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Welcome Home
私は20年この会社で働いていますが、その間にとても興味深い変化が起こりました。これは私の髪のことではありません（ロビン・フッドがノッティンガムの

法を尊重するよりもグレーゾーンが増えてしまいました）。お話したいのは、私のディズニーに対するイメージがより広がったことなのです。前は、単に現実から

逃れたい人々のために、童話の世界を創るクリエイターというイメージを持っていました。もちろん、それも大切です。 ピーターパンと空を飛んだり、森のクマと

一緒に歌ったり、鳥が話したり花がささやく部屋に腰掛けたりすると、その日のTVのニュースで、誰が何を話そうと、現実をすっかり忘れることができるでしょう。 

しかし、それだけではないのです。

今は亡きディズニー・レジェンド、マーティー・スクラーは良き友人でもありユニークな発想の持ち主でした。今でも毎日のように彼のことを思い出しています

が、以前、同僚のジョン・ヘンチのことを話してくれたことがあります。ジョンもディズニー・レジェンドでしたが、彼はディズニー・パークのコンセプトをただの「現

実逃避」だとすることに納得せず、ディズニーの本当の目的は単なる気晴らしではなく、本当に大切なことを思い起こさせることだと主張していたというので

す。ウォルト・ディズニーは本物の楽天家であり、彼の名を冠した私達の会社は、そんな前向きな姿勢を届けることをその仕事にして、発展し続けてきました。

映画であれ、テーマパークであれ、また私の家を埋め尽くしている数えきれないグッズを通してでさえ（子供が生まれてから、うちの居間はまるでディズニース

トアみたいです）、ディズニーでの体験が私達に与えてくれるものは、より素晴らしい明日を信じる気持ちです。

それは今号のディズニー・ファイル・マガジンで私がインタビューしたすべてに共通して見られたテーマでした。

『メリー・ポピンズ・リターンズ』監督のロブ・マーシャル（誌上P3-6、ポジティブで楽天的な映画を作りたいという製作チームの強い願い）や『シュガー・ラッ

シュ：オンライン』のプロデューサー、クラーク・スペンサー（誌上P7-8、夢を信じてウォールストリートからハリウッドに飛び込んだ経験）、それ以外にもたくさんの

インタビューでも皆が話していたことでした。これらのビデオは、よりアクセスしやすくなったディズニー・ファイル・オンデマンドでいつでもご覧になることができま

す（ウェブサイトdisneyvacationclub.com/disneyfiles（英語）にて、ログインなしでご利用いただけます）。そしてこのテーマこそ、

私がディズニーで次の20年間一生懸命頑張ろうと思う原動力なのです。

装いも新たな紙面でお届けするマガジン、より進化したデジタルコンテンツ、そして東西両海岸から出発するメンバークルーズ

やディズニー・バケーション・クラブに加わる新しいリゾートなど、新年はかつてない忙しさとなりそうです。果たして2019年は今

までで最高の年になるでしょうか？それはまだわかりませんが、私は楽観的な見通しを持っています。

ウェルカム・ホーム！

ライアン・マーチ
ディズニー・ファイル・エディター
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ウォルト・ディズニーの「カルーセル・オブ・プログレス」の前向きな考えにインスピ
レーションを受けました。ライアンは心の中のオーヴィル叔父さんと交霊します。

（ここでは、プライバシーなんてものはないのさ！）

There's a 
Great Big 
Beautiful 
Tomorrow



今年の初め、エプコットでのディズニー・

バケーション・クラブ・ムーンライト・マジッ

ク・イベントにメンバーの皆さまと一緒に

参加したあと、月明かりの下、私が心から

愛してやまないアトラクション「リビング・ウ

ィズ・ザ・ランド」を楽しんできました。ハイ

テクを駆使して育てられた園芸作品を見

るのが楽しいのはもちろんですが、何より

もこのアトラクションは私が育った、今で

も家族が働くミシガン州の農場での子

供時代を思い起こさせてくれるのです。その農場で学んだことは、その後様々

な仕事をするようになっても私を支えて続けてくれていますが、その一つに、も

し畑から多く作物を得ようと思うなら、まず畑の声に耳を傾けることから始めな

さい、という教えがあります（私が今でもこのエプコットのアトラクションを、オー

プン当初の名前「リッスン・トゥ・ザ・ランド」でつい呼んでしまうのはおそらくこの

せいでしょう）。

農場で働くのも、マジカルなコミュニティを率いるのも、より良く生きること

は耳を良く傾けることから始まるのです。ここディズニー・バケーション・クラブ

の私の前任者は、メンバーとキャストに良く耳を傾けるという精神をしっかりと

根付かせました。それによってウォルト・ディズニー自身によって創り上げられ

た大切な伝統を基に、開かれたフィードバックを生かしてより効果的な企画を

生み出してきたのです。 私はこれを引き継いていくことに誇りを持っています

し、なによりも、これこそがメンバーの皆さまに最高のものを提供する最善の

やり方だからなのです。

例えば皆さまからの、バケーションの予 約の変 更をオンラインで

できるようにして欲しいという要望に耳を傾け、オンライン予約ツール

（disneyvacationclub.com「Plan Vacations」タブ、DVCMember.jp「バ

ケーションの計画」タブ）を再構築しました。これによって、バケーションポイン

トを使って予約をされたメンバーの皆さまが、ご予約された宿泊施設や宿泊

人数および日程を簡単に変更できるようにしました。（より便利になったこの

ツールの最新の改善点については17ページで詳しくご覧になれます）同時

に、機能が充実したことにより、モバイル・デバイスでもさらに使いやすく、出

先からでも簡単に予約や予約の変更ができるようになりました。

また、ディズニー・ウィルダネス・ロッジにあるリユニオン・ステーションのプラ

イベート・ラウンジ・サービスをもっとフレキシブルに利用できたら、という声を私

共は真剣に受け止め、18ページでご紹介するように、滞在者全員が滞在全

期間を通して利用しなければならないという条件をなくし、皆さまのバケーショ

ンの計画に合わせてサービスを追加できるようになりました。ディズニー・ウィル

ダネス・ロッジに滞在していなくても、有効なメンバーシップをお持ちのメンバー

の皆さまには、バケーションの滞在中全期間はもちろん、一部の期間だけでも

リユニオン・ステーションのプライベート・ラウンジ・サービスをご利用いただける

ようになりました。

そしてメンバーの皆さまからの「アウラニで利用できるメンバーシップ・マジ

ック*をもっと増やして欲しい」との声に応えて、新年には、メンバー様のため

に企画された体験をいろいろとご用意しております。（参考例は11ページを

ご覧ください）

ディオゲネスというギリシャの哲学者がいますが（実はこのコラムのために

調べるまで名前も知りませんでした。グーグルのお陰です！）、彼はその昔、人

間に耳は2つあるのに舌は１つしかないのは、話すよりも聞くことのほうが大

事だからだ、と言ったそうです。私がこのことについて考えるのは、エプコット

にある温室にいるときだけではありません。アートから建物にいたるあらゆるも

のに描かれていたり、メンバーの皆さまのかぶっている帽子についている我

が社のトレードマークであるミッキーヘッドを目にするたびに、耳を傾けること

の大切さを思い起こすのです。

もしパークやリゾート、またその近くのどこかで私共を見かけることがありま

したら、ディズニー・バケーション・クラブのスタッフはみんな、皆さまからの声を

とても大事にしていることを思い出してください。 なぜなら、ディズニーの魔法

はまず耳を傾けることから始まるからです。

皆さまの声をお聞かせください 
テリー・シュルツ、シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー
ディズニー・バケーション・クラブ、アドベンチャー・バイ・ディズニー及びゴールデン・オーク
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*ご利用・参加資格については１ページの重要なお知らせをご覧ください。



『メリー・ポピンズ・リターンズ』制作の舞台裏

多くの映画製作者にとって映画『メリー・ポピンズ』は、彫刻家にとって≪ダビデ像≫のような名作ですから、その続編を

つくるというのは、大変な難題でしょう。 ジュリー・アンドリュースを一躍スターにし、映画常連客に「砂糖ひとさじあれば苦い

薬も飲めちゃう」ことを教えたこの大ヒット映画は、ウォルト・ディズニーの映画の中でも素晴らしい傑作の一つに数えられています

が、最初の上映から半世紀経っても変わらず多くの人々に愛され続けている時代を超えた名作なのです。 この完璧とも言える映画にふさ

わしい続編を作るという難題に、制作スタジオは一体どのように取り組んだのでしょう？　まずは、『メリー・ポピンズ』を誰よりも愛している監督

を探してきて、あの有名な傘を彼に託すことからはじめたのです。  

「それが子供のとき、初めて見た映画だったんです」と『メリー・ポピンズ・リターンズ』の監督、ロブ・マーシャルが、この1964年制作の映画

についてディズニー・ファイル・マガジンに語ってくれました。 「映画ってこんなこともできるんだ、ということを僕に教えてくれたんです」 「それは

僕の世界を一変させてしまうような体験でした」。

2002年の『シカゴ』（この作品で彼はアカデミー賞にノミネートされました）でミュージカル映画のジャンルに再び活気をもたらしたマーシャル

監督は、彼の前作でディズニーのヒット作品『イントゥ・ザ・ウッズ』でも一緒だったプロデューサーのジョン・デルーカとマーク・プラットと共にこ

のプロジェクトに参加しました。

「メリー・ポピンズ』の続編の可能性については、ずっと大きな関心を持っていました。でも本当にやれるとは思っていなかったんです」とマー

シャル監督は続けて話しました。 「ディズニーが僕らに話を持ってきて『ゴーサインが出た』と言うまで、本当にそんな機会が実現するなんて信じ

られなかったんです。でも本当のことを言うと、もし誰かがやるなら、僕らのような映画製作者が作るべきだって思っていました。なぜなら僕らは

最初の映画が本当に大好きなんです。だから、続編を作るとしたら、たくさんの愛情と注意、それにリスペクトを持ってやらなくちゃいけないと感

じていたんです。『メリー・ポピンズ』のDNAを変えるなんてことはしたくなかったし、大ファンである僕自身がそれを許しませんでした。

新たなストーリーのはじまり
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現代版の『メリー・ポピンズ』なんて見たくはありませんでした。1作目と同

