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「チューバッカ、帰ってきたぞ」 

ハン・ソロが『スター・ウォーズ：フォースの覚醒』で
チューバッカに向かって言った、記憶に残るセリフですが、

これから何年先も、数えきれないほどのファンが
スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジを訪れる度に、

彼と同じような感慨を抱くことでしょう。

特定のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル

（10か所のディズニー・バケーション・クラブ・リゾートも含む）に

滞在されるディズニー・バケーション・クラブの

メンバー様を含むリゾートゲストの皆さまを

「エキストラ」エキストラ・マジック・アワー*にご招待します。

この特典では、9月と10月の毎日、

ディズニー・ハリウッド・スタジオは午前６時から9時まで、

マジックキングダム・パークとディズニー・アニマルキングダムは

午前7時から8時まで、通常の開園時間より

早く入場することができます。
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©&TM Lucasfilm Ltd. 
*有効なテーマパークのチケットと指定されたホテルでの宿泊が必要となります。



　「チューバッカ、帰ってきたぞ！」映画『スター・ウォーズ：フォースの覚醒』の予告編の中で、ハン・ソロのこのセリフを初めて聞いたときのことを今でもはっきり

覚えています。なぜだかわかりませんが･･･たぶんポップコーンがしょっぱ過ぎたせいだと思うのですが･･･片方の目が思わず潤んでしまいました。涙をふこうに

も、唯一持っていた紙ナプキンには、ブチルヒドロキノンだかポリジメチルシロキサンだか何だかわかりませんが、映画館の売店がバターの代わりにポップコー

ンにかけた怪しげなものがべっとり付いていて使えず、おかげで2時間の間、ずっと片目で『アーロと少年』を見る羽目になったのでした。

　正直に認めましょう。本当はヌーの大群の暴走のあとのシンバのように涙が止まらなかったのは、塩のせいではないかもしれません（『ライオン・キング』の心

が揺さぶられるストーリーについては21-26ページをご覧ください）。おそらく、僕の心の中のインナーチャイルド - メリー・ポピンズがバンク家の子供部屋を一

瞬で片付けてしまったのはフォースを使ったからだと小学校の作文に書いてしまうような、ちょっと勘違いした子供でしたが - ともかくそのインナーチャイルドが、

予告編で懐かしい顔ぶれに再開できた嬉しさのあまり、僕の涙腺を通って一気に2015年までタイムトラベルして出てきてしまったのです。 もしくは、単に僕が

涙もろいだけかもしれませんが。

　この完璧に男らしい、しかもバター風味の僕の涙の理由が何であれ、スター・ウォーズのファンが惑星バトゥに足を踏み入れたなら、僕のこの気持ちを必ず

わかってくれるはずです。ブラック・スパイア・アウトポスト（17-18ページ）の通りを歩いたり、銀河系で最速の宇宙船を操縦したり、またはファースト・オーダーと

レジスタンスとの戦いの真っ只中に飛び込んだりしたら、ファンなら思わず、「二枚目気取りのこの大うそつき、恥知らず」が気の利いたクールな悪口だと勘違

いしていた子供の頃の気持ちに帰って、胸がいっぱいになってしまうにちがいありません （キャリー・フィッシャー、ご冥福をお祈りいたします）。

　僕はフロリダで働いているので、スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジを体験するにはあと2か月ほど我慢しなければならないの

ですが、その間も楽しみなことはたくさんあります。例えば『トイ・ストーリー4』でスポークの実存的な苦悩の旅路に付き合ったり

（3−6ページ）、ディズニー・リビエラ・リゾートが完成していくのを楽しみに眺めたり（7-8ページ）、フットゴルフにちょっとトライし

てみたり（9ページ）、または自宅のキッチンで森本風スペアリブを作ってみるのもいいかもしれません（14ページ）。

　けれども、8月29日になってスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジがこのサンシャインステート（フロリダ州）でオープンしたら、

僕は内なるインナーチャイルドを胸に、そして手にはしみのないきれいなナプキンを握りしめて駆けつけることでしょう（繰り返しま

すが、涙は塩のせいですからね）。

ウエルカム・ホーム！

ライアン・マーチ

ディズニー・ファイル・エディター

Welcome Home
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　私どもの会社の創業者は、当時普及し

たばかりのテレビにいち早く目をつけ、彼

の夢であったディズニーランドを宣伝する

のにディズニーの人気テレビ番組を使っ

て大成功しました。ディズニーのリゾートも

そのような画期的な宣伝方法のおかげで

人々によく知られるようになったのです。

　例えば、感謝祭のあとに大統領の恩赦

を受けた七面鳥をディズニーランド・パー

クに放してあげたり、スーパーボウルで優勝した選手が試合の後「ディズニ

ー・ワールドにいくぞ！」と叫ぶ瞬間を捉えてCMに使うなど、ディズニーの広

告の製作者たちは、常識にとらわれない発想の持ち主であったウォルト・ディ

ズニーの伝統を引き継いだ広告づくりをしてきました。

　私自身も、あらゆる仕事にそのような創造性があふれているこの会社の

一員であることを大変誇りに思っていますが、2008年からメンバーでニュー

ヨーク州のハイディ・カッセルさんから先日いただいた手紙を読んで、シンプ

ルなメッセージでも、そしてそれが子供の作ったものでも、心に訴える創造的

な広告になるということ、改めて思い起こさせられたのです。

　ハイディさんは20年以上の経験をもつベテランの先生ですが、彼女がう

けもつ小学校3年生のクラスのひとりの生徒と、ディズニーの大ファンであ

ることを通じて特別な絆を深めることができたのです。このマシュー君は、ご

家族がディズニー・バケーション・クラブのメンバーなのですが、毎日学校の

終わりに彼の大好きなディズニーのリゾートやアトラクション、レストランなど

についてハイディさんやお友達に話すのを日課にしていて、お友達もそれを

「今日のディズニー」と呼んで楽しみにしているそうです。

　ハイディさんによると、マシュー君は賢い子だけど、初めの頃は作文がとて

も苦手だったそうです。原稿用紙を前にすると、緊張して何を書いたらいい

のかわからなくなってしまうのです。そこでハイディさんは、私の大好きだった

先生がくれたのと同じアドバイスを彼にしてあげました。自分の大好きなこと

を考えてみなさい、と言ってあげたのです。

　カッセル先生にディズニーについて書いたらと励まされ、マシュー君は「み

んなディズニー・ワールドに行くべきです」という題の作文をすごい勢いで書

き上げてしまったそうです。その一部をここでご紹介しましょう。

マシューくんの広告
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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「もしディズニーにまだ行ったことがなかったら、お父さんやお母さんに絶

対お願いしたほうがいい。ジェットコースターや絶叫ライド、アクションがい

っぱいのライドとかもある…それにホテルもたくさんあって、みんなすごく

きれいなんです。ほとんどのホテルにはモノレールやボートやバスとかの無

料の乗り物があって、それにウォータースライダーやジャグジー付きのプー

ルがあるホテルもあります。例えば、ポリネシアン・ホテルにはプールやジャ

グジーがついていて、そこにあるボルケーノ・スライダーには、そのホテルに

泊まってディズニーに行ったときは、百回ぐらい滑りました。ディズニーに行

くと、毎年何か新しいものが増えています。たとえば、今年はスター・ウォー

ズ・ランドができていたんです！これを読んだら、僕がなぜおすすめするかわ

かるでしょう。だから今年は絶対にディズニーに行きましょう！」

　これを皆さんにご紹介したのは、私どもの宣伝部にマシュー君のような広

告を書いてほしいからではありません。私達がなんのためにこの仕事をして

いるのか、ということを彼の作文は改めて思い起こさせてくれるからなので

す。一言で言えば、ディズニーでのバケーションが皆さんにとってかけがえ

のない、大切なものになるようお手伝いをすることが私どもの仕事の意味

であり、やりがいなのです。ディズニー・バケーション・クラブ一同、皆さまの

ご愛顧に深く感謝申し上げます。そしてマシュー君、作文が100点をもらえ

るよう願っていますよ。 私の採点では間違いなく100点満点です。



　ウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシー、そしてボー・ピープが、6月21日に全米公開予定（日本では7月12日公開）のディズニー／ピクサー映画『トイ・ストー

リー4』に帰ってきます。工場で作られたおもちゃから、子どもの手作りのものまで、これを見たらあなたのおもちゃを見る目が再び変わってしまうでしょう。

　ウッディとその仲間たちを最後に見たのは、彼らがアンディとの日々に別れを告げ、ボニーの家で新しいおもちゃとしての役割を果たすことを決めたところ

でした。けれども、ボニーが使い捨てのスポークで作ったおもちゃの”フォーキー”が、イヤイヤながらも部屋のおもちゃたちの仲間入りをし、一緒にファミリー・キ

ャンプの旅に出かけると、すべてが変わっていくのです。今まで信じてきたこと - おもちゃが存在する目的でさえ、揺らいでくるのです。

　この映画についてもっと知りたい皆さんのために、でも観る前にネタバレにならないよう気をつけながら、ディズニー・ファイル・マガジンのエディター、ライア

ン・マーチが、『トイ・ストーリー4』の監督でディズニー・バケーション・クラブ・メンバー・クルーズでもおなじみのジョシュ・クーリー監督に独占インタビューをして

います。

ジョシュ・クーリー独占インタビュー
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ライアン ： 以前ディズニー・バケーション・クラブ・メン

バー・クルーズでご一緒したときは、『インサイド・ヘッド』の

脚本を担当されていましたが、ちょうどそのとき『トイ・ストーリ

ー4』の共同監督になるということが決まって喜んでいらっしゃ

いましたね。その後、単独でその作品の監督を任されことになったわけです

が、これはものすごいことですよね。ご自分が最終的にトイ・ストーリーの映画の全責

任を負っている、ということが実感できるまでに、しばらくかかったでしょう？　   

ジョシュ ： 正直なところ、あまりに大きすぎて、まだピンとこないというか、今でもそういった実感はわかないんです。そのことを考えたらプレッシャーがあまりに大

きすぎるので、映画を作っている最中はわざと考えないようにしていたんです。これは自分のためだけに作っているんだ、世界中の人々には見せないんだって言

い聞かせていたんですよ。

 

