開示説明書」
をご覧ください。

・Pages 3-8：ディズニー・アニマルキングダム20周年をお祝いし、
パーク内の
お気に入りの場所ベスト20をご紹介します。
ディスカバリー・アイランド
1. 古い馬車の車輪の中央部分をモチーフにした照明を探してみましょう。
2. ティフィンはディスカバリー・アイランドの名物レストランですが、
その名前にはインドの言葉で携帯用ラン
チボックスという意味もあります。
3. ティフィンの隣、
ノーマッド・ラウンジの建物の一部に彫ってあるのはすべて旅をする動物たちです。

アフリカ
4. パークのアフリカ・エリアの風景が変化に富んでいるのは、
800キロにもおよぶ広大なアフリカの風景を
再現しているからです。
5. 大人気のダワ・バーのダワはスワヒリ語で
「薬」
という意味ですが、
お酒のことを指すスラングでもあります。
6. たくさんの種類のビュッフェからお好きな料理を選べるタスカー・ハウス・レストランがあるのは、
アフリカ
特有のカンガ布で飾られたスペース、
ビアシャラ・コートヤードです。
7. ダワ・バーの近くに設置されている大砲は、
ハランベの歴史の遺跡です。
8. アフリカからラフィキズ・プラネット
・ウォッチへ訪問客を運ぶワイルドライフ・エクスプレス・
トレインは、
かつ
て東アフリカで数多く運行していた1926年製ベイヤー・ピーコック2-4-2T型蒸気機関車のレプリカとし
てイマジニアが設計したものです。

パンドラ：ザ・ワールド・オブ・アバター
9. トーテムポールに飾り付けられた結び目やパンドラ内にある他の編み物の装飾品のすべてが手作りです。
10. パンドラ内のマンホールカバーのように見えるものは、
実は資源開発公社(RDA)が放棄したキャンプ
地で使われていた、
スラブ板材の四隅を固定するためのコーナーロックです。
11. パンドラのポング・ポング・
ドリンクスタンドの前にはRDAの古いAMPスーツが置かれていますが、
その
関節を溶接した跡を探してみてください。
それは目立たないかもしれませんが、
見る人にこっそりと
「こ
れは動いたりしないから、
大丈夫」
とちゃんと教えてくれているのです。

・Page15：コミュニティ
・キッチン
びっくりするほどのボリュームのミ
ディズニーランド・リゾート：グルメの賞も獲得しているハンバーガー、
ルクシェイク、
そしてニューヨークを思わせる雰囲気で有名なブラック・タップ・クラフト
・バーガーズ＆ビアが、
ディズニーランド・
リゾートのダウンタウン・ディズニーに2018年オープンする予定です。

ディズニー・コンテンポラリー・リゾート：最近改修工事を終えたディズニー・コンテンポラリー・リゾート内
グランド・キャニオン・コンコースにあるシェフ・
ミッキーは、
その朝食ビュッフェに「自分だけのミッキーワッフル
を作ろう」
ステーションを付け加えました。
エプコット：新しくオープンしたチョーザ・デ・マルガリータは、他にはない珍しいメキシコの名物カクテル、
それに一口サイズのストリート
・フードで、
すぐにエプコットのホットスポットになりました。

・Page 16：ディズニー・レシピ
ウォルト
・ディズニーのお気に入りのディズ
プラザ・イン特製アップルパイ：このアップルパイのレシピは、
ニーランドのレストラン、
プラザ・インのオリジナルレシピです。

・Pages 17-18：ネイバーフッド・ニュース
アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ：LPGAロッテ選手権が開催されるコオリナ・
ゴルフクラブはこのほど、3か月にわたる改修工事の一環としてアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパの正
面に位置する第10ホールでミッキーマウスをかたどったバンカーをオープンし、
ハワイが生んだLPGAの
スーパースター、
ミシェル・ウィー選手が駆けつけて完成を祝いました。
ウィー選手は幼少期にコオリナ・
ゴルフクラブで腕を磨きました。
アウラニでの滞在中にコオリナ・ゴルフクラブで利用できるメンバー割引*
の詳細は、DVCMember.jpの「メンバー特典」ページをご覧ください。
ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆スパ：ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル＆ス

パは、
プールのカバナの拡張など2001年の開園以来最大規模となる改修工事を終えました。
ディズニー・
バケーション・クラブのメンバーの皆様も新しいさまざまなアメニティを楽しんでいただけます。

・Page 19-20：ディズニー・デスティネーションズ

アジア
12. セルカ・ゾングは、
エクスペディション・エベレストのふもと近くにある町ですが、
その名前は「裂け目の上
の砦」
というような意味で、
深い亀裂の上に築かれた建物のことを指しています。