じ舞台の中でストーリーが語られるべきなんです。 僕らの役割は作り変え

て、最初からやり直すことじゃない。 「すでにそこにあるもの、この素晴らしい

映画とそれが創り出した世界を残し、まったく新しいストーリーをそこに加え

てその遺産を受け継ぐことなんです」     

伝統を大切にする
新しいストーリーの舞台となる元の世界をさらに理解するため、制作スタッ

フはディズニー・ファイルのスタッフのお気に入りの場所の一つである、ウォル

ト・ディズニー・アーカイブスを訪れ、そこで貴重な時間を過ごしました。

「この映画の制作に関わるスタッフ全員が、最初の作品を隅から隅まで、

それもでき上がった映画だけでなく、どうやってそれが制作されたかまで理解

していることがとても大事だったんです」マーシャル監督はその訳を説明して

くれました。 「例えば、僕たちはピーター・エレンショウによる多くの初期のコン

セプト・アートを調べていきました。1964年の作品中で使われたあの美しいマ

ットペイントをすべて担当していたのは彼なのです。 それらのコンセプトアート

は本当に素晴らしく、とてもシンプルで印象派や抽象絵画のような絵でした。 

これが、映画のタイトルが登場する最初のシーンの制作につながったのです。

そのシーンではピーターのコンセプトアートに加え、僕たちのストーリーのため

に新しく描かれたコンセプトアートも使われています。

でも、それらもピーターのスタイルで描かれているんです」　同様にディズ

ニーの伝統を継いで作られたのが、1964年の作品と同じく実写と手書きの

アニメーションを組み合わせて作られた15分のカットです。

このカットのためにピクサーとウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ

の両方から才能豊かなアーティストが集められましたが、「これには皆とても興

奮していました」と監督が言っています。 「すでに退職しているのにもかかわ

らず、わざわざ来て一緒に仕事をしてくれたアーティストもたくさんいましたが、

大半はこのスタイルを学びたいと興味を持ってやってきた若いアーティストた

ちでした。すべてのアニメーションのフレームは手描きによるもので、本当に

素晴らしいんです」

スターを発見する
もちろん、このような細部までのこだわりや前作への愛情をもってして

も、主役にピッタリの完璧なスターを見つけられていなかったなら、メリー・ポ

ピンズのDNAを完全に再現することはできなかったでしょう。

そんな人を探すのにさぞかし苦労したことでしょうね？「実は、それが一番

すんなりいったことだったんです。」とマーシャル監督は説明してくれました。 

「ちょうどエミリー・ブラントとは『イントゥ・ザ・ウッズ』で一緒に仕事をしたば

かりだったんです。彼女のことは友人として大好きですし、何よりも、この役

を演じるのに必要なものをすべて備えていると確信していました。「メリー・ポ

ピンズ」は確かに礼儀正しい乳母なんですが、同時にバンクス家の子供達

よりもずっと冒険好きな子供心を内に秘めていて、でもそれは決して表には

出さないんです。 本当に愛すべき複雑なキャラクターなんですが、エミリーは

そのすべての要素を備えているんです。 

その上、彼女は歌って踊れますから 、この役には、彼女以外に考えられま

せんでした」。ブラント（最新作には『クワイエット・プレイス』や『ガール・オン・



ザ・トレイン』）と一緒に主演するのは、ピューリッツァー賞、トニー賞、そして

グラミー賞受賞のリン＝マニュエル・ミランダで、チャーミングで快活な街灯

点灯夫のジャックを演じます。

大ヒットミュージカル『ハミルトン』の作曲家および脚本家としてブロード

ウェイのファンにはおなじみの彼ですが、ディズニー・ファンには『モアナ』の

サウンドトラックを手がけたチームの一人として知られているでしょう。そして

今回『メリー・ポピンズ・リターンズ』では、彼は純粋に俳優として参加する機

会に飛び込んだのでした。

「ジョンと僕がこの役について彼に会ったとき、『ハミルトン』が大ヒットし

ている最中で、彼はまだそのショーに出演中だったんだ」とマーシャルは教

えてくれました。「彼は『ハミルトン』の後の最初の仕事にこのプロジェクト

を選んでくれたんだけど、僕らはそれを光栄に思いました。彼はただ俳優と

して仕事ができることを喜んでいたんだ。このキャラクターはメリー・ポ

ピンズとは気の合う古い友人のような役なんだ。彼女と同じ魔

法みたいな楽しげな雰囲気を持ってないといけないんだけ

ど、それこそリンが持っているものなんです。彼の演技

は作りものじゃなく、心から信じていて本当に純粋

で、それは本当に彼自身から出たものだからな

んです」。

この作品には多くの伝説的なスター

が脇役に出演して彩りを添えています

が、その一人が、退職した銀行の名

誉社長、ミスター・ドース・ジュニア

を演じるディック・ヴァン・ダイク

です。

「彼は本当にあこがれの俳優の一人でした」とマーシャルはこのディズ

ニー・レジェンドについて語っています。 　「彼は僕の子供時代のビッグ・ス

ターだったんです。」「だから、彼に映画に出てもらえるなんて、僕にとっては

本当にすごいことだったんです。彼が初めて撮影現場にやってきたときのこ

とをよく覚えています。僕らはみんな、興奮と緊張と期待が入り混じってい

て、そして光栄にも思ってたんです。 あるときにふと彼が「最初の作品を撮

影していたときとまったく同じ雰囲気を感じるよ」と言ってくれたんです。それ

は本当に感動的な瞬間でした。」

マーシャル監督は映画の終盤の大事なシーンでのヴァン・ダイクの演技

に思わず感動し、涙を流したことを思い出して語ってくれました。

「彼が子どもたちにストーリーを聞かせるところなんですが、素晴らしい

独白のシーンなんです。」と説明します。 「僕は撮影現場で、彼のそのシー

ンの演技に感動してしまって、『カット』って言うことができなかったんです。あ

まりに感動して涙で見えなくなるほどでした。」

オリジナルなミュージカルを創る
ハリウッドで最も成功した舞台ミュージカルの映画化作品をいくつも手

がけてきたマーシャル監督ですが、「『メリー・ポピンズ・リターンズ』はこの監

督にとって長く待ち望んでいた、オリジナルのミュージカル映画を作る機会

でもありました。

「今までやったことがなかったから、このことは僕にとってとても大きい意

味を持っているんです」とマーシャル監督は言っています。「僕の大好きなミ

ュージカル映画というのは映画のためだけに作られた作品で、『若草の頃』

や『雨に唄えば』から『恋の手ほどき』や『バンド・ワゴン』などです。いつもブ

ロードウェイのショーを持ってきて、それをどうやってうまく映画にするように

したら良いか頭を悩ませていたから、 『メリー・ポピンズ・リターンズ』では、本

当に自由に感じたんです。 制作の最初の段階から、ただ映画として見ること

ができましたからね。 「それは僕がずっとやりたかったことなんです。」
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撮影現場からのメモ

　『メリー・ポピンズ・リターンズ』の撮影は、ロンドンの最も有名な建物

や場所で行われました。例えばセント・ポール大聖堂、バッキンガム宮

殿、ロンドン塔、カウリー・ストリート、クイーン・アンズ・ゲート、ロイヤル 

エクスチェンジ（旧王立取引所）、コーンヒル、そしてキング・チャール

ズ・ストリートなどです。

スタジオセットでの撮影はロンドンのシェパードン・スタジオで行わ

れました。ここで近年撮影されたディズニー映画には、2017年制作の

『美女と野獣』や2015年の『シンデレラ』などがあります。8つの大き

な部屋の中に本物そっくりにできた映画の撮影セットが置かれ、中で

も一番大きなものはチェリー・ツリー・レーンのセットで、造るのに18週

間もかかりました。一方で、眼を見張るような素晴らしいミュージカル・

ナンバー『トリップ・ア・リトル・ライト・ファンタスティック』（ミュージカル

映画黄金時代の壮大なスケールのミュージカル・ナンバーへのオマー

ジュです）のために作られた寂れた公園のセットは、完成するまでに26

週間かかっています。

喜びを届ける
メリー・ポピンズが映画の中にやって来たのは、大恐慌時代のロン

ドンのバンクス一家に喜びと子供らしい驚きを取り戻してあげるため

でしたが、『メリー・ポピンズ・リターンズ』もまた明るい希望を求めてい

る観客に同じような贈り物を届けるために作られた映画です。

「僕らは大恐慌のような不景気にある訳ではないけど、ものすごく

たくさんの争いや対立に囲まれた非常に難しい時代に生きていると思

うんです。」とマーシャル監督は締めくくります。「メリル・ストリープ（映

画ではトプシー役で出演）がこの映画のことを「世界中への贈り物」と

言っていましたが、何かポジティブで希望に満ちたものを創り出したい

と僕らはみんな思っていました。 「メリー・ポピンズが、バンクス一家だ

けでなく、みんなの心の中にある子供に喜びや驚きを取り戻してあげ

ることが今以上に求められている時代はないと思うんです。」

監督はロブ・マーシャル、脚本はデービッド・マギー、脚本ストーリー

はマギー、マーシャル、ジョン・デルーカ、原作はP.L.トラバースによる『

メアリー・ポピンズ』、出演はエミリー・ブラント、リン＝マニュエル・ミラ

ンダ、ベン・ウィショー、エミリー・モーティマー、ジュリー・ウォルターズ、

ピクシー・デイビス、ナサナエル・サレー、映画初主演となるジョエル・

ドーソン、そしてコリン・ファースとメリル・ストリープ。プロデューサーは

デルーカ、マーシャル、そしてマーク・プラット、エグゼクティブ・プロデ

ューサーにカラム・マクドゥーガル、オリジナル音楽はマーク・シャイマ

ン、歌はスコット・ウィットマンとシャイマンによる全曲描き下ろし。

『メリー・ポピンズ・リターンズ』は12月19日に全米で公開予定

です。（日本では2019年2月1日（金）公開） 左から、プロデューサーのジョン・デルーカと
 監督のロブ・マーシャル

『メリー・ポピンズ・リターンズ』より



ラルフとヴァネロペの普通ではありそうもない友情を巡る数々のストーリーを映画にするなら、とても一作だけでは足りないのですが、『シュガ

ー・ラッシュ：オンライン』のプロデューサー、クラーク・スペンサー（関わった作品には『リロ＆スティッチ』『ボルト』『くまのプーさん』『シュガー・ラッ

シュ』『ズートピア』などがあります）との独占インタビューでも興味深い話が尽きず、先号だけでは収まりませんでした。ですから引き続き、ディズ

ニー・ファイル・マガジンのエディターであるライアン・マーチによるこのアカデミー賞受賞プロデューサーの独占インタビューの第2部をお楽しみ

ください。その中で彼は、ウォール街からハリウッドへの驚くべき転身の背後にあった思いや、フロリダで映画制作をしていた頃の懐かしい思い出

などについて語ってくれました。 彼のチームの最新作、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作の『シュガー・ラッシュ：オンライン』は現

在公開中、全米の劇場でご覧になれます。（日本では12月21日（金）公開）

クラーク・スペンサー独占インタビュー、第２部

このインタビューや他の制作スタッフ、俳優への
インタビューを収録したビデオがウェブサイト
 disneyvacationclub.com/disneyfiles

（ログインする必要はありません）でご覧になれます。

ライアン ： 初めてあなたと僕がこんな風に一緒に座ってお話しをしたのはフロリダでしたね。 当時、僕は社内報「ウォルト・ディ

ズニー・ワールド・ペーパー」の編集者で、あなたは『リロ＆スティッチ』のプロデューサーをしていましたね。フロリダにいらした頃、

そこでの暮らしだけでなく、ウォルト・ディズニー・ワールドの真ん中にあったスタジオで映画プロデューサーとして仕事をされてい

たときの思い出で特に楽しかったことはなんでしょう？（編集注：『ムーラン』と『ブラザー・ベア』もまたディズニー・アニメーション・フ

ロリダ・スタジオの才能あふれるスタッフによって創られたものです。このスタジオは現在「スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ」のアト