ライアン ： 確かにものすごいプレッシャーでしょうね。なにしろ映画を観に来る人々だけでなく、トイ・ストーリーで最初の作品からずっと声を演じてきた俳優の

方々にも納得してもらえる作品を作らなくてはならないんですから。でも、これらのスターたちもこの映画を絶賛していますね。例えばトム・ハンクス（ウッディ）は、イ

ンタビューで『トイ・ストーリー4』のことを「映画史に残る、非常に感慨深い一瞬」とまで言っていますし、ティム・アレン（バズ・ライトイヤー）は、収録が終わるとき

に思わず胸が熱くなったことや、「すべてを兼ね備えた味わい深いストーリーだ」と映画についてツイートしています。彼らが作品についてこんなに熱っぽく、それ

もすごくほめて語ってくれているのを聞いて、どんなお気持ちですか？      

ジョシュ ： ものすごく光栄に思っています。彼らに会う前は、この映画のアイデアを気に入ってもらわなくてはいけないので、「もし納得してくれなかったらどうし

よう？」って考えてしまって、それだけでものすごく緊張していたんです。誰の目にも、3作目でこの作品はきれいに完結したように見えましたから、『トイ・ストーリー

4』を作るなんて聞いたら、みんな同じ疑問を持つと思います。特に25年以上もこのキャラクターを演じてきたトムやティムにしてみれば、きっと「なんでまた作る

の？」って思うでしょうからね。僕らなりにその疑問に対する答えはちゃんと持っていましたが、初めてトムに作品を説明しに行ったときのことはよく覚えています。

あるシーンに差しかかったころで彼が「いいね、どうなるかすごく興味が出てきたよ」と言ってくれたんです。僕としては「助かった！ 何か手応えがあったぞ」という

感じでした。ですから、こうして彼らが僕と同じくらいこの作品を気に入ってくれているのは本当に嬉しいですね。

ライアン ： 作品を売り込むときに、フォーキーという名前の新しいキャラクターのことも説明されたかと思うのですが、彼は自分が何者なのかに深く悩んでい

る、本当に個性的なスポークですね。 一体どうやってこんなキャラクターを主役の一人にしようと思いついたんですか？

ジョシュ ： （笑いながら）それはつまり「一体何を考えていたんだ？」ってことかな。僕らはあるときストーリーを考える会議室にいて、トイ・ストーリーの世界の基

本的なお約束について冗談を言い合っていたんです。おもちゃ達は子どもが部屋に入ってくるとバタッと倒れてしまい、子どもが部屋を出るとまた動き出す、と

いうお約束はみんな知っていると思います。僕の子どももそうなんですが、子どもはよく何でもおもちゃにして遊んでしまったりしますよね、それで例えば、もしただ

の空き箱をおもちゃにして遊んでいたならどうなるんだろう、という話になったんです。果たして、その空き箱も子どもがいなくなると動き始めるのかって考えたんで

す。だとしたら本当におかしなことになるねって、みんなで大笑いしていたんですが、そのうち「いや待てよ、本当にどうなるのかちょっと考えてみよう」ということに

なったんです。これがフォーキーのアイデアの始まりでした。もともとは使い捨てのゴミになるはずのものが、おもちゃになって生まれ変わったキャラクターという

のは、とても新鮮で今までにない発想でした。トイ・ストーリーの世界の基本的なお約束なんて、彼は何も知らないわけです。だからこそ彼はおもしろいし、メチャク

チャな行動をするんですが、それだけではなく、彼の存在は「おもちゃであるとは、本当はどういうことなんだろう」という、より大きな問題を問いかけてくるんです。

デューク・カブーンは1970年代に流行った、カナダの最も有名なスタントマンのお
もちゃで、声を演じるのはカナダ生まれの俳優キアヌ・リーブスです。コマーシャルで
宣伝しているスタントが実際にはできなかった、という過去の苦い思い出を引きずり
ながら、骨董品屋で何年もホコリをかぶっていたのでした。

Toy Story characters ©Disney/Pixar



Artist rendering – proposed

ライアン ： それこそ、本当にこの作品の核心となる問いですね。僕らがよく知っている、この大好きなトイ・ストーリーの世界の根底にあるのは、おもちゃは子

どものために存在する、という考えで、ウッディは誰よりもそのことを強く信じています。でもこの映画では、そんな彼の信念さえ揺らいでしまうのですが、自分は

何者なのかと深く悩むウッディの悩みについて、あまり内容を明かさないようにして、少し教えていただけますか？

ジョシュ ： この作品に僕がずっと興味があったのは、『トイ・ストーリー3』を見終わったときに「これからこのおもちゃ達は一体どうなるんだろう？」とすごく疑問を

もったからなんです。僕の娘はジェシーとウッディの人形を両方とも持っているんですが、彼女を見ていると、もうウッディではあまり遊ばなくなってきているんです

ね。きっと、３作目の最後では、映画のウッディにも同じことが起こっていると思うんです。アンディがウッディに対して持っていたような深い絆を、ボニーが持つこ

とはないでしょう。そんな点を僕らは掘り下げてみたんです。ウッディは今までと違う部屋で、違うおもちゃたち、そして違う子供といますから、そこでは「基本的な

お約束」も変わってくるはずで。そんな状況に彼がどう立ち向かっていくのかを描いてみたかったんです。  

INSTAGRAM.COM/TOYSTORYFACEBOOK.COM/PIXARTOYSTORY
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ライアン ： 娘さんのことをおっしゃっていましたが、僕にも小さな娘がいまして、大の大人がこんなことを言うのは変なのですが、娘と一緒にトイ・ストーリーの

映画を何度も見ているうちに、僕自身のおもちゃを見る目も変わってしまったんです。彼女が使わなくなったおもちゃを、他の子どもにまた遊んでもらえたらと思っ

てチャリティに寄付しようとすると、理屈で説明のつかないような罪悪感を感じるようになってしまったんです。『トイ・ストーリー4』を制作していて、おもちゃの見方

が変わってしまったということはありますか？それとも、こんなおかしな感情を持っているのは僕だけでしょうか？    

ジョシュ ： 昔からおもちゃは大好きでしたから、そういった気持はよくわかりますよ。僕自身も大量のおもちゃのコレクションをもっていて、両親はおもちゃ屋さん

を経営していましたから、生まれたときからずっと、おもちゃは僕の大切な一部だったんです。だから、そういう気持ちはすごくよくわかります。最近どこかで読んだ

んですが、ぬいぐるみを捨てるときの秘訣は、ゴミ袋に入れるときに目を見ないようにすることだそうです（笑いながら）。

ライアン ： そのアドバイスは深いですねえ。それはそうと、この作品ではボー・ピープが帰ってくるということで、みんなが色々噂をしていますが、僕らが最後に

彼女を見たときから、ずいぶん彼女は変わりましたね。このキャラクターを再び登場させたのには、どんな狙いがあったのでしょう？

ジョシュ ： ボーが戻ってくることは、最初から僕らの構想の重要な一部でした。彼女は最初の2作ではウッディとは恋人のような関係でしたし、３作目で彼女

の名前が出たとき、ウッディは動揺していましたから、彼女に対する彼の気持ちは本物だったのがわかるでしょう。ですから僕たちは、そこから何か発展させられる

だろうと思っていたんです。３作目で彼女が本当はどこにいたのか？そして彼女にいったい何が起こったのか？また、彼女がその後の人生でとった選択は、ウッ

ディにどんな影響を与えるのか？この映画のストーリーとそしてウッディのストーリーが展開していく上で、彼女は鍵となる役割を果たすんです。

ライアン ： この作品のスクリーンの中で、特に際立つキャラクターには他にもダッキーとバニーがいます。トイ・ストーリーの映画は、いつも新鮮で独創的な視

点からのストーリーを見せてくれますが、今回の作品では、移動遊園地の射的の景品からの視点を僕らに体験させてくれます。映画の中で最も笑わせてくれる

のもこの二人ですが、彼らのキャラクターを作るのはきっと楽しかったでしょうね？

ジョシュ ： ものすごく楽しかったですね。このトイ・ストーリーの世界を拡大して、見慣れた舞台の上だけで話が展開しているような感じにしないことがとても大

事だったんです。これは続編を作るときに一番難しいところなんですが、みんなが大好きな部分は残しながらも、新しい方法でそれを提供する、というのは簡単な

ことではありません。おもちゃが存在する場所で、しかも映画にはまだ出ていないところがないかと探していたら、移動遊園地のゲームの景品のおもちゃというの

にたどり着いたんです。考えてみると、移動遊園地のゲームの景品というのは本当にひどい境遇なんですね。一日中そこに吊り下げられっぱなしで、しかも簡単

に景品が取れないよう、ゲームにもたぶん細工がしてありますから、誰かの家に持って帰ってもらうこともあまり期待できません。ですから、彼らの見ている世界と

いうのは、彼らが吊り下げられている場所から見れる範囲に文字通り縛られているんです。本当にかわいそうなんですが、だからこそすごくおかしいんですね。ダ

ッキーとバニーを使ってストーリーに刺激を与えるのは本当におもしろかったですね。  

ライアン ： 映画の封切りの6月21日はもうすぐですが（日本では7月12日公開）、初めてこの作品を見る観客と一緒に映画館に座ったら、どんな気持ちにな

るか想像してみましたか？

ジョシュ ： ええ、自分でもそれを考えて本当に待ちきれない気持ちなんです。インサイド・ヘッドで、家族と一緒にドライブインシアターに行ったときにそんな瞬間

を味わうことができました。映画の途中、子どもにポップコーンか何かをせがまれたので、買いに行ったんです。たくさん並んだ車の列の間を歩きながら、車の窓

から聞こえてくる人々の笑い声を耳にするのは、本当に夢のような、素晴らしい瞬間でした。自分の関わった映画が人々の心を強く動かすのを見ると、やって良

かったと本当に感じますね。

ライアン ： もう次の予定がこの後すぐにおありかと思いますが、最後に、私も私の同僚もみな、あなたがこの映画を監督されたことをすごく喜んでいるんで

す。何年も前ですが、あのときのメンバー・クルーズでご一緒した者はみな、あなたのことをまるで親戚のように親しく感じていますから、本当に嬉しく思っているん

です。トイ・ストーリーを作った大物監督になられても、ぜひまたクルーズに来てくださるよう願っています。

ジョシュ ： （笑いながら）もちろんですよ。あのクルーズは本当に楽しかったですから、ぜひまた参加させてください！

TWITTER.COM/TOYSTORY SEE TOY STORY 4 IN U.S. THEATERS JUNE 21

Toy Story characters ©Disney/Pixar



ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： ウォルト・ディズニーは数多くのヨーロッパ旅行の中でリビエラを訪れ、そこから多くの着想を得ましたが、ディズニー・