ディズニーランド・リゾート：期間限定のピクサー・フェストが4月13日、ディズニーランド・パークとディズ
ニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークの両パークにて始まります。
そしてその後には、
ディズニー・

13. アジア・エリアのメイン・エントランスとリフレッシュメントスタンドのドリンクワラーを過ぎたすぐ後に、雪男
イエティ
（シェルパの言葉で「魔法の生き物」）
の銅像が見えたら、
そこは聖堂です。
よく見ると、
石塔の
ストゥーパの立ち並ぶこの聖堂が、
背後の山脈の稜線を模した形に作られているのがわかるでしょう。

カリフォルニア・アドベンチャー・パークのパラダイス・ピアがこの夏ピクサーをテーマにした新エリア、
ピク
サー・ピアに生まれ変わります。

14. ペニンシュラ・シュラインを出て、幾つか建物が集まるところへ向かうと、
そこにイエティ
・パレス・ホテル
があります。
その2階にあるシャングリ
・ラ・
トレッカーズ・イン＆インターネットカフェに上がって、地元住民
がヨーロッパやアメリカから来た登山客とイエティについて話を交わしている声に耳をそばだててみま
しょう。会話とともに聞こえてくるのは、
チベットやインド、
ヒマラヤでよく耳にする民族音楽の調べです。

サー・フェストに華を添えてくれるでしょう。
このピクサーの祭典はディズニー・パークで開催するものとし
ては史上最大規模です。

15. エクスペディション・エベレストのスタンバイの列は、
かつて収穫された茶葉が出荷されていた建物が
テーマになっています。

ピクサー・フェスト：新しい壮大な花火ショーと人気の高い2つのパレードの復活が、期間限定のピク

ピクサー・ピア： 新たにイマジネーションを与えられたコースター、そして4つの独自のテーマをもった
「ネイバーフッド」がこの夏、
ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークのパラダイス・ピアをピク
サー・ピアに変身させます。

・Page 21-22：耳寄り情報

ダイノランド U.S.A.
16. いつも賑やかなレストラントサウルスは、
かつて化石の研究所であったこの建物の過去を物語る、視
覚的な展示物でいっぱいです。
17. 地元のガソリンスタンドのオーナーであるチェスターとヘスターが、
そのガソリンスタンドを化石の土産
物店に改装して一儲けしようとして作ったのが、
チェスター＆ヘスターズ・ダイナソー・
トレジャーです。
18. チェスター＆ヘスターズ・ディノラマ！にあるプライミーバル・ワールは、
ダイノ・インスティテュート周辺にあ
る真面目な恐竜のアトラクションに比べると、
それらをまるで茶化しているような、
愛らしい恐竜達が悪
ふざけしているアトラクションです。
19. 何をしてもドタバタしているチェスター＆ヘスターですが、
トリケラトップ・スピンのライドカーに施された、
目立たないけれども繊細な仕上げは、
アンティークのブリキ玩具のデザインを一層引き立たせています。
20. チェスター＆ヘスターズ・ディノラマ！の周囲を走る
「ディグズ・カウンティ」ハイウェイはルート498ですが、
この数字はディズニー・アニマルキングダムが開園した1998年4月にちなんで付けられたものです。

・Page 9：ディズニー・コミュニティからのニュース
メンバーシップ・マジックの一環としてムーンライト・マジックのイベント*では、通常の閉園時間間際にメン
バーと特別ゲストをパークにご招待し、
いつもより短い待ち時間で人気のアトラクションを存分に楽しんで
いただけます。
それ以外にも、普段は会えないキャラクターとのミート＆グリート、
リフレッシュメントの無料
サービス、
フェスティブ・ダンス・パーティなど盛り沢山です。2018年のムーライト
・マジックは一層拡大して11
月まで毎月特定日に開催。
それ以外の開催日も随時追加される予定です。

ほぼ20年ぶりに新設されるホテルの建設がこ
ディズニーランド・リゾート：ディズニーランド・リゾートに、

の夏始まります。
オープンは2021年を予定していますが、
ウォルト
・ディズニー・イマジニアリングが発表した
最初のコンセプト
・イメージによれば、
既存のディズニーランド・ホテル近くに新たに作られるディズニーラン
ド・
リゾートの入り口となる700室のホテルになる計画です。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート：2018年のエプコット・インターナショナル・フラワー＆ガーデン・
フェスティバルは2月28日に始まり、
５月28日まで開催される予定です。
ウォルト
・ディズニー・ワールド・リゾート：アカデミー賞受賞のディズニー/ピクサーの大ヒットアニメ映画、
『カールじいさんの空飛ぶ家』でおなじみのラッセルとダグが、
この春から個性豊かで派手な鳥たちと
一緒にディズニー・アニマルキングダムの新しいライブ・ショーに参加します。
ウォルト
・ディズニー・ワールド・リゾート：ディズニー・スプリングスにやって来るNBAエクスペリエンスの