ラクションが入っているディズニー・ハリウッド・スタジオの建物の中にありました。）　

 クラーク ： そうですね、思いつくのは２つあります。 あのフロリダのスタジオは信じられないくらい素晴らしいアーティスト達の

集まったスタジオで、そして本当の家族みたいだったんです。350人ほど働いていましたが、ディズニーのアニメーション制作で、

新しくこのスタジオを一から造るため、国中の様々なところからやって来た人々だったんです。 その集まった人たち自体がま

ず素晴らしかったんです。 僕らはみんな本当にひとつの大きな家族みたいな雰囲気で、それがものすごく良かった

ですね。

でも私にとって一番大事だったことと言えば、パークに出ていって、そこでランチを食べることでした。それは

自分たちがディズニーの一部なんだということをいつも思い起こさせてくれる機会だったんです。 なぜなら、や

やもすれば、どんな仕事でもただ職場に出勤してそれをこなしているうちに、ある時点で単なる「仕事」になりが

ちだからです。 でもパークに出ていって、そこでキャラクターたちと楽しそうに過ごしている家族や子どもたち

を見ていると、それが人々の心を変えてしまうような体験で、もしかしたらいつかこの子達がディズニーで働き

たいと願ってここに戻ってくることがあるかもしれない、と気づいて、そんなことを考えながら仕事に戻ると、仕

事に対する自分の心構えがまったく変わってくるんです。 自分のやっていることが、本当に何かを変えること

ができるように感じて、本当に嬉しくなるんです。

 ライアン ： あなたはとてもユニークな経歴を持っていらっしゃいますね。 ハーバード大学に行かれ、そ

の後ウォール街で仕事をされ、そして映画製作者に転身されましたが、そんな風にキャリアを変えた人は

あまりいないでしょう。 まったく違うキャリアに転職したいと思っているけど、なかなかその勇気が出ない、

そんな人達に何か良いアドバイスはありますか？



クラーク ： 正直言って、「やってみるしかない」位しか言えない

なあ。 ウォール街ではすごくいい経験をしました。 僕は大学を出

たばかりで、働いた経験なんか殆どありませんでした。それで僕は

その頃みんなが選んでいた業界で仕事をはじめたんです。それが

銀行という訳だったんです。 それは素晴らしい経験でしたし、そこ

からたくさんのことを学ぶことができました。

でも働き始めて４年ほどした頃、ちょっと考えたんです。20年か

30年後も果たして、今と同じ情熱を持って仕事をしているだろう

かって。そこで、きっとそれは僕には無理だろう、という感じがした

んです。 おそらくそのままいっていれば、それなりに成功していた

かもしれません。 ただ毎日起きては会社に行くことの繰り返しで、

仕事への情熱は失われていったでしょう。 でももし自分の仕事が

本当に大好きなら、どんどんいい仕事ができるようになると思うん

です。

エンターテイメントに関わる仕事をしたいという思いは、いつで

も僕の頭の片隅にありました。 子供の頃、僕の祖父は映画館を

経営していましたから、しょっちゅう映画を見ていて、映画が大好き

だったんです。それで考えたんです。一か八か、失敗してもいいか

らやってみようって。それでウォール街の仕事を辞め、ロスに引っ

越したんです。仕事のあてなんかありませんでした。 ロス中のス

タジオに面接に行って、なんとかディズニーで経理財務部門の仕

事にありついたんです。その後頑張って最終的に実際にアニメー

ション映画を作るこのクリエイティブなポジションに就くことができ

たんです。

あの時こちらの道を選ぶ勇気がなかったら、今の自分はなかっ

たでしょうね。 それに、ダメだったらいつでも銀行の仕事に戻れ

る、という気持ちがあったから支えられたように思います。 扉は完

全に閉じずに戻る可能性は残しておいたんです。 けれど、もしも

新しい扉を開くことをせず、本当にやりたいこと、信じていることに

挑戦しないで、40年後にふと気付いて後悔するなんてことになり

たくなかったんです。」

2017年冬にディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでデ

ビューした「スター・ウォーズ：シークレット・オブ・エンパイア」がバーチャル・リ

アリティの限界への挑戦だとすれば、ラルフならその限界を破壊してしまうに

違いありません。

VRの限界を超える新しいハイパーリアリティ体験を約束する「ラルフ・ブ

レイクス・VR」は、この号がお手元に届く頃までにはディズニーランド・リゾー

トのダウンタウン・ディズニー・ディストリクトとウォルト・ディズニー・ワールド・

リゾートのディズニー・スプリングスに「スター・ウォーズ：シークレット・オブ・エ

ンパイア」と肩を並べて登場する予定です。

様々な知覚を刺激する、ほかに二つと無いこのアドベンチャーは、ウォル

ト・ディズニー・カンパニーとILMxLAB（ルーカス・フィルムのイマーシブ・エン

ターテイメント部門）、そしてThe VOID（本物のセットとリアルタイムのインタ

ラクティブな効果を組み合わせたイマーシブな体験を創り出している会社）

との最新のコラボによって実現したものです。

ILMxLAB担当取締役のヴィッキー・ドッブス・ベックはこのテクノロジーを

使った将来の展開について、「ゲストの皆さんを他のディズニーの人気キャ

ラクターの世界にも招いて、その世界を歩き回ったり、本物のように感じられ

るキャラクターと一緒に過ごしたり、ドキドキするような冒険を出てみたり、不

思議な感覚を味わってみたりと、今までにない新しいマジックの体験を提供

したいと考えています」とちょっとだけ明かしてくれました。

「スター・ウォーズ：シークレット・オブ・エンパイア」と「ラルフ・ブレイ

ク・VR」についてのより詳しい紹介やチケット情報は thevoid.com でご覧

になれます。
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30年以上にわたって、多くの人々や団体が啓発的な知識を求めてディズ

ニー・インスティチュートにやって来ました。現在、有効なメンバーシップをお持

ちのディズニー・バケーション・クラブのメンバー*はメンバーシップ・マジックの

一環として、ディズニー・インスティチュートの厳選された専門能力開発コース

やサミットに受講料20パーセント割引でご参加いただけます。

これらはディズニーランド・リゾートとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの

両方で一日から数日までのプランで開講しており、興味深い学びの体験を通

して、ディズニー・マジックを裏で支えている実績豊かなメソッドに触れ、単に

教科書の理論にとどまらない、リーダーシップやキャスト／雇用者との労使関

係、ゲスト・サービス、またはこれらのトピックが複雑な組み合わさった問題への

ディズニーならではのアプローチを理解することができるのです。

中でも最も人気の高いものの一つが、ディズニー・インスティチュートによる

カスタマー・エクスペリエンス・サミットです。この数日間に及ぶカンファレンス

形式のイベントでは、参加者がディズニーが長年の成功から得たビジネスに

ついての洞察やカスタマー・エクスペリエンスに対する独特のアプローチを受

講者自ら体験しながら学ぶことができます。 ディズニーのエグゼクティブによ

る基調講演に加え、テーマパークやリゾート運営の舞台裏の視察体験、業界

ネットワーキングの機会やその他ディズニーならではのサプライズ体験が全日

程を通して数多く用意されています。

ディズニー・インスティチュートのプログラムについてはウェブサイ

ト、DisneyInstitute.com にてより詳しい情報がご覧になれます。メ

ンバー・ディスカウントのご利用をご希望の方はdisneyvacationclub.

com/institute をご覧ください。または日本語メンバー・ウェブサイト

dvcmember.disney.co.jp/discounts-perks-offers/special-offer/

disney-institute-courses/をご覧ください。

*ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。

Disney
CommUNITY

さらなる高みを目指して
ディズニー・インスティチュートのコースやサミットの受講料がメンバー限定でディスカウント
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ネイバーフッドのルーツ    

ディズニー・サラトガスプリングス・リゾート＆スパをバケーションの「

ホーム」にしている方も、またはウォルト・ディズニー・ワールドの歴史に

ついて知り始めたばかりという方も、このリゾートのルーツがディズ

ニー・インスティチュートの元キャンパスであることはもうご存知かも

しれません。 

1996年にゲストに向けてオープンしたディズニー・インスティチュー

トは、ビジュアル・アートから料理、パフォーマンス・アート、園芸、スポー

ツやフィットネスなどの幅広い対話型の教育プログラムにゲストの家

族が参加できる、まったく新しいタイプのディズニー・バケーションを開

発しました。その後ゲストの求めるものも変わっていき、インスティチュー

トのカリキュラムの焦点がよりディズニー・パーク及びリゾートの内側

の仕組みを学ぶことへと移っていったため、2000年にはディズニーの

ベスト・プラクティスを学びたい個人や企業のためのクラスが開講しま

した。

プログラムのさらなる拡大に伴い、ディズニー・インスティチュートは

そのキャンパスを離れ、ディズニーの施設内外の様々な場所で受講

者にプログラムを提供するようになりました。

そのためキャンパスにあったゲスト用バンガ

ローやタウンハウス、ヴィラやバケーション・

ホームは2002年を最後に使われなくなりま

した。しかしこれによって、このレイクサイド・

キャンパスは、ディズニー・バケーション・クラ

ブの下でディズニー・サラトガスプリングス・

リゾート＆スパとして生まれ変わることとな

り、2004年には最初のメンバーをそのホー

ムに迎えたのでした。

disneyvacationclub.com/institute



メンバーシップ・エクストラ

アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ ： 楽園のような

このリゾートには、ディズニー・ファイル・スタッフのお気に入りの場所があるの

ですが、そこでは今ある授業が行われています。大学でもそんな授業があれば

良かったのにと誰もが思う、ペンとノートの代わりにグラスとフォークを手に持

って学ぶクラスなのです。

2019年1月5日に登場する予定の「ミクソロジー・アット・オレロ・ルーム」

は、メンバー*のために企画された、アウラニならではの手作りカクテルとハワ

イ風スナックを組み合わせたワークショップです。その名が示すとおり、この新

しいメンバーシップ・マジック体験は、リゾート内のオレロ（会話の意味）・ルー

ムで開催されます。この目にもとても魅力的な言葉の学べるラウンジでは、ハ

ワイ語そのものがそのテーマになっており、彫り物と一緒にそのハワイ語の名

前や説明が壁中を覆っています。

ワークショップの参加者はまずオレロ・ルームについての説明を受け、その

後スピリッツ（死者の国とか怖いところに連れて行く精霊のことではなく、お酒

のことです）の歴史について、蒸留の過程や完璧なホームバーの準備の仕

方などをより詳しく学びます。

約１時間のコースを通して、参加者は３つのオリジナルカクテルをお楽しみ

いただけます。（日によっては、カクテルを作るお手伝いもしていただく場合も！）

それぞれのカクテルにはそれとぴったり合うハワイ風のスイーツまたは塩味の

スナックが付いてきます。 その時のクラスにより料理の内容は変わりますが、

この取材ではリリコイラーダ（パッションフルーツを使ったピナコラーダを思い

浮かべて下さい）とナーン・ブレッドにトッピングしたカルア・ポーク・ディップが、

トゥルー・ブルー・ハワイ（ラムとウォッカ、パイナップルシュース、ブルーキュラソ

ーの甘酸っぱいブレンド）にはファイアクラッカー・スパイシー・カラマリが、そし

てトロピカル・マイタイ（定番のラム酒カクテルのアウラニ風）にはロースト・パ

イナップル・クリームブリュレが添えられています。

こんな授業がもし大学にあったなら、ディズニー・ファイルのスタッフは今で

も学生のままでいるかもしれませんね。

 参加費用は一人＄55（税+サービス料込み）です。ご予約のお問い合わ

せは、メンバー・サービスまでお電話ください。

*ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。

ディズニー・ファイル・マガジンではメンバーシップ・マジックの一環としてご利用になれる

たくさんのメンバーシップ・エクストラ*から、幾つかを取り上げてご紹介します。 ご利用に

なれる特典のすべてのリストは、ウェブサイト disneyvacationclub.com（「My DVC Membership」タブから「Member Benefits & 