リビエラ・リゾートを遠くから見渡すと、まるでこの海辺の町の優雅で壮大な景色がそこに広がっているかのように見えるでしょう。そして、さらに近寄って詳しく

見ると、ディズニー・バケーション・クラブの15番目のネイバーフッドとして計画されているこのリゾートが、あらゆる細部に至るまでメンバーの高い期待を裏切らな

いものであることがおわかりになるでしょう。ディズニー・ファイル・マガジンのスタッフは、予定されている12月のオープニングまで、リゾートの中でも私達の選んだ

様々なお気に入りの場所をご紹介していく予定です。最初に今号で皆さまにお見せするのは、細心の注意を持って美しくデザインされたお部屋です。    

そのアート : まるで魔法のように、部屋のソファーの背後の壁を倒すとベッドが現れるのですが、マジカルなのはその壁だけではありません。部屋中の多く

の壁には、人々に長く愛され続けているディズニーのキャラクターやストーリーをテーマに、ヨーロッパ風のスタイルで描かれたアートが飾られているのです。 

例えば、1ベッドルーム・ヴィラと2ベッドルーム・ヴィラのアートには、右上の写真にある『美女と野獣』や『ミッキーの巨人退治』、そして私達の大好きなマウス

をテーマにした作品が飾られています。一方、デラックス・スタジオの壁には、右下の写真のとても魅力的なヨーロッパの風景画がかかっていますが、目のい

い人ならその絵の中にライトニング・マックィーンが走っているのが発見できるしょう。このリゾートのアート・コレクションはディズニーのリゾートの中でも最大

のものとなる予定ですから、ここでご紹介したものはこのリゾートに飾られる数々の作品のほんの一部に過ぎません。

あのクッション ： ダマスク織りとディズニーが出会って生まれたこの装飾用クッション（次ページの挿入写真）は、今や「それほど隠れていない」隠れミッキー

の中でも私達の新しいお気に入りの一つになりました。カーテンの模様のこちらはより控えめでシンプルなミッキー（次ページ左上）とペアになってお部屋を

楽しくしてくれることでしょう。

このフローリング ： 互い違いに織られたヘリンボーンの模様というと、普通は男性のスーツやイタリア製の高級生地のものを思い浮かべるかもしれません

が、この部屋では写真中下にご覧になれるように、フローリングのパターンとして使われています。この模様の起源はローマ時代の道路のデザインにまでさ

かのぼると言われていますから、この素敵なお部屋にもうひとつイタリアとのつながりを加えてくれるのです。

Disney
CommUNITY

細部へのこだわり
ディズニー・リビエラ・リゾートの美しいディテールを観察する

ディズニー・コミュニティ
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モデルルーム - 内装は変更される場合があります



memBeRSHIP eXTRAS part of

フェアウェイでもメンバーシップ・マジック

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 遠くの銀河系で一日中遊ぶ、と

いうのはこれから何か月も先の間、たくさんのメンバーのバケーションでやって

みたいことリストのトップを占めることでしょう。けれども、そんなメンバーでも、ス

マグラーズ・ランとライズ・オブ・ザ・レジスタンスの合間にゴルフコースのフェ

アウェイで一日が過ごせると聞いたら心が動くに違いありません。そんなグリ

ーンの上でリラックスできる一日を皆さまにお届けしたいと考え、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、有効なメンバ

ーシップをお持ちのメンバーの皆さまのために、ウォルト・ディズニー・ワールド

のゴルフコースでご利用になれる様 な々スペシャル・オファーをティーアップし

ました。より詳細なご案内は、ウェブサイト disneyvacationclub.com/にて

「golf」で検索していただければご覧になれます。 

ゴルフメンバーシップ

ディズニー・レイク・ブエナ・ビスタ・ゴルフコースに行ってディズニー・バケーショ

ン・クラブのゴルフメンバーシップを購入しましょう。お一人さま年間99ドル（及

び税金）のこのメンバーシップを購入すると、厳選されたウォルト・ディズニー・ワ

ールドのゴルフコースにて特別料金（年間を通して１ラウンドにつき平均15ド

ルもお得）でプレイすることができるほか、ウエルカムパック（199ドル相当）も

付いてきます。このパックにはディズニー・バケーション・クラブ・メンバー向けス

ペシャルエディションのゴルフシャツ、同伴者のプレイや打ちっ放し用ゴルフボ

ール、フットゴルフのプレイなどに利用できる様 な々クーポンが入っています。さ

らに特別イベントやディズニー・バケーション・クラブ・メンバー限定のレッスンプ

ログラム、他のメンバーと一緒にゴルフを楽しむイベントに参加できたり、トラベ

ル・デイ・グループの一部として地元のコースでプレイすることもできるのです。

ゴルフ料金の割引やパッケージ

ディズニー・オーク・トレイル・ゴルフコースでは、最大25％オフで18ホールの

コースを、または１ラウンド25ドル（及び税金）の特別料金で9ホールのコー

スをプレイできます。一日をゴルフで始めたい、または一日の終りにゴルフをプ

レイしたいという方はぜひ「サンライズ9ホール」と「サンセット9ホール」パッ

ケージをお試しください。レンジボールや軽食を追加したり、さらに特定の時

間帯内であればディズニー・オーク・トレイル・ゴルフコースでのプレイを延長

することもできますし、近くのディズニー・レイク・ブエナ・ビスタ・ゴルフコースや

ディズニー・マグノリア・ゴルフコース、またはディズニー・パーム・ゴルフコース

の９ホールでプレイすることもできます。   

フットゴルフ

フットゴルフを試してみませんか。ディズニー・オーク・トレイル・フットゴルフ

コースでは割引料金17ドル（及び税金、5ドルお得です）でプレイすること

ができます。サッカーとゴルフを融合させた精確さを競うこのスポーツでは、

プレイヤーは公式サッカーボールを蹴ってコースをまわり、なるべく少ない

数のキックで最後には直径約50センチのカップに入れることを競います。

ご自分のボールを持ち込んでプレイすることも、またはディズニー・オーク・ト

レイル・プロショップでレンタルすることもできます。フットゴルフのラウンド

は毎日午後1時からです。 このスポーツのプレイにはランニングシューズま

たはインドア用サッカーシューズが最適です。スパイクの付いたサッカーシ

ューズのコース内での使用は禁止されておりますのでご了承ください。

ゴルフレッスンとクリニック

ディズニー・バケーション・クラブのメンバーならPGA公認インストラクター

によるゴルフレッスンおよびクリニックが通常料金の15％オフでご利用に

なれます。また、あらゆるレベルのゴルファーの方を対象に20ドル（及び税

金）の特別クリニックもご用意していま

す。ご予約は、メンバー・サービスまでお

電話ください。

ご飲食やお買い物

ウォルト・ディズニー・ワールドのゴルフコ

ースでは、食べ物やノンアルコールのお

飲み物は20％オフ、通常価格の商品は

15％オフでご購入いただけます。

*ご利用・参加資格については１ページ下欄の重要お
知らせをご覧ください。

メンバーシップ・マジックを使ってウォルト・ディズニー・ワールドのゴルフコースでプレイしましょう。

ウォルト・ディズニー・ワールドのゴルフコース（またはフットゴルフコース）のご予約は(407) WDW-GOLF (939-
4653) までお電話ください。その際には必ずディズニー・バケーション・クラブのメンバーであることをお伝えください。

メンバーシップ・エクストラ
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コミュニティ・カレンダーに予定されているメンバー・ギャザリングやセレブレーション記念イベント、その他特別イベント*でいっ

ぱいの本物のワンダーランドについて知りたいのでしたら、ウェブサイト disneyvacationclub.com が最も総合的な情

報の宝庫ですが(Plan a VacationタブのメニューにあるEvent Calendarに行き、目的地などの条件でイベントを探す)、ディズ

ニー・ファイル・マガジンではそのなかでも特に重要な日付をいくつか取り上げてご紹介します。より詳細なご案内、最新情報、料金、お申込

み方法などについては、上記でご紹介したイベント・カレンダーをご覧ください。

• 7月3日 ： ディズニー・コンテンポラリー・リゾートにてディズニー・バケーション・クラブ主催インディペンデ ンス・デイ・デザート・パーティ。

•  7月18日、8月8日、8月22日 ： ディズニー・アニマルキングダム・テーマパークにてディズニー・バケーション・クラブ主催ムーンライト・マジック**（イベント開催

日にリゾート滞在を予約しているメンバーの予約開始は6月5日、それ以外のメンバーは空席がある場合に限り6月12日から予約できます）。

•  9月18日、10月16日 ： ディズニー・タイフーン・ラグーン・ウォーター・パークにてディズニー・バケーション・クラブ主催ムーンライト・マジック**（イベント開催

日にリゾート滞在を予約しているメンバーの予約開始は8月14日、 それ以外のメンバーは空席がある場合に限り8月28日から予約できます）。  

• 10月31日 ： ディズニー・コンテンポラリー・リゾートのボールルーム・オブ・アメリカにてディズニー・バケーション・クラブ主催ハロウィーン・デザート・パーティ。

• 11月28日 : ディズニー・コンテンポラリー・リゾートのファンタジア・ボールルームにてディズニー・バケーション・クラブ主催サンクスギビング・ディナー。

•  12月12日 ： コンドミニアム組合総会 ： コンドミニアム組合の年次総会はウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにて12月12日に行われる予定ですが、詳

しい開催時間および会場についてはウェブサイト disneyvacationclub.com または DVCMember.jp にてご確認ください。またディズニー・バケーショ

ン・クラブでは環境保護への取り組みの一環として、コンドミニアム組合から皆さまへの連絡手段として、郵便の代わりにEメールをお選びいただけるよ

うにしております。 ウェブサイト disneyvacationclub.com または DVCMember.jp にて、ご連絡先の更新をしていただくだけで変更ができます（「マイ

DVC」タブのメニューにある「コンドミニアム組合からのニュース」をクリックしてください）。

• 12月24日 ： ディズニー・コンテンポラリー・リゾートのファンタジア・ボールルームにてディズニー・バケーション・クラブ主催ホリデイ・ディナー。

• 12月30日 ： ディズニー・コンテンポラリー・リゾートのボールルーム・オブ・アメリカおよび車寄せスペースにてディズニー・バケーション・クラブ主催ニュー

　  イヤーズ・イブ・イブ・パーティ。

**できるだけ多くのメンバーの皆さまにムーンライト・マジックを楽しんでいただくため、メンバーシップお一人につき、各開催地につき一回のみの参加に限定させていただいていますのでご了承ください。

*コンドミニアム組合総会を除き、ここで挙げられているイベントはメンバーシップ・エクストラ特典であり、ご利用にあたっては資格要件が適用されます。 詳細については1ページ下欄の重要なお知らせをご覧ください。