完成予想図を一見すると、
現代的なNBAのアリーナに触発され、
洗練されたデザインになっていることが
わかります。計画によれば、
NBAエクスペリエンスはディズニー・スプリングス・ウェストサイドにある旧ディズ
ニークエスト跡地に2019年にオープンの予定です。

・Pages 23-26：ディズニーの遺産
ディズニー・ファイル・マガジンでは、
光栄にも伝説的な映画監督ドン・ハーン
（『美女と野獣』
『ライオン・キン
グ』）
を寄稿コラムニストとしてお迎えできることになりました。
ディズニー・レジェンドであった故マーティ
・スク
ラーの残した伝統の灯火を、
きっと絶やさずに守ってくださることでしょう。
魔法のようなミッドセンチュリーモダンのディズニー／ドン・ハーン

・Page 10：コミュニティ
・カレンダー
ディズニー
・
ファイル
・マガジンでは今季以降既に予定されているメンバー対象のイベント*のハイライ
トをお知らせします。
*コンドミニアム組合総会およびプール・ホッピングを除き、
ここに列挙されているイベントは
「メンバーシップ・エクストラ」
に含ま
れるものであり、
参加資格には条件があります。
詳しくは1ページ下欄に記載のご利用についての大事なお知らせをご覧ください。

20世紀中頃のディズニーは、息を呑むようなイノベーションと、
いつでも私を刺激してやまない作品達が
生まれた時期でした。
そのすごさを伝えたくて「Yesterday’
s Tomorrow : Disney’
s Magical Mid
Century」
という新しい本を一冊書いてしまったほどです。

・Pages 27-28：ツリー・オブ・ライフの謎／ジム・コーキス

・Pages 11：自分だけの自慢のグッズ
バケーションの思い出を身に着けたいと願うメンバーの皆様からの、
自分だけのリゾートグッズがほしいと
の声にお答えし、
ディズニー・バケーション・クラブではメンバーシップ同様、
細かなご希望に合わせて注文
できる新しいグッズのコレクションをご用意いたしました。shopDisney.com/dvcにて、
メンバーの皆様が
細部にいたるまでお好きなデザインを選んでカスタマイズしていただけるオンライン限定のシャツ、
バッグ、
マグカップなどのコレクションをご用意しています。

偉大なる自然と多様な野生の王国へのトリビュートであるツリー・オブ・ライフは、
ディズニー・アニマルキング
ダムにとって、
まるでシンデレラ城のようなシンボル。大自然の価値観は人間のそれに勝ることを宣言して
いるのでしょう。
このパークの記念すべき20周年を祝うディズニー・ファイル・マガジンの特集の一つとして、
複雑にデザインされたこのシンボルについて、
少し詳しく話してみようと思います。
*表面下欄に記載のご利用についての大事なお知らせをご覧ください。

●ディズニー・ファイル・マガジンの日本語要約版をおたのしみいただいていますか？日本語メンバー・ウェブサイトでもご覧になれます。
「マイDVCメンバーシップ」から
「ディズニー・ファイル・マガジン」
の▶2018の▶をクリックしてください。
大切な情報を確実にお受け取りいただくため、
DVCMember.jp
（日本語メンバー・ウェブサイト）/DisneyVacationClub.com
（英語）
を定期的にご覧いただきますと同時にメールアドレスのご登録をお願い申し上げます。
尚、
メンバーは同じログイン情報で日本語メンバー・ウェブサイトDVCMember.jpと英語のDisneyVacationClub.com両方のご利用が可能です。

ディズニー･バケーション･クラブ ジャパン・メンバー・サービス

・日本国内からフリーダイヤル：0120-98-4050 ・日本以外の国（米国など）からの有料番号：+1-321-939-4411
・営業時間：火曜日～日曜日 9AM～5PM(日本時間） ・お支払いに関する受付時間は9AM～3PMまでとなります。
※メンバーサービスにご連絡の際には、12桁のメンバーID番号をご準備の上、
ご連絡ください。
日本語メンバー・ウェブサイト
：www. DVCMember.jp
ⓒ Disney
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DVC-18-63439