More」）またはDVCMember.jp（「マイDVCメンバーシップ」タブから「メンバー特典」）でご覧になれます。

part of

混ぜてしまおう 
ミクソロジー体験で、この楽園はもっとメンバーシップ・マジックでいっぱいに

誇らしい栄誉
アウラニはこのほどハワイ州観光局から最高の栄誉を受けました。ハワイ語の常用への貢献が認められ、

ツーリズム・レガシー賞を受賞しました。

memBeRSHIP eXTRAS



セブン・シーズで乾杯

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート：もしあなたがディズニー・バケーショ

ン・クラブのメンバーなら、普段の生活がちょっと違ったものになるでしょう。 ま

ず朝の通勤にはモノレール、 お昼のフライトには象が、そしてちょっと近所の

バーへ立ち寄るのにはボート。

最後のエクスペリエンスが本当に実現してしまうのが、ウォル

ト・ディズニー・ワールド・リゾートのセブン・シーズ・ラグーンで週

ごとに開催されるメンバーシップ・マジックのイベント、セブン・

シーズ・テイスティング・クルーズです。

 メンバー*のために企画されたこのクルーズは、ほぼ

毎週月曜日午後3時から、スペシャルなポンツーンボー

トに乗ってディズニー・コンテンポラリー・リゾートの

マリーナより出帆し、「王冠に輝く宝石」のようにモノレールで結ばれた3つの

美しいリゾートを訪れます。 この3時間のツアー（もう待ち遠しくなって海賊の

唄を口ずさみ始めた人はいませんか？）では、ディズニー・グランド・フロリディア

ン・リゾート＆スパのビーチ・プール・バー、次にディズニー・ポリネシアン・ビレッ

ジ・リゾートのトレーダー・サムのティキ・テラスに立ち寄り、その後ディズニー・

コンテンポラリー・リゾートに戻り、トップ・オブ・ザ・ワールド・ラウンジを訪れま

す。メンバーとそのゲスト（メンバーを含む最大4名様まで）は各ラウンジでカク

テル（21歳以上の方のみ）とスナックのセットをお楽しみいただけます。

参加料の詳細およびご予約のお問い合わせは、メンバー・サービスまでお

電話ください。

 *ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。

ComMUNITY •   12

新しいメンバーシップ・マジック・エクスペリエンスがセブン・シーズ・ラグーンから出帆します

インスタ映えする一瞬を捉えよう
セブン・シーズでのアドベンチャーの写真をソーシャルメディアに投稿しませんか？ 投稿にはハッシュタ

グ#DVCMEMBERをつけるのをお忘れなく。



ディズニー・ファイル・マガジンでは、ご自宅をディズニーのテーマで飾られたメンバーからの写真やストーリーを皆さまにご紹介します。 

今号でご紹介するのは、2017年からメンバーになられたニュージャージー州のレイチェルさんとマシューさんからの投稿です。

子供が成長する部屋には、大人になることは必ずしも子供でなくなることではないことを、部屋の小さな住人に思い起こさせてあげるような飾り付けをすることも

必要かもしれません。 レイチェルさんとマシューさんがやったことはまさにそれでした。ディズニーの大ファンの二人は彼らの赤ちゃん、ランドンの部屋をピーター

パンのテーマで見事に飾り付けたのです。　遊び心と落ち着きが絶妙に調和したこの穏やかなスペースは、額縁に入ったピーターパンのセリフから目覚まし時

計のチクタクワニ、そしてロンドンやネバーランドの方角を指す標識など細かなディテールまで丁寧に飾られています。 大人になんかなりたくない、という私達の

強い願いを応援してくれるようなお部屋ですね。

ディズニーがテーマのお部屋がありますか？ ディズニー・グッズの膨大なコレクションや、ディズニーのテーマで飾り付けられた部屋など、あなただけのディ
ズニー・ホームの写真を募集しています。  写真（お送り頂いた写真はお返しできませんので、オリジナルはお手元に残されるようお願いいたします）と一緒に、
メンバーになられた年、あなただけのディズニーのスタイルの紹介文を載せたお手紙を同封の上、次の宛先までお送りください ： Disney Files Magazine’s 

“My Disney Home”, Disney Vacation Club, 1390 Celebration Blvd., Celebration, FL 34747, USA その際に署名済みの写真使用許可書
を同封するのもお忘れなく。許可証はウェブサイト disneyvacationclub.com/releaseform （または日本語ウェブサイト dvcmember.jp/release-form）か
らダウンロードおよびプリントできます。

メンバーのお宅拝見

diSNey Home
my

•   ComMUNITY13

私だけのディズニー・ホーム
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altered

original

presents

1718年にスペインの宣教師によって建てられたテキサス州サンアントニオは、今やアメリカでも7番目に人口の多い都市にまで成長しました。 聖アントニオに

ちなんで名付けられたこの都市には、歴史的に有名なアラモ砦から名高いリバーウォーク、それにアメリカ有数の規模を誇るロデオまで多くの観光名所があり、

「ひとつ星の州（テキサスの愛称）」の中でも今一番注目されている旅行地です。 この街のリバーウォークの色鮮やかな写真の中に隠された7つの間違いを

見つけたら、ウェブサイト disneyvacationclub.com に行ってみましょう。そこでは何千ものワールド・コレクションのエクスチェンジ・オプションがクリックひとつ

でご覧になれます。アラモ砦の戦いを忘れてはいけませんが、メンバーシップ・マジックの一環として、ワールド・コレクション・エクスチェンジの取扱手数料95

ドルは引き続き免除されることもお忘れなく！

*現在のところ、2019年12月31日までに確認がとれたご予約については、取扱手数料はかかりません。なお予告なしに手数料の免除が終了、または手数料が変更されることがあります。RCIが提供するデス
ティネーションは予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。宿泊施設は空き状況によっては利用いただけない場合があります。

piCTURe THIS
「思い浮かべてみましょう」RCI 提供

写真左から (1)パラソルの色がひとつ変わっています (2)パラソルが並んでいる側の川の水位が高くなっています (3)写真中央の木が高くなっています (4)その木の右側にあった窓がひとつなく
なっています (5)写真右下にあるベンチの表面のタイルがなくなっています (6)写真右上の芸術的な彫刻のレイヤーが増えています (7)写真右下の歩道橋の階段の段数が１段減っています。



ディズニー・ウィルダネス・ロッジ、ウォルト・ディズニー・ワール
ド・リゾート ： 白雪姫と一緒のキャラクターダイニングが楽しめるストーリー

ブック・ダイニングがディズニー・ウィルダネス・ロッジのアーティスト・ポイントで

間もなくデビュー。最近終了したシグネチャー・ダイニングのあと、白雪姫やド

ーピー、グランピーの待つ魔法の森にメンバーを迎える、リイマジンされたダイ

ニング・エクスペリエンスが12月末までに再開する予定です。セットメニューで

は、みんなでシェアする前菜から始まり、一人一人に盛り付けられたメインディ

ッシュ、そして「甘い魔法」のかかったデザートまで、家族みんなで楽しめます。

食事の間には音楽やアクティビティもあり、もしかしたら鏡を見るのが大好き

な邪悪な女王に会えるかもしれません。 有効なメンバーシップをお持ちのディ

ズニー・バケーション・クラブのメンバー*はメンバーシップ・マジックの一環とし

て、料金10％オフ（アルコール、税金およびサービス料を除く）でご利用にな

れます。またディズニー・ダイニングプランもご利用になれます。 参加料および

ご予約のお問い合わせは、メンバー・サービスまでお電話ください。 （旅のオス

スメ：旧アーティスト・ポイントのメニューにあった大好きな料理をディズニー・ウ

ィルダネス・ロッジにある他のレストランで探すと見つかるかもしれません） 

 ディズニー・スプリングス、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾー
ト ： シティ・ワークス・イータリー＆ポア・ハウスがディズニー・プリングスのウェ

スト・サイドのエリアで2019年の夏にオープンする予定です。現在も建設中

のNBAエクスペリエンスに隣接する新しいビル内にあるこのレストランでは、

代表的なアメリカ料理（バーのおつまみからハンバーガーまで）や、80種類以

上の地元の醸造所の地ビールや世界各地からのさまざまなビールを楽しむこ

とができます。店内にはスポーツの観戦には最高の165インチの巨大モニタ

ーをはじめ、数多くのHDテレビが設置されています。 @DisneySpringsのイ

ンスタグラム、ツイッター、またフェイスブックをフォローして最新ニュースを手

に入れよう。

ディズニーランド・リゾート ： 新しいバーがディズニー・グランド・カリフ

ォルニアン・ホテル & スパのプールに2019年春にオープンします。格子屋

根の下、レンガや石、そして特製タイルでできた壁画によって巧みに装飾され

たスペースでメンバーとゲストはアペタイザーや飲み物を楽しむことができま

す。 一方、近くのディズニーランド・ホテルでは、装いを新たにしたタンガロア・

テラス・トロピカル・バー＆グリルが新しいアウトドア・バーと改装したテラスを

備えて、2019年の初めにオープンする予定です。 ミッドセンチュリースタイル

とティキ風に装飾されたこのオープンエアのレストランでは、青空の下、マー

ケットスタイルの朝食、昼食、夕食、それに軽食を楽しむことができ、コーヒーと

ドールウィップのために専用のカウンターもあります。

　ディズニーランド・パーク ： びっくりするほどおいしい世界中の食べ

物を発見できる異国情緒たっぷりのマーケット、ザ・トロピカル・ハイダウェイが、

この号がお手元に届く頃までにはディズニーランド・パークのアドベンチャーラ

ンドでオープンしている予定です。 世界的に有名なジャングル・クルーズ・アト

ラクションのそばにあるオープンエア・ドックに設置されたこの新しいマーケット

は、さまざまな種類のバオ・バンズ、冷やしラーメン・サラダ、スイート・パイナップ

ル・スプリングロールや他にもたくさんの食欲をそそる食べ物でいっぱいです。 

（旅のオススメ：日没後のザ・トロピカル・ハイダウェイは、たいまつのゆらめく火

に照らされて特に魅惑的です）

ディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 
「オーガズ・カンティーナ」が2019年、「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エ

ッジ」とともにカリフォルニアのディズニーランド・パークとフロリダのディズ

ニー・ハリウッド・スタジオにオープンします。この悪名高い酒場では、ゲスト

はユニークな容器に注がれた風変わりな材料を調合したカクテルと、大人

も子どもも楽しめる、この世のものとは思えないメニューの数 を々体験でき

ます。 場内を流れる音楽は、元スタースピーダー3000のパイロットで、スター・

ツアーズでその処女飛行に飛び立ったことでも有名なドロイド、RX-24の提

供によるものです。

community

restaurant spotlight

community

tasty tidbits • nourishing news  

•   ComMUNITY15

*ご利用・参加資格については１ページの重要なお知らせをご覧ください。

コミュニティ・キッチン
美味しくてタメになる一口ニュース
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ディズニー・ファイル・マガジンでは一年にわたり、美味しい知識のつまったマーシー・キャリッカー・スマザースに