次のバケーションを計画する前に disneyvacationclub.com のイベント・カレンダーをチェックしましょう。

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・リゾートの両方で開催中のさまざまなメンバーイベントの詳細がご覧になれます。

• 10月31日 ： ディズニー・バケーション・クラブ主催ハロウィーン・デザート・パーティ。会場は後日この号が発行された後に決定される予定です。

• 12月24日 ： ディズニー・バケーション・クラブ主催ホリデイ・ディナー。会場は後日この号が発行された後に決定される予定です。

10

とても重要な日

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

ディズニーランド・リゾート

ウェブサイト disneyvacationclub.com で最新情報をお見逃しなく



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、2001年からメンバーであるオハイオ州のバーグドルフさんご一家が選
んだ、とても独創的な素材の壁紙です。

皆さんにもきっと覚えがあるでしょう。 ディズニー・ファストパスのチケット（ディズニー・ワールドの常連の皆さん、覚えてますか）のあるあるです。お気に入りのアト

ラクションのために頑張ってパスを取ったはいいけれど、利用時間に戻る前に計画が変わって結局使えなくなってしまったことがあったでしょう。子供が寝てしま

ったり、パレードに夢中になって忘れてしまったり、またはタータンチェックのベストを着たVIPツアーガイドを発見し、残りの一日を使ってそのVIPのセレブのあとを

こっそりつけることにした（お願いですから、それはしないでくださいね）、など理由は様々でしょうが、使えなかったチケットはそのまま持って帰り、とりあえず記念に

と引き出しに入れてとっておくことになるのです。何年もこれを繰り返すうちに、バーグドルフ家のようにオハイオ州の自宅の壁を色とりどりのチケットで覆えるほ

どのコレクションになってしまうという訳です（マウルストラムのパスまであるんです！）。不思議な魅力のある、ずっと見ていても飽きないこの壁紙は、ディズニー・

ファイル・マガジンのスタッフなら絶対やってみたいDIYです。

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。
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メンバーのお宅拝見

私だけのディズニー・ホーム
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presents

ディズニー・バケーション・クラブの15番目のリゾートとして計画されているディズニー・リビエラ・リゾートは、まるでウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの中心

に壮大なヨーロッパの景色が現れたようです。 誰もが12月に予定されているこのリゾートのオープンを心待ちにしていますが、ディズニー・ファイル・マガジンの

スタッフはこれに合わせて、今回の「思い浮かべてみましょう」のレンズの焦点をイタリアに当ててみました。イタリアは、このリゾートのイマジニア達が設計にあ

たって参考にした国の一つであり、またメンバーの皆さまがRCIの友人たちを通じて訪れることのできる多くのヨーロッパのデスティネーションの一つでもありま

す。海岸沿いの地方から内陸部の山 ま々で、何百枚ものイタリアの風景写真を見た末に私達が選んだのは、この美しいイタリア・アルプスの写真です。まるで

絵に描いたように美しく、本物の景色なのか疑ってしまいそうなほどです（ご安心ください、本物です）。この魅力的な写真の中に隠された7つの間違いを探して

みましょう。ウェブサイト disneyvacationclub.com/ では、何千ものワールド・コレクションのエクスチェンジ・オプションについての情報がクリックひとつでご覧

になれます。次のバケーションを夢見ながら、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・エクスチェンジの予約手数料95ドルが引き続き免

除されることも忘れずに思い出してください。*

RCI から旅のプロのアドバイス： お探しのリゾートがなかなか見つかりませんか？そんなときは「空室検索リクエスト」 を開始して、新しいバケーション地のリスト

へのアクセスを優先し、ご希望のバケーション地に空きが出たらRCIから通知が届くように設定してみてください。
 

*現在のところ、2019年12月31日までに確定さ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。RCIおよびそれに関する商標は合衆国および国外で登録された登録商
標またはサービスマークです。 無断複写・転載を禁じます。

piCTURe THIS

COMMUNITY    •

altered

original

答え：写真左から (1)道標の奥にあった建物がなくなっています。 (2)道標の矢印のひとつがなくなっています。( 3)道標の右下にあった小さな木杭がなくなっています。 (4)道標の右奥
にあった道がなくなっています。 (5)空の雲が一つ増えています。 (6)雲の右側にある山が高くなっています。 (7)写真右下部分にある木の影がなくなっています。

「思い浮かべてみましょう」
RCI 提供
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restaurant spotlight
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tasty tidbits • nourishing news  

ディズニーランド・リゾート ： 新しいディズニー・プリンセス・ブレックフ

ァスト・アドベンチャー・エクスペリエンスがこの春、賞に輝いたディズニー・

グランド・カリフォルニアン・ホテル&スパのナパ・ローズ・レストランで始まり

ます。 ディズニー・プリンセスと過ごすこの特別な朝食のひとときには、3品

コースのお食事に加え、魔法のように楽しいアクティビティ、ストーリータイ

ム、専用の記念撮影ステージ、それにプレミアムグッズのお土産もついてき

ます。このエクスペリエンスは毎週木曜日から月曜日までの午前8時から正

午までご利用いただけます。メンバー・サービスまでお電話か、またはウェブ

サイト Disneyland.comのダイニング・セクションにてご予約いただけます。

エプコット ： シェフのジェローム・ボキュース（エプコットにある彼のレストラ

ンにはシェフ・ド・フランス・ブラッセリーやムッシュー・ポールなどがあります）

の料理をメニューに載せた新しいクレープ専門店が、エプコットのフランス

館を拡張したスペースにオープンします。この拡張計画によって新しいダイ

ニング・スポットができるだけでなく、待望のアトラクション、レミーのおいしい

レストラン・アドベンチャーもウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの50周

年記念に合わせてオープンします。フランスのブルターニュ地方の伝統的

なクレープを提供するこの店では、ゆっくりと席に座って食事をいただくこと

も、ちょっと立ち寄って甘いクレープ（色々なトッピングの入った薄いホットケ

ーキのようなものです）をテイクアウトすることもできます。またガレットと呼ば

れる軽食のようなクレープを楽しむこともできます。  

ディズニー・ハリウッド・スタジオ ： 最近ABCコミサリーに行かれましたか？ 

テレビ局のスタジオをテーマにしたこのレストランでは、さっと食べられるラン

チや気軽に楽しめるディナーをご用意しています。毎日午後4時からのディナ

ータイムでは、キャッシャーで食事を注文したあとは、ポケベルのようなデバイ

スを受け取り、お好きな席を選んで待っていればキャストがテーブルまで食事

を運んできてくれる仕組みになっています。この素早いサービスに加えて

さらに便利なのが、席を前もって確保できる新しい予約のオプションです。

ご予約は、メンバー・サービスまでお電話ください（または公式アプリ「My 

Disney Experience」を使ってご自分で予約することもできます）。それ以

外にも、新しいアールデコ・スタイルの内装からセルフサービス方式のドリン

クステーションまで、新しくなったところがいっぱいありますから、今度行かれ

たときはぜひ探してみてください。 

ディズニー・アニマルキングダム・テーマパーク ： 『ライオン・キン

グ』とアフリカの文化のスピリットを満喫する旅に出発しましょう。「サークル・

オブ・フレーバー：ハランべ・アット・ナイト」というこの新しいダイニング・エクス

ペリアンスでは、豊かな料理や音楽、そして動物保護の大切さを直に体験

できるのです。ディズニー・アニマルキングダム・テーマパークで7月24日よ

り特定の夜に開催されます。ご家族どなたでもご参加いただけるこのエクス

ペリエンスは、ハランベ鉄道駅で提供される軽いスナックと特製ドリンクから

スタートします。続いてワイルドライフ・エクスプレス・トレインに乗ってラフィキ

ズ・プラネット・ウォッチ駅に到着すると、『ライオン・キング』のキャラクターが

出迎えてくれるのです。そこでさらに美味しい料理を楽しみながら、ヒョウや

ケープバッファロー、アフリカ象、サイやライオンをテーマにしたアクティビテ

ィに参加できます。その後再び汽車に乗り、ハランベ・マーケットで降りると、

そこでは参加者だけのために開かれたストリート・パーティが待っています。

陽気な音楽と味わい深い料理、色々なテーマのデザートや飲み物、それに

お子様向けのアクティビティなどが盛りだくさんの夜をお楽しみいただけるで

しょう。参加費は10歳以上の参加者はお一人様125ドル（及び税金）、3

歳から9歳のお子様は99ドル（及び税金）です。テーマパークへの入場チケ

ットが必要となります。入場チケットの料金は参加費には含まれておらず、

別途お求めになる必要がありますのでご了承ください。詳細およびご予約

については、メンバー・サービスまでお電話ください。
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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



ディズニー・スプリングスは、料理の鉄人、森本正治シェフのモリモト・アジアをはじめ、数々の著名なセレブシェフによるレストランを取り

揃えて、ディズニー・ワールドでのダイニングのレベルアップに貢献してきました。 読者の方で森本シェフのホイシン・チリ・スティッキー・ス

ペアリブをまだ食べたことがない方がいらっしゃるなら、今やっていることをすぐに止めてレストランに向かい、それがどんなに素晴らしいか

ぜひ味わってみてください。 もしそれが難しければ、この驚くほど簡単なレシピをおうちでぜひ試してみましょう。

スペアリブひとかたまり分

ポークリブの蒸し煮の材料：

豚ばら肉　ひと塊　
しょうがのみじん切り　大さじ10杯　
にんにくのみじん切り　大さじ4杯　
キャノーラオイル　大さじ2杯

ホイシン・チリソースの材料：　

ホイシンソース  1カップ（240cc）　
メープロイ・チリソース  3カップ（720cc）
米酢  1/2カップ（120cc）

飾り付けの材料：　
コンスターチ　2カップ（480cc）　
コリアンダー（パクチー）のみじん切り　テーブルスプーン2杯

ソースの作り方：
ホイシン・チリソースの材料をすべて入れ、フォークを使ってよく馴染むまでかき混ぜて置いておく。
(注：ソースは冷蔵庫に入れて一晩保存しておくこともできます）