よるディズニー・エディションの新刊「Eat Like Walt: The Wonderful World of Disney Food（ウォルト・デ

ィズニーの食卓：ディズニー・クッキングの素晴らしい世界）」のレシピを紹介してきましたが、今回最後を飾るの

は1934年のソフト・ジンジャーブレッドのレシピです。フランスではスパイシー・ブレッド、ドイツではペッパー・ケー

キとして知られ、ウォルト・ディズニーの家庭ではみんなが大好きなクリスマスのお菓子でしたが、その起源は千

年以上も前に遡ります。 ディズニー・ファイル・マガジンではスタッフ一同、皆さまの休日が楽しく喜びに満ちた

ものになりますよう心よりお祈り申し上げます。またもし「Eat Like Walt: The Wonderful World of Disney 

Food（ウォルト・ディズニーの食卓：ディズニー・クッキングの素晴らしい世界）」を書店でお見かけになりました

ら、是非手に取ってご覧になってください。

≪ ９人分 ≫       

材料 ：
・ ベーキングソーダ　小さじ１

・ 熱湯　3/4カップ*

・ バター　1/4 カップ*（室温）

・ ベジタブル・ショートニング　1/4 カップ*

・ 砂糖　1/4 カップ*

・ 卵　1個（よくかき混ぜたもの）

・ モラセス　1 カップ*

・ 小麦粉　2 カップ*（ふるいにかけたもの）

・ 生姜のすりおろし　小さじ１

・ シナモン　小さじ１

　*米国サイズの計量カップです。

手順 ：
1. オーブンを華氏350度（摂氏約175度）に予熱します。

2. 熱湯にベーキングソーダを入れ溶かしておきます。

3. 電気ハンドミキサーでバター、ショートニング、砂糖を、およそ3分間混ぜてクリーム状にします。

4. ヘラで生地をとってボールですり合わせるように混ぜあわせます。その後、卵、モラセス、小麦粉、生姜、シナモンを加えさらに

　 混ぜ合わせます。

5. 2のベーキングソーダを溶かした水を加え、生地がなめらかになるまでよく混ぜます（およそ1分間）。

6． 20センチ×20センチの天板に油を塗り、粉を振り 生地を流し入れます。

7． 20-30分間またはつまようじをケーキの中心に刺し、抜いたときに生地が付かなくなるまで焼きます。

8. 冷ましてから9等分し、盛り付けます。

アドバイス ： モラセスを量る前に計量カップに軽くクッキングスプレーをしておくと、モラセスがカップにくっつかずに

簡単に全部注ぐことができます。

ソフト・ジンジャーブレッド  
ディズニー・ディッシュ



neIgHBoRHood noTeS
マジカル・コミュニティの新しい出来事や注目のニュース

新しい仲間に会いに行こう 
：ディズニー・アニマルキングダム・

ロッジでは動物たちの王国に最

近、新しいオカピの赤ちゃんを迎え

ました。この赤ちゃんの両親は動

物園水族館協会が指揮している

種保存計画のために注意深く選

ばれましたが、この計画は絶滅の

危機にひんしている動物を責任

持って増やそうとするものです。オカピはコンゴ民主共和国の熱帯雨林に生

息する動物ですが絶滅の危機にひんしているのです。 オカピは「森の幽霊」

とも呼ばれているように、人前にめったに姿をみせない動物で、1901年まで

その存在を人間に知られることはありませんでした。しかし、 密漁や、森林の

商業伐採や鉱山開発採掘によって生息地が失われたために、野生のオカピ

の生息数はおよそ2万頭にまで減ってしまったのです。 ウォルト・ディズニー・

カンパニーはディズニー・コンサベーション・ファンドや種保存計画への参加

を通じ、コンゴ民主共和国のオカピ保護プロジェクトと長期に渡る協力関係

を持つなど、長年にわたりオカピの保護運動の先頭に立って努力してきまし

た。10月に54ポンドの健康な赤ちゃんとして生まれた子供はこれから舞台裏

でお母さんと水入らずの時間を数ヶ月間過ごすことになります。何ヶ月かすれ

ば、30種類以上ものアフリカの野生動物が住むリゾートのサバンナを子供

が探検し始めることでしょう。

オンラインでの予約がいっそう便利に ： メンバーの皆さまからの声

にお応えして、ディズニー・バケーション・クラブ・リゾートのオンライン予約ツール

（disneyvacationclub.comの「Plan Vacations」タブ、またはDVCMember.

jpの「バケーションの計画」タブ)がさらに進化しました。今号2ページでご紹

介したご予約の変更以外にも、メンバーの皆さまがオンライン予約の際にバ

ケーションポイントを繰り越したり、ディズニー・ダイニングプランを変更したり、

またサーチの結果を直接リゾートのサーチ条件に反映させたりなど、今回さま

ざまな点が改善されています。

バリアフリーのお部屋をご用意 ： ディズニー・ヒルトンヘッド・アイラン

ド・リゾートの建物は階段を多く使う作りになっていますが、階段なしで利用

できる部屋もあるのです。そのような部屋の数には限りがございますので、ご

自身または同行者の方が階段の使用が困難な場合、ご予約の際には必ず

ADA（障害を持つアメリカ人法）適用のバリアフリー客室をご指定ください。 

バリアフリー客室がご利用になれるディズニー・バケーション・クラブ・リゾート

を探すには、ご予約の前にウェブサイトdisneyvacationclub.com/にログイ

ンしていただき、「リゾートを探す」タブからご希望のリゾートを選びます。次に

「部屋とポイント」をクリックしてご希望のチェックインおよびチェックアウトの

日を選びます（同行者の人数とご希望の部屋のタイプも一緒にお選びくださ

い）。そのときに必ずバリアフリーの部屋の欄にチェックを入れてから「空室状

況をチェックする」をクリックしてください。これでご利用可能な部屋の詳しい

説明がご覧になれますので、それぞれの部屋のバリアフリーの条件を確認の

上、ご予約を完了してください。

•   ComMUNITY17

メンバー・クルーズがまだご予約できます ： このニュース発表の時点で、2019年5月15日〜20日の

ディズニー・バケーション・クラブ・メンバー・クルーズでは限定数ですがまだご利用になれます。カリフォルニ

ア州サンディエゴを出発し、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーへ向かうこのクルーズでは、途中カリフ

ォルニア州サンフランシスコやブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアに止まります。 特別ギフト、スペシャル・

エンターテイメントなど、ディズニー・クルーズラインの華やかな体験をさらに豪華にグレードアップできます。

この「カリフォルニア発カナダ行き」の航海ではディズニーの過去から現在、そして未来に至る歴史を記憶に

残る様々なエンターテインメントを通して辿っていきます。 ご予約は、メンバー・サービスまでお電話ください。

2019
*ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。

ネイバーフッド・ノート
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ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ ： メンバーおよびゲストの皆さまを対象にほぼ毎日曜日及び水曜日（昼間）に開催の「ワイルド・アバウト・ペインテ

ィング」エクスペリエンス（写真上）では、クバ・テラス（アルーシャ・ロックの見えるジャンボ・ハウス・ロビーのすぐそばです）で動物をテーマにした絵の上手な描き方

を学びます。カクテルまたはノンアルコール飲料が一つ含まれます。　

ディズニー・ボードウォーク・エンターテイメント・ディストリクト ： メンバーとゲストの皆さまはディズニー・ボードウォーク・エンターテイメント・ディストリク

トで開催される2つのワークショップからお選びいただけます ： トラットリア・アル・フォルノ・レストランで火曜日午後に開かれる「キャンバス・ペインティング・オン・ザ・

ボード」、そして隣のアブラカタブラで木曜午後に開かれる「ワイングラス・ペインティング・オン・ザ・ボード」です。 どちらのクラスにも軽食とカクテルまたはノンアル

コール飲料が一つ含まれます。 

*ご利用・参加資格については１ページの重要なお知らせをご覧ください。

より使いやすくなったリユニオン・ステーション ： ディズニー・バケーション・クラブでは、ディズニー・ウィルダネス・ロッジのベイ・レイク沿いにある鉄道の駅

がテーマのリユニオン・ステーションをさらにご利用しやすくしました。メンバーのために用意されたこの施設では、午後には多彩な有料ワークショップやエクスペリエン

スが開催されていますが、午前中と夕方以降は食事と飲み物付きのプライベートラウンジとなっています。 プライベートラウンジのご利用（ディズニー・バケーション・ク

ラブのメンバーの皆様は大人おひとりさま1日50ドル、3歳から9歳までお子様は1日33ドルの料金でご利用になれます）は、以前はディズニー・ウィルダネス・ロッジに

滞在されているメンバーのみに限り、またお申込みの際も同行者全員かつ全滞在期間のご利用をお願いしてまいりました。 しかし、メンバーの皆さまからのもっと利用

しやすくして欲しいとの声に応え、そのような条件を廃止しました。 メンバー・サービスにてお電話で、リユニオン・ステーション・ラウンジのご利用を追加できるようになり

ました。リゾートの滞在施設にかかわらず、皆さまのバケーションの必要に一番合うよう、同行者の方は何名からでも、お好きな日を選んでご利用いただけます。

ネイバーフッドで絵を描いてみませんか ： ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのリゾートで開催されてい

る絵画ワークショップのいくつかをご紹介いたしましょう。 これら2時間のワークショップの参加は12歳以上、お一人

様50ドル(+税金）です。料金および開催日時は変更されることがありますのでご了承ください。 アルコール飲料の

ご提供は21歳以上の参加者に限らせていただきます。 ワークショップの詳細およびご予約は、メンバー・サービスま

でお電話ください。

ベイ・レイク・タワー・ディズニー・コンテンポラリー・リゾート ： メンバーシップ・マジックの一環として、有効なメンバーシップを

お持ちのメンバー*とそのゲスト限定の「ペインティング・ウィズ・ビュー」エクスペリエンスは、ディズニー・コンテンポラリー・リゾートのベイ・

レイク・タワーの最上階にあるトップ・オブ・ザ・ワールド・ラウンジ内で火曜日の朝と木曜の午後に開催され、古き良きディズニーのイラスト

の上手な描き方を学びます。簡単な朝食（午前中のクラス）または軽食（午後のクラス）にノンアルコール飲料が一つ、またはビールかワ

インが一杯含まれます。
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： ディズニー・バケーション・クラブのメンバーの皆様は、ディズニーではどの一年もスペシャルな年であ

ることはもうご存じでしょう。でも2019年は、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートが全力を挙げて、皆さまがバケーションを計画して「ホーム」に必ず戻

って来たい、と思っていただける最高の年にします。ディズニーのファースト・カップルを祝うストリート・パーティをはじめ、「インクレディブル」な変身をとげ

たピクサー・プレイスや、『ライオンキング』の特別なアニバーサリー・イベント、過去最高の規模となった星空の下でのコンサート、新しい、期間限定のエ

クスペリエンスなどが、4つのすべてのウォルト・ディズニー・ワールド・テーマパークでデビューを待っているのです。新年に私達を待っているものの中か

らほんの一部を紹介しましょう。

見逃せないビッグな年
ウォルト・ディズニー・ワールドの新しいエクスペリエンスが1月、4つのすべてのパークで始まります

新しいエンターテイメントやグッズ、特製フードなどでディズニーのファース

ト・カップルをお祝いする、ミッキー＆ミニーのサプライズ・セレブレーションが

いよいよ1月18日に始まります。このセレブレーションをさらに彩るのは、新し

い「ムーブ・イット！ シェイク・イット！ マウスカダンス・イット！ ストリート・パーティ」

で、シンガー達と一緒にミッキーとミニー、そしてその仲間たちがメインストリート

U.S.A.を毎日数回パレードします。ダッパー・ダンやケイシーズ・コーナーのピア

ニスト、他にもサプライズで登場する色 な々パフォーマーが、ミッキーとミニーのた

めの新しいナンバーを用意していますから、メインストリートU.S.A.に行かれたな

ら、彼らの演奏に耳を澄ましてみましょう。1月18日から9月30日まで開催です。

2019

料理や絵画、舞台などのアートに触れることのできるイベント、エプコット・インターナショナル・フェスティバル・オブ・アート

が1月18日から2月25日まで開催されますが、 同期間中、大人気を博したディズニー・オン・ブロードウェイ・コンサートシリー

ズが週7日と大幅にスケジュールを増やして開催されます。 週ごとに違うディズニー・オン・ブロードウェイの二人のスターが

出演し、アメリカ・ガーデン・シアターにてライブパフォーマンスを繰り広げます。

同劇場ではさらにもうひとつ、ガーデン・ロック・コンサートシリーズがエプコット・インターナショナル・フラワー＆ガーデン・

フェスティバルの一環として開催されます。3月6日から6月3日まで開催のこのフェスティバルでは屋外キッチン、ディズニーをテーマにした園芸彫刻、精巧に作

られたガーデンなどが楽しめます。スプリングフェスティバル中、ディズニー・オン・ブロードウェイ・コンサートシリーズと同様、ガーデン・ロック・コンサートシリーズも

2019年は週7日と大幅にスケジュールを増やし、あわせて過去最高となる270回ものコンサートを行う予定です。

そして、可能ならばぜひ閉園時間までパークに残り、イルミネーションズ：リフレクションズ・オブ・アースに別れを告げましょう。この20年近く続いたショーは

2019年後半に終了し、現在準備中の新たなナイトタイムスペクタキュラーと交代する予定です。

ディズニー・デスティネーション

マジックキングダム・パーク

エプコット



1月18日から9月30日まで、『ライオン・キング』の25周年を

祝ってディズニー・アニマルキングダム・パークで開催される

「ハクナ・マタタ・タイム・ダンス・パーティ」に参加して、あなた

の内なる野生の魂を解き放ってみましょう。ティモンとラフィキも

他の動物達と一緒に、ライブ・ミュージシャンのワールド・ビートの音

楽に合わせてダンスを披露してくれます。 これらのイベントの開催中

には、イマーシブ＆3Dのフォトブースも設置されますから、『ライオン・キ

ング』のお気に入りのシーンを背景にセルフィーを撮ってみてはい

かがでしょう。ディズニーで一番ワイルドなこのパークでは、こ

れ以外にもまだまだライオンキングの記念イベントが準備

中ですから、最新のニュースのチェックをお忘れなく。

5月1日に30周年を迎えるディズニー・ハリウッド・スタジオでは、ピクサー・パルズが新しいやり方

でゲストを楽しませてくれるエンターテイメントを2019年を通して用意しているようです。例えば1

月18日からは、パークにあるピクサー・プレイスが『Mr.インクレディブル』の舞台メトロヴィル・シティ

の一角に変身し、ゲストはそこでスーパースーツのデザイナー、エドナ・モードに会い、彼女のスー

パースーツ・コレクションを見ることができるのです。でもイタズラ好きで色々なスーパーパワーを

持つジャック・ジャックがどこかに隠れているかもしれませんから、気をつけて見張ってください。そ

の一角で開催されているヒーローのための陽気なパーティーを覗いてみましょう。きっとMr.インク

レディブルとMrs.インクレディブル、そしてフロゾンがゲストの皆さんを待っていますよ。

1月18日はまた、モンスターの世界への扉が開く日で、ウォルト・ディズニー・プレゼンツのアトラ

クションの中は（『モンスターズ・インク』と『モンスターズ・ユニバーシティ』の有名スターの）マイク

とサリーと一緒に写真をとる絶好の機会になるでしょう。

そして春の終わりには、ライトニング・マックィーンのレーシング・アカデミーがすごい速さでパー

クにやって来ますから気を付けてください。ゲストはそこで伝説のレーサーに会って、次の世代の

ルーキーたちがベテランのライトニングからレースのテクニックを習うことができるのです。 この新

しいショーでは、今まで語られることのなかったライトニング・マックィーンのストーリーが、彼の口か

ら明かされるのです！

©Disney/Pixar

ディズニー・アニマルキングダム

ディズニー・ハリウッド・スタジオ



ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： ワールド・オブ・ディズニー・

ストアはディズニー・スプリングスの全面改装工事の中でもオープンし続けて

いる場所のひとつですが、それがクリスマス商戦の直前に間に合って、魅力

的に変身を遂げた新しい店内を披露しました。 ディズニーのアニメーションか

ら発想を得て、そのさまざまな種類のアートの伝統を思い出しながら装いを新

たにしたスペースには、すぐそばのアートに鮮やかな色彩を与えて命を吹き込

む魔法のインクやペンキの入った瓶、ピクシーダストを振りかけられると動き出

す映画のポスター、鉛筆書きのアニメーションが魔法のように現れる白紙の

キャンバスなどが飾られています。ただ眺めているだけでも素晴らしい店内で

すが、このストアは世界最大のディズニー・グッズの品揃えを誇り、期間限定

のアイテムやあらゆる世代の人々のための新作グッズが並べられています。

 ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 「ケアリング・フォー・ジャイ

アンツ」エクスペリエンスによって、象を身近に知ることのできる体験を皆様

にお届けしたチームが、ディズニー・アニマルキングダムでこの秋始まる1時

間のツアー「アップ・クロース・ウィズ・ライノ」を企画しました。 参加者はステー

ジ裏を訪れ、野生のサイが危機に瀕している理由について学びます。その後

パークに住んでいるシロサイと会って、この巨体ですが温和な動物の素晴ら

しさを直に体験できるのです。 ツアーの参加料はおひとり様40ドル（4歳以

上）ですが、ディズニー・バケーション・クラブのメンバー*の皆様はメンバーシッ

プ・マジックの一環として、15％オフの料金でご参加いただけます（このエク

スペリエンスからの収益はすべてディズニー・コンサベーション・ファンドに寄

付されます）。 

ご予約は、メンバーサービスまでお電話ください。（アドバイス：さまざまなデバ

イスおよびプラットフォームに対応したDisneyNOWアプリを使えば、現在ス

トリーミングで中の動物たちに関するディズニーのショートビデオを観ること

ができますから、バケーション以外のときでも動物たちについて学ぶことがで

きます。）

ディズニー・パーク ： ディズニー・レジェンドであるリチャード・シャーマンは、

彼の兄弟ロバートと一緒に、ディズニー・テーマパークと映画の歴史において

も一番人々の記憶に残る音楽（パークにある「イッツ・ア・スモールワールド」や

「ウォルト・ディズニー・カルーセル・オブ・プログレス」、「ウォルト・ディズニー・エ

ンチャンテッド・ティキ・ルーム」から映画『メリー・ポピンズ』や『ジャングル・ブッ

ク』など）を書き上げた作曲家ですが、彼がApple Musicと新しいPlay Disney 

Parks アプリでお気に入りのパーク音楽を披露しています。

buzzWorTHy
7つのストーリー、2つのページ、そして１人のスペース・レンジャー

©Disney/Pixar
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ディズニー・クルーズ・ライン ： ディズニーランド・パークのニュー

オーリンズ・スクエアやウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニ

ー・ポートオーリンズ・リゾートの元になり、映画『プリンセスと魔法のキ

ス』ではその舞台となったアメリカ南部の都市がいよいよ2020年にデ

ィズニー・クルーズラインのゲストの出港地となります。2020年2月7日

から3月6日まで、初めてニューオーリンズからディズニー・ワンダー号の

クルーズが出発するのです。ニューオーリンズ発クルーズの旅行日程は

４泊、６泊、または７泊の西カリブ海セーリング、７泊のバハマ航海、そし

て１４泊のパナマ運河クルーズからお選びいただけます。2020年に予

定されている他のディズニー・ワンダー号のクルーズには、5年ぶりに復

活したハワイのクルーズ（バンクーバーを2020年4月29日に出発し、ホ

ノルルに向かう9泊の航海と、2020年5月8日にホノルルから出発しバ

ンクーバーに戻る10泊のクルーズ）、さらに人気の高い東西両海岸の

おなじみの港からのクルーズもあります。プエルトリコのサン・ファンから

南カリブ海に向け2020年1月に出発するクルーズとカリフォルニア州

サンディエゴからメキシコのリビエラに向け出発する春の航海です。 こ

れらのクルーズや他の2020年に予定されているディズニー・クルーズ

ライン（フロリダからディズニー・マジック号、ディズニー・ドリーム号、ディ

ズニー・ファンタジー号に乗ってバハマやカリブ海へ航海するさまざま

なクルーズなど）の詳細につきましてはウェブサイトdisneycruise.com 

（2020年の航路・出航地を選択して検索できます）でご覧の上、メン

バー・サービスにてお電話でクルーズをご予約ください。* 

*ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。
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ディズニー・パーク・ヒット・プレイリストを探して、リチャードの選んだパーク音楽

をぜひ聞いてみてください。Apple Music なら apple.co/DisneyParksHits 

から、またPlay Disney Parks アプリならディズニー・パーク・ヒット・プレイリス

トからいつでも聴くことができます。

ウォルト・ディズニー・カンパニー ： 2019年の中頃までにウォルト・

ディズニー・カンパニーは、世界中のディズニーが所有・運営する施設すべ

てにおいて、使い捨てのプラスチック製ストローおよびマドラーの使用を一

切やめる予定です。それにより、合計で年間1億7500万本のストローおよ

び1300万本のマドラーの使用を削減することができます。 今後数年間に

わたり、ディズニー・リゾート・ホテルおよびディズニー・クルーズラインでは、

客室内のアメニティ（シャンプーやコンディショナーなど）をディスペンサー式

のものへと取り替えていく予定です。これは客室で使用するプラスチック製

品を80パーセント削減するための努力の一環です。 グッズを販売するショッ

プにおいても、エコバッグが安価で購入できることをお客様にお伝えし、プラ

スチック製の買い物袋の使用量を削減します。 そして最後に、カンパニーは

全社でポリスチレンカップの使用削減に取り組んでいますが、最終的にはそ

の使用を一切止める予定です。これらは、カンパニーの長年にわたる環境ス

チュワードシップへの取り組みにおける最新の取り組みであり、排出量の削

減（2017年に総排出量を41％削減、2020年までに排出量50％削減を

目指しています）や節水（現在の飲料水の消費量は2013年の水準から増

えていません）、そして廃棄物の削減（2017年にリサイクルやゴミの分別、

削減によって埋立地や焼却所へ送られる廃棄物を46％削減、2020年ま

でに50％削減を目指しています）などの継続的な努力につながるものです。 

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： disneyworld.comの新

しいインタラクティブなオンライン・カレンダーでは、日によって異なる値段が

設定されるようになったウォルト・ディズニー・テーマ・パークのチケットの値

段をご覧になることができます。このカレンダーを使えば、チケットの値段が

最も安い日も簡単に調べられますから、特にオフピークの時期に行く計画

をされているメンバーやゲストの皆さまにはとても便利なツールとなるでしょ

う。 （チケットは引き続きメンバー・サービスにてお電話で、または直接ウォル

ト・ディズニー・ワールドのチケット＆ゲスト窓口にてご購入いただけます。ま

た他の正規チケット取り扱い店でもご購入いただけます）変動料金制は、

一年を通して入場人数が偏らないようにするためのもので、皆様のパーク

での体験を引き続き改善するための努力の一環です。詳しくはウェブサイト 

disneyworld.com をご覧いただくか、またはMy Disney Experienceモバ

イル・アプリでログインしてください。チケットの購入やバケーション・プランの

変更もそこでしていただくことができます。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 次にキリマンジャロ・サファリ探検に出