ポークリブの蒸し煮の作り方：
1. オーブンを華氏250度（摂氏約120度）に予熱します。
2.  肉をオーブン用耐熱皿にのせ、しょうが、にんにく、白玉ねぎ、料理用ワイン、キャノーラオイルも一緒にのせます。これらの材料がひたひ

たになるまで水を注ぎ、そこにタマリンドペーストを少しずつ混ぜ入れます。 アルミホイルで覆い、オーブンで約3時間半または肉が骨から
ホロリと取れるようになるまで調理します。

3. 肉が十分に冷めるまでそのまま肉汁の中に置いておきます。
4. 冷めた肉を骨ごとに切り分けます。 

ポークリブの揚げ方：
1. 切り分けた肉にコンスターチをまぶし、華氏350度（摂氏約180度）の油で2～3分（きつね色でカリッとなるまで）揚げます。
2. バットで油を切って冷まします。

盛り付け方：
1. 油を切って冷めた肉をホイシン・チリソースにからめます。
2. 皿に盛り、コリアンダー（パクチー）のみじん切りを上に飾ります。

Hoisin Chili Sticky Spare Ribs

白玉ねぎ、乱切り　1個　
料理用ワイン　1/4 カップ（60cc）
タマリンドペースト　1カップ（240cc）

白砂糖　1/2カップ（120cc）　
フィッシュソース　1/4カップ（60cc）
醤油　1/4カップ（60cc）

ディズニー・ディッシュ

ホイシン・チリ・スティッキー・スペアリブ

モリモト・アジア、ディズニー・スプリングス

※計量カップは米国サイズです。
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アンダーウォーター・エクスプローラー ： アウラニ・ディズニー・リゾー

ト＆スパ コオリナ・ハワイのワイコロへ・バレー・プール・エリアにあるシュノ

ーケリング・リーフは、350平方メートルほどのレインボー・リーフです。ここ

にはメネフネ（島に住む不思議な小人族です）が隠れていたり、岩に彫っ

たアートがあったり、そしてもちろんハワイのサンゴ礁の魚たちがたくさん

住んでいます。このリーフでは、2時間のスキューバダイビング・エクスペリ

エンス、「アンダーウォーター・エクスプローラー：レインボー・リーフでの初

心者ダイビング体験」が新たにスタートしました。毎週金曜日と土曜日の

午後4時15分から開催されるこのエクスペリエンスには、装備一式から

水筒、魚識別用カード、それにエクスペリエンスの模様を撮影した記念ビ

デオまで含まれています。詳細およびご予約については、(808)674-

6943までお電話ください。

リゾート業界を代表する名誉 ： ディズニー・バケーション・クラブは最近、

全米リゾート開発業者協会より3つの2019年度ARDAアワードを授与さ

れました。私どものキャストへの高いレベルの訓練とサポートに対して名誉

あるACE年間最優秀雇用者賞を、ディズニー・バケーション・クラブの「イン

クレディブル・サマー」キャンペーンに対して最優秀マーケティング・プログ

ラム賞をそれぞれいただき、さらにディズニー・ファイル・マガジンが最優秀

雑誌賞の栄誉に輝きました。ほかにも、ウェブサイト disneyvacationclub.

com/の進化やディズニー・ベロビーチ・リゾートのレクリエーション・チーム

およびその宿泊施設の改修、ディズニー・ウィルダネス・ロッジ・ヴィラのコモ

ンエリアの改修、さらにアウラニ・リゾートのアクティビティ・プログラムなどが

幾つかの賞で最終候補として推薦されるなど、ディズニー・バケーション・ク

ラブの業績とそのチームが大きく評価されました。

豪華なメイクオーバー ： 新しいビビディ・バビディ・ブティックがディズニー・

グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ・ヴィラでこの夏オープンの予定です。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでは（ディズニー・スプリングスとマジッ

クキングダム・パークに次いで）3店目となるこの新しいブティックは、前アイ

ビー・トレリス・サロン（こちらは以前センセズ - ディズニー・スパのあった場所

に移転予定）のあった場所にオープンして3歳から12歳のゲストがプリンセ

スに変身できる特別なメイクオーバーの体験をご提供します。 ビビディ・バビ

ディ・ブティックのご予約はメンバー・サービスまでお電話ください。

マーメイド・スクール ： もしディズニー・ビーチクラブ・ヴィラに滞在される

のでしたら、新しいエクスペリアンス、マーメイド・スクールを楽しむ絶好のチ

ャンスです。ディズニー・ヨット＆ビーチクラブ・リゾート（毎週火曜日と土曜

日にストームアロング・ベイ・プール）、ディズニー・カリビアンビーチ・リゾート

（毎週月曜日と水曜日にフエント・デル・モロ・プール）、そしてディズニー・

アート・オブ・アニメーション・リゾート（毎週日曜日と木曜日に名前もピッタ

リのフリッピン・フィンズ・ビーチ）でそれぞれ開催されます。この１時間のク

ラスには4歳以上のメンバーやゲストが参加でき、マーメイドテイルを装着

して、マーメイドの泳ぎ方の基本を身につけることができます。きっと「スナ

ーフブラット」や「ディングルホッパー」を集められるぐらい、上手に泳げるよ

うになることでしょう。詳細およびご予約については、メンバー・サービスま

でお電話ください。（クラスの日時は変更されることがあります。また、クラス

を受講されていてもディズニー・ヨット＆ビーチクラブ・リゾートに滞在されて

いない場合、ストームアロング・ベイ・プールのご利用はクラス時間中のみ

に限られ、それ以外の時間はご利用いただけませんのでご了承ください。）

水辺でジョギング ： 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・リゾートとディズニー・ヨット＆ビーチクラブ・リゾートの周囲

2.3kmのコースを走る、シーサイド・スプリントを楽しんでいただけま

す。天気が良ければ毎週金曜日の朝8時に開催されますので、参加

される方は午前7時45分にアトランティック・ダンスホール付近にお

集まりください。

この有料のエクスペリアンスには、参加記念ピンバッジ、スクリーン・ド

ネイバーフッド・ノート

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
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今後のディズニー・バケーション・クラブのムーンライト・マジックの開催予定日については10ページの

「とても重要な日」をご覧ください。ムーンライト・マジックのイベントはメンバーシップ・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*でしたら無料で参加できます。

　すごい速さで進む世の中では、お礼を述べることさえ忘れてしまいがちですが、今回は特にきちんとお礼を言いたくて筆をとりました。本当にあり

がとうございます。

　私は1986年からずっとディズニー・ワールドの常連で、1988年からは家族や親戚も連れて来ています。私が30代半ばの頃、当時はまだ建設も終わっ

ていなかったディズニー・オールド・キーウェスト・リゾートとディズニー・ボートウォーク・ヴィラのディズニー・バケーション・クラブのメンバーシップを購入しまし

た。そのとき母にこれから毎年連れて行くからねと約束したのですが、今や母は77歳、父は79歳になりましたが、今でもその約束を守り続けています。

　私がこの手紙を書いているのは、このことについてなのですが、家族旅行を率いていくというのは本当に大変なことです。今年2月の旅行では

総勢17人もの家族や親戚が私についてきました。 こういった旅行では、4歳から79歳までの誰もがみんなが楽しめるよう、まず計画を立てるだけで

もかなりの労力がかかります。そして旅行が始まれば、その最後の瞬間まで何か困ったことがあれば昼夜問わずお世話するのも私の役目です。

今年は特に大変でした。家族のうち8人がウイルス性胃腸炎にやられ、毎日のように次 と々病気になったのです。

　さて、ここからは楽しかった思い出をお話しましょう。本当に最高の思い出なんです。今年の旅行を本当に素晴らしいものにしてくれたイベントが

ありました。それがディズニー・バケーション・クラブのムーンライト・マジックだったんです。

　思いがけずEメールで招待状をもらったのですが、正直、私はちょっと疑っていました。 家族が無料でこのイベントに招待してもらえるなんて信じ

られなかったのです。

　さらに幸運なことに、小さい子供たちの面倒や両親の手伝いを年上の子どもたちに任せることができたので、私と私の妹や弟とその伴侶だけで

ムーンライト・マジックに参加することができたのです。もう本当に楽しい夜でした。兄弟たちと一緒になって遊んだのは、子供のとき以来でしょうか、

何も心配や気兼ねなく、思う存分に楽しめたんです。回転木馬に一緒に乗ったり、ビデオを撮ったり、スペースマウンテンに行ったり、カリブの海賊を

覗いたり、またジャングル・クルーズに参加したり、とにかくありとあらゆることをして遊んだんです。こんなに楽しかったことはここ何十年間ぶり、とみん

な口を揃えて言っていました。

　43歳から57歳までの弟や妹たちとのマジカルな思い出を創ってくれて、本当にありがとう。

ディズニー・ファイル・マガジンでは、1992年からメンバーのメリーランド州のリサさんから、メンバーシップ・マジックの忘れられない
夜について書かれた素敵な「ネイバーフッド・ノート」をいただきましたので、ここで皆さまにご紹介したいと思います。

ア・マーチャンダイズ・ストア特製グーフィー・グレイシャー・スラッシーが

ついてきます。詳細およびご予約については、メンバー・サービスまでお

電話ください。

プールサイドでの贅沢 ： ディズニー・バケーション・クラブのネイバーフッ

ドでは、メンバーとゲストの皆さまにプールサイドでより快適に過ごしてい

ただけるよう、カバナの半日または全日レンタルをご提供していますが、新

たにディズニー・ヨット＆ビーチクラブ・リゾートがそれに加わりました。 日差

しの眩しいストームアロング・ベイのビーチのそばにあるこのリゾートのカ

バナでは、専任のキャストメンバーがつき、天井ファンやケーブルテレビ、ク

ッション付き家具、ジュースやボトルウォーターの入ったミニ冷蔵庫、鍵付

き金庫ロッカー、携帯充電用コンセント、高級タオル、日焼け止めなどを備

えています。メンバー・サービスにてお電話で事前予約（絶対におすすめ

です）できます。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテルに滞在され

ているメンバーとゲストの皆さまは、ディズニー・コンテンポラリー・リゾートお

よびディズニー・グランド・フロリディアン・リゾート＆スパ・ヴィラのカバナ・レ

ンタルをご利用いただけますが、ストームアロング・ベイのカバナ・レンタル

をご利用いただけるのは、ディズニー・ビーチクラブ・リゾート（ディズニー・ビ

ーチクラブ・ヴィラを含む）またはディズニー・ヨットクラブ・リゾートに滞在さ

れているメンバーとゲストの皆さまのみとなりますのでご了承ください。

*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。



ディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ：
スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジがディズニーランド・パーク
ですでにオープンし、ディズニー・ハリウッド・スタジオでも間もなくオー
プンする予定ですから、スター・ウォーズのファンなら、従来のテーマ
パークの体験を何倍にもレベルアップしたこの画期的なアトラクショ
ンが気になって、居ても立ってもいられないことでしょう。ディズニー・
ファイル・マガジンのスタッフも、ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・
ランで銀河系最速を誇る宇宙船の操縦桿を握ったり、スター・ウォー
ズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタンス（東西両海岸のパークで今年後半
にオープンの予定）でファースト・オーダーとレジスタンスとのバトル
の真っ只中で生き残りをかけて戦ってみたくてたまらないのですが、
一方で、惑星バトゥを探検できることもそれと同じくらい楽しみにして
いるのです。 この辺境の惑星にある貿易港ブラック・スパイア・アウ
トポストは、銀河系で最も悪名高いおたずね者のたまり場であると
同時に、他のどこでも手に入らないようなものを食べたり、ショッピン
グしたりできるホットな場所でもあるのです。そんな惑星バトゥの定番
スポットを見逃さないよう、その幾つかをここでご紹介しましょう。

オーガのカンティーナ ： パイロットや賞金稼ぎに密輸商人、地元の常連

から銀河系を旅する旅行者たちまでを相手にするこの怪しい酒場は、エイリ

アンの主人、オーガ･ガラが一手にとりしきっています。彼女が目を光らせて

いるおかげで、荒くれ者の客たちも行儀よくしています（もしくは、少なくともそ

うしようとはしているようです）。大人のカクテルだけでなく、お子様向けのドリ

ンクもありますから、カウンターで風変わりな飲み物をぜひ頼んでみましょう。

飲み物の入ったグラスも、中身に劣らずとても不思議な形をしています。カン

ティーナでおなじみのDJ、RX-24 R-3X(またの名をキャプテン・レックス）に

よる音楽も十分に楽しんでいただけるでしょう。実は彼はスター・ツアーズの

スタースピーダーのパイロットでしたから、皆さんが（そして彼が）初めてスター・

ツアーズに乗ったときに会ったのを覚えていらっしゃる方もいるでしょう。

タッグズ･グラブ ： シェフのストロノ・タッグズはこの辺りでは「クッキー」とい

うあだ名で知られていますが、彼はその移動式キッチン&レストラン、ドッキン

グ・ベイ7・フード&カーゴをここに停泊させ、旅行者や地元の客に異国の味

覚と珍しい料理を振る舞っています。それらの料理は彼が長年、惑星タコダ

ナのマズ・カナタの城の料理人として長年働いた後、銀河のあちこちを旅し

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジのレストラン＆ショッピングガイド

惑星バトゥの定番スポットを探検

Disney
deSTINATIonS

画像はイメージです ©Disney/Lucasfilm

オーガのカンティーナ

ディズニー・デスティネーション
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ていた経験から生まれたものです。この格納庫の屋上で営業している移動式

レストラン（シーナー・コール型多目的輸送シャトルを改造したものです）は、い

ってみれば屋台の宇宙版のようなものでしょう。特にディズニー・ファイル・マガ

ジンのスタッフが行く前から食欲をそそられているメニューは、アイソリアン・ガ

ーデン・ローフ（ベジタリアン「ミートローフ」とローストした野菜のマッシュ）やス

モークド・カーデゥ・リブ（田舎風スティッキー・ポークスペアリブとブルーベリー

風味コーンマフィンにキャベツのコールスロー添え）です。ハンガー・ベイの屋

内でも、または日陰の涼しい裏庭でもお好きな席をお選びいただけます。 

ロント・ロースターズ ： 美味しいロント料理の数 を々楽しみながら、このレスト

ランでのリサイクルしたポッドレーサーのエンジンの画期的な使い方をよく観

察してみましょう。なんと、その火力を使って名物のエキゾチックな肉を焼いて

いるのです。元精錬ドロイドだった8D-J8がその技を駆使して丁寧に肉を焼

いてくれるので安心ですね。

ミルク・スタンド ： ブルーミルクのことはもうご存じかと思いますが、ここではグ

リーンの方も両方お試しになれます。どちらもブボ・ワンバ・ファミリー牧場から

直送のしぼりたてです。 

カット・サカのケトル ： ストリート・マーケットに軒を並べる数々の店の中でも、

この穀物専門店を見逃してはいけません。そこに行ったら必ず、甘辛い、ちょ

っぴりスパイスの効いたポップコーン、アウトポスト・ミックスを注文しましょう。

ドク＝オンダーのデン・オブ・アンティーク ： レアで貴重なグッズを探し求

めている方には、このアイソリアンの店がおすすめです。銀河系の隅々から、

そして古代の時代までさかのぼって集めたグッズがたくさん揃っています。

サヴィのワークショップ - ハンドビルト・ライトセーバー ： この工房に行

けば、ギャザラーたち（収集者：ジェダイの言い伝えを継承し、フォースの知識

を伝えて宇宙のバランスを回復しようと活動している神秘的な集団です）に会

うことができ、マスターに導かれて自分だけのオリジナルのライトセーバーを作

り上げることができるのです。

ドロイド・デポ ： このムボの工房にまず立ち寄り、自分だけのカスタマイズし

たアストロメク・ドロイドを組み立てて、惑星バトゥの旅のお供に一緒に連れて

行くのはいかがでしょう。

ファースト・オーダー・カーゴ ： ファースト・オーダーが一時的な基地および

着陸地点として使用しているこの宇宙港のハンガー・ベイには、ファースト・オ

ーダーの装備類やユニフォーム、支給品などが入ったコンテナが置いてあり

ますが、これはブラック・スパイア・アウトポストの住民や旅行者の歓心を買う

ためにファースト・オーダーの将校たちが持ち込んだものなのです。 

レジスタンス・サプライ ： それよりレジスタンス側の装備を身に着けたいで

すよね？ それでしたら、この即席の屋台ではレジスタンスのユニフォームやバ

ッジ、ヘルメット、地図やその他の支給品など色々揃えることができます。

これでも、この惑星のほんの表面をなでたに過ぎません。ご紹介した定番のア

トラクション以外にも、トイダリアンが作ったおもちゃがいっぱいのトイダリアン・

トイメーカー、思わずペットにしたくなるような不思議な生き物たちに会えるク

リーチャー・ストール、エイリアン・ファッション専門店のブラック・スパイアー・ア

ウトフィッターズ、アクセサリー専門のジュエル・オブ・ビスなど、まだまだたくさん

探検したい場所があり、ご紹介したいのはやまやまですが、紙面は宇宙のよう

に無限ではないのが本当に残念です。

ディズニーランド・パークのスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジにぜひ遊び

に来てください（6月24日までのご入場には事前予約が必要となります。詳細

はウェブサイトDisneyland.comをご覧ください）。東海岸のパークでは8月

29日から段階的にオープン開始なので、そちらもお見逃しなく！

画像はイメージです ©Disney/Lucasfilm

この秋からご利用いただける「エキストラ」エキストラ・マジック・アワーについてのお知らせが裏表紙に載っていますからお見逃しなく！

ロント・ロースターズ

6月23日までの間、ディズニーランド・パークのスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジの入場には、有効なテーマパークチケットのほか、事前予約が必要となります（販売数に限りあり）。
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上海ディズニー・リゾート ： 世界初のズートピアをテーマにしたテーマラ

ンドの建設が、上海ディズニーランドで今年後半に始まる予定です。ウォ

ルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの『ズートピア』は中国ではその

興行記録を塗り替え、長編アニメーション映画としては史上最高の興行

収入を上げています。「ディズニーのストーリーのもつ力と最新のテクノロ

ジーを一つに融合させた」ズートピアに命を吹き込むようなメインアトラク

ションを中心に、特別なエンターテイメントやショップ、レストランなどがい

っぱいの「誰でも何にでもなれる」という夢のかなう、哺乳類たちの大都

市ができる予定です。

アドベンチャー・バイ・ディズニー ： 有効なメンバーシップ*をお持ちのメ

ンバーの皆さまから、新しくリイマジンされた2020年のアドベンチャー・バ

イ・ディズニー・エクスペリエンスの予約をお求めになるお電話がたくさんか

かっています。（すでに提供されているライン川やセーヌ川クルーズに新た

に追加される）南フランスを横断する新しいローヌ川クルーズ、エジプト内

陸部での冒険に3日間のナイル川クルーズを組み合わせた新しいプログ

ラム、それにリイマジンされたモンタナ州の旅や、大人限定で開催されるギ

リシャ・イギリス・フランス周遊、コスタリカ、また南アフリカへの旅などをご

用意しています。これらのプログラムや他のアドベンチャー・バイ・ディズニ

ーによるガイド付きグループ・バケーションについての詳細は、ウェブサイト 

disneyvacationclub.com/（アドベンチャー・バイ・ディズニーのデスティネ

ーションを探す）にてご覧になれます。次のアドベンチャーのご予約にメン

バー・サービスへお電話される前にぜひご覧ください。  

東京ディズニーリゾート ： 東京ディズニーシーのソアリン：ファンタステ

ィック・フライトの正式オープンが7月23日に決定しました。すでに世界

のディズニー･パークで大人気のアトラクション、ソアリン・アラウンド・ザ・

ワールドをもとに、東京ディズニーシーでは日本のパークならではのオリジ

ナルな新しいシーンや視覚効果を使っています。このアトラクションは、空

を飛ぶという人類の夢を称える特別な博物館、ファンタスティック・フライ

ト・ミュージアムのあるメディテレーニアンハーバーに設置されます。東

京ディズニーリゾートではまた、東京ディズニーランドのファンタジーランド

拡張計画の一部として、美女と野獣”魔法のも

のがたり”のアトラクションの建設が引き続き行

われています。スマートフォンでQRコードを読

み取って、2020年春にオープン予定のまった

く新しいこのアトラクションについて、誰も知ら

ない情報をいちはやくキャッチしましょう。

ディズニーランド・リゾート ： ミッキーマウスのファン（それって全員です

ね？）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・ディストリクト

で開催中の「ポップアップ・ディズニー - ミッキー・セレブレーション」で撮っ

てきた写真でソーシャルメディアをいっぱいにしています。この期間限定の

特別有料エクスペリエンス（入場料は予約日時により4歳以上、30ドルか

ら38ドル（及び税金）、ダウンタウン・ディズニーでの最長5時間までの駐

車料金が含まれます）では、お子様からお年寄りまで楽しめる、目が飛び出

る（ポップ）ような楽しい驚きでいっぱいのミッキーづくしの想像の世界が

用意されていますから、その中にどっぷりと浸って素敵な自撮り写真を撮る

ことができるでしょう。参加者は会場で限定アパレルやアクセサリー、スウ

ィーツを購入することもできます。 詳しくはウェブサイト disneyland.com/

popupdisney 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。

気になるウワサ

7つのストーリー、2枚のページ、そして１人のスペース・レンジャー
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： リイマジンされたエントリー・プ