かけたときには、ディズニー・アニマルキングダムに加わった新しい仲間を探してみてくださ

い。マサイキリンの赤ちゃんが6月29日に、そしてマンドリルの赤ちゃんが8月8日にパーク

内で生まれたのです。これらの出産は当パークが参加している動物園水族館協会の種

保存計画の一環ですが、この計画は絶滅の危機にひんしている動物を責任持って増や

そうとするもので、健康で遺伝的多様性のある生息数を維持しようとする幅広い努力の

一つです。密漁や生息地が失われつつあるために、アフリカの野生のマサイキリンやマン

ドリルは今なお絶滅の危機にひんしています。ディズニー・コンサベーション・ファンドは、

マサイキリンやマンドリルなどの野生動物の生息地の保護など、アフリカでの自然保護に

向けた取り組みをサポートしています。 ウェブサイト DisneyAnimals.com で、ウォルト・デ

ィズニー・ワールド・リゾートにいる動物たちがどのように暮らしているか、またマサイキリン

やマンドリル、それ以外の動物について学んでみましょう。



デイブ・ボサート

ケム・ウェバーのディズニー・アニメーション用デス

クは、家具としてはハリウッドの歴史に最も大きな影

響を与えたものかもしれません。伝説的な建築家であ

り工業デザイナーでもあったケム・ウェバーは、1939年に、後にウォルト・ディ

ズニースタジオとなるカリフォルニア州バーバンクのキャンパスのチーフ・デザ

イナーに就任しました。

彼の理想とする考えは、デスクは、アニメーターとディズニー・レジェンドの

フランク・トーマスとのコラボの産物であるべきというものでしたから、ウェバー

とウォルト・ディズニーの伝説的な「ナイン・オールドメン」の一人であるフラン

クは、完璧なデスクのデザインを求めて一緒に作業し、試作品を作ってはそ

れに改良を重ねていきました。ちょうどそれはディズニー・ハイペリオン・スタジ

オが『ピノキオ』を制作していた頃でした。その結果できあがったデスクは、複

数の部分で構成されたもので、それ

ぞれの部分には他とつないで固定

できる仕組みがついていました。で

すから、アーティストがそれらを自由

に組み合わせて、自分の専門や必

要に応じた机にすることができたの

です。

このようなカスタマイズできるデス

クというのは画期的なもので、デス

クや製図板が一緒くたに積まれたごちゃごちゃした仕事場からアニメーターを

解放し、こうしてディズニーはアニメーション制作のためにデザインされた専用

家具を作る最初のスタジオとなったのでした。 

「私はエリック・ラーソン（ディズニー・レジェンドでありウォルトの「ナイン・

オールドメン」の一人）の隣の部屋で働き始めたんですが、彼はそのデスク

で仕事をしていました」とジョン・マスカーは回想しています。マスカーはパー

トナーの監督のロン・クレメントと一緒に、現代の名作とされている『リトル・

マーメイド』や『アラジン』『ヘラクレス』や『プリンセスと魔法のキス』『モア

ナと伝説の海』を世に送り出した人です。

 「すぐにディズニーの伝統の重さみたいなものを感じましたね。 デスクの

機能という点では、色々な引き出しや棚、傾けたり調節することが可能なこと

や特別な機能など、すべてにおいて本当にフォルクスワーゲンから高級車の

キャデラックに乗り換えたような感じでした」。

さらに改良されたアニメーター専用デスク、ユニット19号はよりコンパクト

で、引き出しかキャビネットのスペースが製図版のすぐ右側に備え付けてあり

ました。机の左側には、表面が丸く加工された７センチほどの厚さの板が机を

支えるために取り付けられていました。 それは伝統的なモデルよりスペースを

取らなかったので、ウォルトの「ナイン・オールドメン」の何人かは、その机を自

宅で使っていました。

アニメーター専用デスクの他のバリエーションには、アシスタント・アニメー

ターやイン・ビトウィーナーのアーティスト用のユニット22号がありました。 ア

ニメーター専用デスクと似ていますが、より多くの棚が付いており、描いた絵

を広げておいて置く必要のあるアーティストにとって理想的なモデルでした。

Disney
HeriTage

ケム・ウェバーとディズニー・スタジオを象徴する家具

すべてを変えてしまったデスク
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編集後記 ： ディズニーにとって魔法のような時代であった前世紀中頃はディズニー・バケーショ

ン・クラブのメンバーにとっても興味のつきない時期のようです。 このディズニーの歴史にとって極

めて重要な時期については、メンバー限定クルーズのプレゼンテーションやディズニー・ファイル・

マガジンの記事などで取り上げていますが、メンバーの皆様からの質問が絶えません。 その多くの質問は建築家

で工業デザイナーでもあったケム・ウェバーに関するもので、アニメーター達が愛用した彼の洗練されたミッドセンチュリースタイルの家具はディズ

ニー・スタジオのアイデンティティを視覚的に決定づけるものとなっていきました。 ウェバーの最も影響を与えた作品について知るために、私達は友人でもありメ

ンバー限定クルーズで何度もプレゼンテーションを行っているデイブ・ボサートに協力を求めました。彼はちょうどこの主題についての本を執筆しているのです。 

本屋さんに行かれたならぜひ「ケム・ウェバー：ディズニー・スタジオのミッドセンチュリースタイルの家具デザイン」を探して手に取ってみることをおすすめします。

ケム・ウェバーのデザインによるアシスタント・アニメーター用デスクやサイドテーブルでは、棚や引き出しを取り付
けることができます。（(c）The Old Mill Press ）

ディズニーの遺産

すべてを変えてしまったデスク

ケム・ウェバーと
ディズニー・スタジオを象徴する家具



追加のコンポーネントを棚の一番上に取り付けて絵を並べるスペースをさ

らに増やしたり、またはそれをそばに立ててサイド・テーブルのように使うことも

できました。

それぞれのデスクには、アニメーターがレバーを引くだけで製図板の角度を

調節できる仕組みが製図板の下に付いていました（おそらくそれまでの脚のペ

ダルで調節する仕組みを改良したものです）。

引き出しの取っ手のデザインさえ、よく考えてありました。 引き出しの表面

に彫られたくぼみのすぐ上に金属製の取っ手が埋め込まれていましたが、それ

は栓抜きとしても使えるようになっていたのです。 そういった細部や使いやす

さへの配慮は、ただの便利さ以上のもので、当時生まれたばかりで幾つかの

場所に散らばっていたスタジオに、何かどっしりとした安定感を創り出してくれ

たのです。

「何が必要なのか、本当によくわかっていたんですね」とマスカーは付け足

しました。「それはアート作品であり、そして手作りの工芸品でした。 そしてその

デスクは何よりも、信頼できるしっかりとした作りである点で際立っていました。 

割れたり、折れたり、壊れたりなんかしませんでした。映画製作での長年の使

用に十分耐えたのです。 けれども、アーティストの伝統を継いでいるんだとい

う感じをはっきりと感じました。例えば円卓の騎士の一人のような、ある伝統の

一部を受け継いでいると感じて、それは本当に誇らしかったんです」

執筆者について：
デイビッド A. ボサートは数々の賞に輝いたアーティスト、映像作家、そして作

家です。彼はウォルト・ディズニー・カンパニーのベテランスタッフであり、独立

したプロデューサー、クリエイティブ・ディレクター、ライターでもあります。彼は、

ディズニー・アニメーションの歴史について最も詳しい専門家として考えられ

ています。彼はカリフォルニア芸術大学の評議員であり、ピッツバーグにある

カーネギーメロン大学エンターテイメント・テクノロジー・センター（ETC）の客

員研究員でもあります。 ボサートは　Appleの2013年ベストiPadアプリに

選ばれた「ディズニー・アニメイテッド」の共作者であり、また由緒ある栄えある

英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA)賞の受賞者でもあります。彼はま

たディズニー・エディションの『オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット：失われたディズ

ニーアニメを探して』やオールドミル・プレスの『ケム・ウェバー：ディズニー・スタ

ジオで使われたのミッドセンチュリースタイルの家具デザイン』など何冊かの本

を執筆しています。詳しくはウェブサイト davidbossert.com をご覧ください。

ケム・ウェバーがデザインしたアニメーター専用デスクに座る、アニメーターでディズニー・レ
ジェンドであるアンドレ・デジャ。このデスクはかつて、やはりアニメーターでディズニー・レジェ
ンドであるミルト・カールが使っていたもの。（写真提供デイブ・ボサート©2018）

ケム・ウェバー、ウォルト・ディズニー、そしてハワード・ピーターソン。ピーターソン・ショー・ケー
ス・アンド・フィクスチャー株式会社のオーナー、ピーターソンが制作中の家具の構造を細
かに見ているところ。1939年頃撮影（©UCSB）

アニメーター専用デスクの試作品に座って仕事をするアニメーターでディズニー・レジェン
ドであるフランク・トーマス。彼はディズニー・ハイペリオン・スタジオが『ピノキオ』を制作し
ていた頃、デザイナーのケム・ウェバーがそのデスクを開発するのを手伝っていました。（©
ディズニー）

ケム・ウェバーによるアニメーション／レイアウト用デスクのための初期コンセプト・スケッ
チ。そのときには、まだ脚のペダルで製図板の角度を調節する仕組みが付いていました。 