ラザ、そして遊ぶことを目的として作られるプレイ・パビリオンの案が、エプ

コットの数か年に及ぶ大規模な改造計画の一部として先日明らかにされま

した。この改修計画は、このパークの創設当初のビジョンを守りながら、よ

り幅広い、新しい体験を提供できるようにするためのものです。

　この将来の案では、メインゲートを通ってパークに入ると、ゲストは緑あ

ふれるスペースをぬって作られた歩道を歩いていくのです。 この新しい設

計はパークの昔の入場門をしのんだものになっており、それに加えて名物

の噴水にも、昔からある定番のものに新しいデザインを施しています。 プ

ラザの「リーブ・ア・レガシー」碑は、入口すぐ外の新しい設置場所に移設さ

れますから、ご自分の写真が刻まれている皆さんは、そちらで見つけること

ができますからご安心ください。

　一方、前ワンダー・オブ・ライフ・パビリオンは新しいプレイ・パビリオンとな

ってゲストを迎える予定です。革新的な技術を駆使したインタラクティブな

都市の中で、ゲストは大好きなディズニーのキャラクターをテーマにした、

この種のものとしては世界初となる様々な体験をすることができるのです。

　ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのポートフォリオ・エグゼクティブの

ザック・リドリーは「この革新的な新しいパビリオンは、僕らが今まで作って

きたものをはるかに超える、エプコットだけにしかないものなんです」と、ウ

ォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの50周年記念に合わせてオープン予

定のこの新しいパビリオンについて話してくれました。

　新しいエクスペリエンス・センターが今年の後半にパーク内のオデッ

セイ・イベント・パビリオンの中にオープンします。ここでは、このパークで

進行中の改造計画についてのインタラクティブな展示を体験すること

ができるのです。その計画の中にはほかにも、ランド・パビリオンでの映

像“Awesome Planet”があります。これは、眼を見張るようなネイチャーフ

ォトの映像と、インダストリアル・ライト&マジック（もはや伝説とも言えるよう

な、スター・ウォーズ・シリーズの映像の基盤を創り上げた特殊視覚効果の

制作会社で、ピクサー・アニメーション・スタジオもその一部門が独立した

のが始まりです）が創り出した没入感たっぷりの劇場内効果やスペース・

シークエンスを組み合わせた映像体験です。

ディズニーランド・リゾート ： またがるのがヘビでもウサギでも、またはカメ

やアルマジロでも、ジェシーズ・クリッター・カルーセルに乗れば、カウガール

気分になっておもわずヨーデルを歌いたくなること間違いなしです。ディズ

ニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークのピクサー・ピアの中にもうオー

プンしているこの 「ウッディのラウンドアップ」のワイルドな西部劇の世界を

イメージしたアトラクションは、遊園地の昔からの定番、メリーゴーランドにち

ょっとひねりを利かせた乗り物ですが、トイ・ストーリー・マニア！やリイマジンさ

れたインクレディコースター、ピクサー・パル・ア・ラウンド展望観覧車、そして

まもなくオープンのインサイド・アウト・エモーショナル・ウィールウィンドなど、

すでにそのエリアに置かれている遊び心いっぱいのアトラクションの仲間

入りをしました。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： ディズニー・ファイル・マガジン

のニュースルームに届いた様々なオープン予定日や工期計画についての

最新情報をお教えしますから、バケーションを計画したカレンダーにさっそく

書き込んでおきましょう。ディズニー・スプリングスのウエストサイド・ネイバー

フッドにオープンする4,000平方メートルもの広さの特別チケット・アトラク

ション、NBAエクスペリエンスについては春季号でもこの夏オープンとお

伝えしましたが、いよいよ8月12日に正式オープンが決定しました。ディズ

ニー・スプリングスではこの他にも、1,000平方メートルの店舗面積を持つ

ロン・ジョン・サーフショップがタウン・センター・ネイバーフッドのポライト・ピッ

グの近くに今年後半にオープンすることになっています。またディズニー・

ハリウッド・スタジオでは、ミッキーとミニーのランナウェイ・レールウェイのオ

ープン予定日が今年の秋から来年の春に変更されました。このアトラクシ

ョンはその後カリフォルニアに2022年に到着し、ディズニーランド・パーク

のミッキー・トゥーンタウンにオープンする予定です。

Artist renderings – proposed

Toy Story characters ©Disney/Pixar



　2016年にジョン・ファヴロー監督にディズニー・ファイル・マガジンが『ジャ

ングル・ブック』についてインタビューしたとき、彼の既成の枠組みをとらわれな

い映画の作り方についてお話をうかがったのですが、同時に、昔から愛されて

きたディズニーの名作をリメイクすることに、この『エルフ』から『アイアンマン』

まで数々のヒット作を送り出した監督でもプレッシャーを感じると告白していま

した。けれども今回は、モーグリとその仲間たちの何年も前に社会現象ともな

った名作、『ライオン・キング』をリメイクするというのですから、そのプレッシャー

の大きさは想像もつきません。年老いたマンドリルがライオンの赤ちゃんを両

手で高く掲げたように、そのハードルもぐっと上がったに違いないでしょう。

　「このプロジェクトを通して、それが一番大変な問題でしたね」と、彼はその

プレッシャーについてディズニー・ファイル・マガジンとのインタビューで語って

くれました。「『ライオン・キング』というのは、ミニバンの後席でDVDを見てい

る世代の映画なんです。つまり、その世代の人たちというのは、映画を一度

だけじゃなくて、きっと何度も繰り返し見ていますから、元の作品（1994年）

のシーンをすべて覚えているようなファンもたくさんいるでしょう。おまけに、元

の作品は今見てもびっくりするくらい色あせていない。ですから、元の作品に

ふさわしい、高いレベルのものを作るというプレッシャーだけでなく、みんなが

すでによく知っている大好きな作品の焼き直しではなく、わざわざもう一度見

に行くだけの価値のある新しいバージョンを作らなくてはいけない、というプ

レッシャーもあったんです。その上さらに複雑なのは、元の映画を土台にして

舞台ミュージカルが作られていて、それが大成功を収めていますから、人々が

深い思い入れを感じている二番目のバージョンのストーリーもあるわけです」 

　ではファヴロー監督と彼のチームはどうやってそんなプレッシャーを乗り

越えたんでしょう？ 

　「元の作品のファンが、ミュージカルのことをとても肯定的に評価してくれ

ている、ということに僕らはすごく励まされましたね。ミュージカルを単なる焼き

直しでなく、本当に満足できる作品として見てくれているんです。それで僕ら

も、これはまったく違う作品を作るような気持ちで取り組まなきゃいけない、とい

う結論にいたったんです。その結果、今のような実写版のように見える作品

になったんです。多くの人によく「実写版」と間違えられるんですが、実はそう

ではなく、動物も背景もすべてアニメーションで作ってあります。それでも実写

版に間違えられるのは、アニメーションが驚くほど写実的だという理由のせい

だけではありません。それは僕らが実写版の撮影のテクニックを使って制作し

ているからなんです。つまり、アニメーションの映画なんですが、アニメーション

のテクニックを使ってキャラクターを動かしたり、アニメーション・スタイルのカメ

ラのレイアウトを使っていないんです。多くの場合、実写を撮影する本当の撮

名作に敬意を表しつつ、新たに生まれ変わらせる試み

Disney
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ジョン・ファヴロー監督が『ライオン・キング』のビジョンについてディズニー・ファイル・マガジンに語る
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流れを変える ： 25年前に『ライオン・キング』が最初に映画館で公開されてから今に至るまでの間に、世界中のライオンの数は約半数に減ってしま