（©UCSB）
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ジム・コーキス
and the  

ディズニーとクリスマスは、ピーナッツバターとチョコレートのようによく合い

ます。一年で一番素晴らしいこの時期の伝統的な過ごし方は人によって違う

かもしれませんが、おそらく一緒に過ごす家族、そして希望や喜びといったもの

であふれているのはみんな同じではないでしょうか。それらはディズニーの体験

のなかでも、かけがえのないものです。

実は、私が大好きなウォルト・ディズニーにまつわるエピソードのひとつも、

ウォルトおじさんとは切っても切れない関係にあるクリスマスについてのもの

です。ディズニー・ハリウッド・スタジオでのウォルト・ディズニー・プレゼンツのア

トラクションの中に展示してある手紙を読まれた方ならご存じのストーリーで

しょう。

ウォルトの良き友人であり、ホールマーク（たくさんのディズニーのグリーティ

ング・カードを作っていますね）の創業者であったジョイス C. ホールによって

書かれたその手紙には、南カリフォルニアへ向かう飛行機にのっていた子供

達とのやり取りが描かれています。3人の子供たちがこれから行くディズニー

ランドについて興奮気味に話しているのを耳にした彼女は、ウォルトは本当に

実在する人か、それともサンタクロースのような人だと思うかと、一番年上の

女の子に尋ねてみたのです。女の子は真剣な顔つきで少し考えてから、「両

方」と答えました。

私がウォルト・ディズニーにまつわるクリスマスシーズンのエピソードをお話

するときにはいつも、このいつまでも変わらない二つのつながりのことを思い

浮かべるのです。私の新しい本、『ウォルト・ディズニーの金庫第7巻：クリスマ

スエディション』にはそのようなエピソードが他にも収録されています。

日常から離れて
「クリスマスの季節に私が惹かれる一つの理由は、日常生活の忙しさか

らちょっと立ち止まって、自分たちの心をちょっとだけ解き放ってあげる機会だ

からです。」とウォルト・ディズニーは1941年12月に書いています。 『クリス

マス・キャロル』のスクルージのような現実主義にとらわれて夢をなくしてしま

うことは誰にでもありますが、クリスマスはどんなに夢のないいかめしい人でさ

えも解放してくれるようです。ウォルトがこんな不思議な感覚を体験したのは、

ミズーリ州マーセリンの農場で過ごした少年時代でした。キラキラと光る雪

がすべてを美しく覆ってしまう景色を見るとマジカルな気持ちになったことを

思い出しています。 農場での毎日の繰り返しの作業も、クリスマスの準備の

時期となるとあまり苦にならないのです。ウォルトは兄達と一緒に雪をかき分

けて完璧なクリスマスツリーを探しに行ったり、だるまストーブの前で採ってき

たツリーに飾るためのポップコーンやクランベリーに糸に通しながら母親と一

緒に過ごしたものでした。 

小さな頃からアイデア豊かなアーティストだったウォルトは、いらなくなった

紙やアルミホイルを使って星や天使たちの飾りを創り出しました。

「あの頃はそんなものにお金をかけることはありませんでした。」とウォルト

は語っています。

心の贈り物
彼が子供の頃にもらったクリスマスプレゼントは素朴なものでしたから（彼

はよく、兄のロイからもらったジャイロスコープの回転する先端の部品のことを

懐かしそうに語っていました）、ウォルトは富を築いて有名人になってからも、素

朴な喜びを大切にすることを忘れませんでした。

例えば、ディズニー・スタジオの看護婦、ヘイゼル・ジョージはウォルトに１０

セント・ストアの万華鏡をプレゼントしたことがありました。 彼はそれがとても気

に入って、彼のオフィスに来る人々に、光と色が刻 と々変わる様子を見てみる

よう熱心に勧めていたものです。

すべての子供達はクリスマスの喜びを体験すべきだと信じていたウォルト

は、1947年に全国レベルの慈善団体「トイズ・フォー・トッツ（ちびっ子におも

ちゃを贈ろう）」の創始スポンサーの一人になりました。若かりし日にカンザス

シティのペスマン＝ルービン・コマーシャル・アート・スタジオでの広告デザイン

の仕事をしていた頃の経験を生かして、その団体のために赤い電車のロゴの

デザインまでしたのです。

Magic of Christmas
ウォルト・ディズニーとクリスマスのマジック



「今年は一人としてクリスマスの朝にプレゼントを開ける喜びを味わえな

い、かわいそうな子供がいないように、地元の海兵隊予備役の皆さんが、一

生懸命協力してくれています。」とウォルトは彼の多くの慈善活動のための声

明文の一つで語っています。

今でも、ディズニーのキャスト・メンバーはクリスマスシーズンになると、おも

ちゃを寄付したり、おもちゃの収集所や配送センターでボランティアとして働

いたりして、「トイズ・フォー・トッツ（ちびっ子におもちゃを贈ろう）」をサポートし

続けているのです

サニーの日々
ウォルトは犬が大好きで、家でも何匹かの犬を長い間飼っていましたが、

最初の犬が彼と妻のリリアンの住むライラック・アベニューの家に来たのは

1920年代後半のことです。

リリーは、匂いや抜け毛などを気にして、犬を飼うことにあまり乗り気ではあ

りませんでしたから、ウォルトは一生懸命調べて、抜け毛がほとんどなく、比較

的匂いのひどくないチャウチャウをディズニー家に迎えることにしたのです。

クリスマスの一ヶ月ほど前、ウォルトは生後6週間の子犬を買ってきて、隣

に住んでいる兄のロイの家に隠しておきました。 みんなでクリスマスプレゼン

トを開ける段になった時、ウォルトはこっそり抜け出し、子犬を帽子の箱の中

に入れ「リリーへ、サンタより」と書いた札を付けてツリーの下に滑り込ませた

のでした。

ウォルトの姪がそれを見つけてリリーに手渡したとき、ウォルトは妻の表情が

曇るのがすぐに見て取れました。

彼女はウォルトの選ぶ帽子の趣味がまったく好きになれませんでしたから、

彼から帽子のプレゼントなどもらいたくなかったのです。

彼女の膝の上で箱が動いて、おもわず彼女は叫び声をあげましたが、そこ

から顔をのぞかせたのは可愛らしいチャウチャウの子犬だったのです。リリーは

ひと目でこの小さな「サニー」が大好きになり、それ以来サニーは毎晩ウォルト

とリリーの寝室で寝ることとなったのでした。
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この記憶に残る一瞬は、後に『わんわん物語』（ディズニーのアニメーショ

ン映画では唯一クリスマスで始まり、クリスマスで終わる物語です）で夫がそ

の妻に、レディという名のコッカースパニエルの子犬を帽子の箱に入れてクリ

スマスプレゼントとしてあげるシーンの元となりました。 

そしてさらに何十年も過ぎた今、そのシーンの帽子の箱は、フロリダのマジ

ック・キングダム・パークにあるタウンスクエアのシャポー・ハット・ショップの目印

となっています。そのすぐそばを探すと似たような外見のトニーズ・タウン・スク

エア・レストランが見つかるでしょう。このレストランも同じ映画をテーマにして

いるのです。 

最後の贈り物
ウォルト・ディズニーは1966年、クリスマスのわずか10日前に亡くなりまし

たが、その最後の日 を々彼は世界と彼の妻への最後の贈り物について嬉しそ

うに夢見ながら過ごしたのでした。 

1966年12月14日の夕方、訪れていたロイに、ウォルトはベッドに寝たまま

で病室の防音タイルを設計図のマス目に見立てて、天井を指差しながらエプ

コットの計画を説明したと言われています。 ロイは後に振り返って、ウォルトが

ある特定の場所を指さして「ベンチを置くのはここがいい。リリーと僕がそこに

座って楽しげな人々が嬉しそうにこの場所を楽しんでいるのを眺められるから

ね」と言ったのを思い出しています。

ロイは病室を出てからリリーに電話して、あんなに嬉しそうなウォルトは今ま

で見たことがないと彼女に話したそうです。 ディズニーランド・パークとウォル

ト・ディズニー・ワールド・リゾートの両方の建設を監督したジョー・フォウラー提

督も同じ日の昼に彼を訪ねたとき、同じような体験をしました。

「訪ねると間もなくして、ウォルトは天井を指差して、公園はこういう風にデ

ザインされるべきだと、指であちこち指しながら、その場で思いつくままにずっと

口で細かく説明し始めたんです」と彼は思い出して言いました。「彼はかなり

重い病気でしたが、そのときは放課後の小さな男の子みたいにはしゃいでいま

した。」

ウォルト・ディズニーやディズニー・パーク、ディズニー映画に関するクリス

マスにちなんだ数々のエピソードは他にもジムの新しい本『ウォルト・ディ

ズニーのお話の金庫第7巻：クリスマスエディション』に収録されていますか

ら、書店でお見かけになりましたら、是非手に取ってご覧になってください。



 １． 家族が2013年よりメンバーのニュージャージー州のアナベルが、

アラスカのメンデンホール行きのヘリコプターへの搭乗を待ってい

るところです。

 ２． 1992年からメンバーのニューヨーク州のマリーとフレッドは、ファイ

ル・マガジン春季号でディズニー・アニマルキングダムの20周年を知

り、彼らの結婚50周年のお祝いをギリシャのクレテ島でロバと一緒

に祝うことにしました。

 ３． 2003年からメンバーであるニュージャージー州のマイク、ジリアン、

マリアン、そしてアーサーのTシャツにはおしゃれなディズニー・ファン

クラブの「サイン」が描かれています。

 ４． 2011年からメンバーのコネチカット州のショウナとトリーが送ってくれ

たこの驚くほど素晴らしい写真では、凍りついたフラクタルに囲まれ

たグレイスと友人のミケラが主役を演じています。

５． たくさんのメンバーが、トイ・ストーリーランドで撮った、ファイル・マガジ

ン夏号を手にした家族が巨人になったように見える愉快な写真を送

ってくれましたが、 私達の一番のお気に入りはこのイリノイ州のエミ

リー、ケイトリン、そしてメーガン（2007年から家族がメンバーです）の

写真で、あたかもスリンキー・ドッグが彼らの肩越しに覗き込んでいる

ように見えます。

６． 両親が2007年からメンバーのカリフォルニア州のエイドリアナが、ス

ター・ウォーズ・デー・アット・シーの日に「フォース」を使ってディズニー・

ファンタジー号のダークサイドを脱出したところです。

７． テキサス州のエリザ、リサ、そしてトーマスは2014年からのメンバです

が、これは氷の星ホスのアイスホテルで本を読みながらベッドでゆ

ったりと朝寝坊を楽しんでいるところです。 間違えました、これはカ

ナダでした！

８． 2008年よりメンバーのコンセッティナ、バーナード、マリナ、アンソ

ニー、ジェイミー、ジョーゼフは、多くのメンバーと同様、来年はディズ

ニーのバケーションに行けるようにと夢見ながらクリスマスの休日を

過ごしているところです。

９． 祖父母が1999年からメンバーのペンシルバニア州のまだ幼いエロイ

ーズは、彼女の最初のディズニー・ワールドでのバケーション中に新

しいお友達ができました。

あなたの写真を次の宛先までお送りください（お送り頂いた写真はお返しできま

せんので、自分用のものをお手元に残してください） ： Disney Files Magazine, 

Disney Vacation Club, 1390 Celebration Blvd., Celebration, FL 34747, 

USA お名前、お住まいの都道府県・市町村、メンバーになられた年を明記の上、写

真に写っている方　それぞれの署名済みの写真使用許可書も忘れずにお送りくだ

さい。 許可証はウェブサイト disneyvacationclub.com/releaseform （または日

本語ウェブサイト dvcmember.jp/release-form）からダウンロードできます。 
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「クリスマスの季節に私が惹かれる一つの理由は、

それが日常生活の忙しさからちょっと立ち止まって、

自分たちの心をちょっとだけ

解き放ってあげる機会だからです。」 

– Walt Disney
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