いました。一世紀前には20万頭いたライオンが、今ではわずか2万頭を残すのみとなってしまったのです。この憂慮すべき流れを変えるため、ウォルト・

ディズニー・カンパニーでは、この夏のライオンキングの公開を祝ってプロテクト・ザ・プライド・プログラムを発足させました。これはワイルドライフ・コンサ

ベーション・ネットワークを支援する取り組みですが、この団体は2050年までにアフリカ大陸のライオンの生息数を2倍にすることを目標とするライオ

ン・リカバリー・ファンドを創立しています。ライオン・リカバリー・ファンドは、現状に根本的な変化をもたらすような優れた取り組みに対して資金を提供す

る基金であり、厳重な審査を経た、最も効果的な活動を行っている自然保護活動団体をパートナーとして選び、それらのパートナーのアフリカの人々

や動物、生息地を守るための働きを支援するのです。ディズニー・コンサベーション・ファンドは過去15年近くの間、ワイルドライフ・コンサベーション・ネ

ットワークとともに様々な自然保護活動を支援し、今まで世界中15か国で19種類の動物の保護に取り組んできています。

影スタッフを使って、アニメーションで作った動物の動きをバーチャルリアリテ

ィの舞台の上で撮影しています。なぜなら、まるでドキュメンタリーのスタッフに

よって自然のサバンナで撮影されたように見える作品にしたいからなんです。

ですから、写実的なアニメ映画だけれども動物が自然な動きをする、でも同時

におなじみのストーリーや歌やキャラクターをもった作品なんです。」

　映像技術は2016年の『ジャングル・ブック』の後もさらに進化し続けて

いますが、それが『ライオン・キング』でも役に立っているかと聞かれてファ

ヴロー監督は、既成の枠組みをとらわれない彼の映画づくりの秘密は、最

新のテクノロジーというよりも、じっくりと時間をかけて学んでいく姿勢にあ

ると語っています。

　「僕がそれらの新しいテクノロジーの真の可能性をきちんと理解して、さら

に、どうやったらアーティストたちやそれらの新しいツールを効果的に使いこ

なせるのかを理解できるようになるには、3年間『ジャングル・ブック』を作る

ためにやってきたことのすべてが必要だったんです。『ジャングル・ブック』の

あとにこのプロジェクトをやってみようという気になったのは、これらの新しい

環境を使いこなしながら、どうやってストーリーを創り上げたらいいか、自分で

もそれがようやくわかってきたと自信が持てたからなんです。それに僕がそう

やって学んだことを生かすのに、『ライオン・キング』のストーリーはうってつ

けだったんです？。」

　有名スターがずらりと並ぶ声優陣も、この新しいバージョンのストーリーに

力強い命を吹き込んでくれるに違いありません。大人になったシンバ役には

ドナルド・グローヴァー、スカー役にキウェテル・イジョフォー、サラビ役にアル

フレ・ウッダート、ザズー役にジョン・オリヴァー、プンバァ役にセス・ローゲン、そ

してナラ役にビヨンセと、これだけでもそうそうたるメンバーですが、一人の声

だけは変わりません：それはムファサ役のジェームズ・アール・ジョーンズです。

　「最初に僕らが発表した配役は、シンバ役のドナルド・グローヴァーとムフ

ァサ役のジェームズ・アール・ジョーンズでした」とファヴロー監督は思い出

して言います。　「これはとても重要な意味を持つ発表だったと思います。

なぜなら、シンバに与えられた新しい声と昔と同じ有名なムファサの声とい

う決定は、このプロジェクトに対する僕らの姿勢をファンに伝えるメッセージ

になったと思うんです。この映画のテーマは、一つの世代から次の世代に

バトンを受け継ぐということなんですが、ジェームズ・アール・ジョーンズが再

び彼の役を演じてくれるというのは、そのような作品のテーマが配役の世

代交代でもよく反映されていること示す、非常に良い機会だったと思うんで

す。それは、元の作品を思い起こすと同時に新しいものを創り出したい、と

いう僕らの強い気持ちを表しているんです。」

　この新しいライオンキングの解釈が成功したかどうかは、最終的にはどう

やって判断したらいいのでしょう？

　「特にこの場合、『ライオン・キング』のような多くの人々にとって深い思

い入れのある作品に対しては、単に興行的な数字や、批評家の評価だけ

でその成功は測れないでしょうね。」と彼は私達に話してくれました。「判断

の基準は、どんなふうにファンが受け止めてくれたかでしょう。最初の作品

を映画館で見た世代であれ、両親のミニバンの後ろでDVDを見た世代で

あれ、彼らがもし、この映画が『ライオン・キング』の伝統の名に恥じない、

それをさらに豊かにしてくれる作品だと感じてくれたら、きっと成功だと言っ

ていいでしょうね。」

『ライオン・キング』は7月19日に全米で公開予定です！
(日本では8月9日公開）

#TheLionKing       #ProtectThePride

ジョン・ファヴロー
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25周年を記念して『ライオン・キング』の誕生を振り返る
ドン・ハーン、『ライオン・キング』のプロデューサー

the birth of 

　『ライオン・キング』は映画史上、最も成功したシリーズ作品の一つに数え

られていますが、そのはじまりは「アフリカのバンビ」という短いフレーズでし

た。当時27歳のアニメーション会社の役員であったチャーリー・フィンクがそ

れを思いついたのですが「簡潔で、想像力を刺激するし、それに覚えやすかっ

たから良かったんです」と彼は回想しています。そのたった一言から、後に『ラ

イオン・キング』という作品が生まれるまでの5年間の旅が始まったのでした。

　チャーリーが依頼した初期の脚本にはキング・オブ・カラハリだとかキング・

オブ・ジャングルなどのタイトルが書いてありますが、それらのストーリーは、砂

まみれの自然のドキュメンタリーを思い起こさせる荒 し々い自然を背景にし

た、血に赤く染まった牙や爪といったイメージの暗い自然の物語でした。でも

本物のアフリカはもっと夢を掻き立てるような素晴らしいものだったんです。

　1991年11月に『美女と野獣』が公開されましたが、その公開初日の翌

日、新たに集められたアーティストのチームがカメラとスケッチパッドを抱え

て東アフリカへと旅立ちました。彼らが戻ったとき、彼らは以前に持ってい

たアフリカの印象とは180度違う、力強い色彩とデザインのはっきりした感

覚を一緒に持ち帰ってきた

のでした。「このすべての体

験のおかげで」と共同監督

のロジャー・アレーズは言い

ます。「あらゆる方向性がは

っきりして、僕らがストーリー

の舞台として望んでいた、よりマジカルで、同時によりリアルなアフリカを描

き出すことができたんです」

　アーティスト達がアフリカから戻ってきた頃に、僕はプロデューサーとして

映画に加わったんですが、最初の仕事はスタッフを雇うことでした。 ちょうど

同じ頃に『ポカホンタス』もスタッフを集めようとしていたんですが、『ポカホン

タス』の方は、あるスタジオの重役に言わせれば「大ヒット間違いなし、なん

と言ってもロミオとジュリエットにダンス・ウィズ・ウルブズを足したみたいな映

画なんだから」と言われていて、一方『ライオン・キング』の方は実験的な作

品だと見られていました。人殺しの汚名を着せられたライオンの子供という

独自のストーリーにエルトン・ジョンの音楽でしたからね。ですから、スタジオの

ほとんどの人々は、『ポカホンタス』の方で働くことに決めていました。けれど

も幸運なことに、『ライオン・キング』のチームには、ここで自分の腕を見せて

やろうというハングリー精神のあるスタッフが集まっていたんです。今思うと、

僕らはみんな経験不足の若者の集まりでした。それにロブが言うように「本

当は怖くてしかたなかったんです」

 しっかりとした脚本もまだできあがっていなかったので、監督と僕はカーク・

ワイズと当時『美女と野獣』を監督したばかりのゲイリー・トゥルースデイル、

それにチームのストーリーヘッドのブレンダ・チャップマンと一緒にストーリー

用の会議室に缶詰になって脚本を練ることにしたんです。それからまる二

日間、大人になって自分が果たすべき役割を引き受ける、というストーリー

についてみんなで徹底的に話し合ったんです。そのストーリーにはジョーゼ

king

僕の父は僕がまだ小さいときに亡くなりましたが、
この映画を通して、それに向き合わなくてはなら
ないことを学びました

the

- 『ライオン・キング』の作曲家、ハンス・ジマー

写真上から時計反対周りにライオンキングの共同プロデューサーのロジャー・アレーズと
ロブ・ミンコフ；映画のサウンドトラックに協力した南アフリカのレコーディング・アーティスト
のレボ・M；名作曲家のハンス・ジマー

キングの誕生
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フ・キャンベルの「英雄の旅」（名高い神話学者による有名な伝記）や聖書

のヨセフの物語の要素、さらにハムレットの要素まで入っていました。

　「僕にとって」とミンコフは言います。「この映画で中心となるのは父と息子

の関係なのです。それは、このミーティングの中でかなり明らかになっていきま

した。ムファサとシンバのキャラクターを掘り下げていく中で、自分の役割を果

たすというテーマをとても身近で具体的な形のストーリーとして発展させること

ができたのです」

　音楽は映画において常に重要な役割を果たしますが、『アラジン』の仕事

を終えたばかりの作詞家ティム・ライスがまず曲作りに取り掛かってくれまし

た。彼はスウェーデンのポップグループ、アバ（彼らはティムとブロードウェイ・

ミュージカルのチェスで一緒に仕事をしたことがありました）を雇おうとしたん

ですが、断られてしまったのです。それで僕らはポール・サイモンのアルバムの

「グレイスランド」や南アフリカの歌手のCDを山程聴いていたんですが、そ

のときティムがエルトン・ジョンはどうかと言ってきたのです。最初はそれが本

当にいい選択には思えなかったんですが、ティムは最終的に正しかったんで

すね。エルトンはメロディを作ることにかけては素晴らしい才能を持っていて、

彼は耳から離れないほど魅力的で、感情に強く訴えかけるメロディをつくるの

ですが、それこそこのストーリーが必要としていたものだったのです。

「『ライオン・キング』は…実験的な作品だと見られていま
した。人殺しの汚名を着せられたライオンの子どもという
独自のストーリーにエルトン・ジョンの音楽でしたからね。」  

- プロデューサーのドン・ハーンがライオンキングは危険な賭けであったことを語る

『ライオン・キング』のプロデューサー、ドン・ハーン

写真左からエルトン・ジョンとティム・ライス

アフリカでの取材の様子



そして、映画の音楽を完成させる上で欠かせない最後のピースは、ドイツの作

曲家でバックドラフトやテルマ・アンド・ルイーズ、ドライビングミスデイジーを担当

したハンス・ジマーでした。ハンスはアフリカの合唱団を持ち込み、感情的なイ

ンパクトを楽譜の中に吹き込んだのです。彼はこれによりアカデミー賞を受賞

しました。実はハンスは、この映画のテーマに非常に個人的なつながりを感じ

ていました。「僕の父は僕がまだ小さいときに亡くなりましたが、この映画を通し

て、それに向き合わなくてはならないことを学んだのです」

　数え切れないほどの動物たちが出てくるアニメーション作品を描く、という大変

な課題に取り組むため、アニメーター達は自然のドキュメンタリーのビデオを舐め

るように何時間も見続けていたのですが、僕は野生の王国というTV番組での

ホストをしていたジム・ファウラーを呼んだのです。彼は本物のインディ・ジョーン

ズのような、動物のことを知り尽くしている人でした。 彼はスタジオに本物のライ

オンを連れてきてくれて、アニメーター達がそれをスケッチしているそばで、ライオ

ンの行動、身体のつくりや動き方について詳しく説明してくれたのです。

　この映画は手描きアニメーションによる作品でしたが、レイヨウの大群の暴

走シーンは大規模なコンピューターグラフィックスのアクション・シーンにしよう

と考えていました。この恐ろしいシーンのために、CGIのクルーが、何百頭もの

レイヨウを「先頭を追って」谷へ向かって走るよう動かすためのコンピューター

のプログラムを書き始めたのですが、これはうんざりするような長い時間がかか

る作業で、このたった一つのクライマックスのシーンを完成させるまでに2年も

かかったんです。

　ストーリー・アーティストのクリス・サンダース（後に『リロ＆スティッチ』の監

督）は毎晩自分の仕事部屋に閉じこもって、死んだムファサが霊になって現れ

るシーンに必死に取り組んでいました。僕らは彼の邪魔をしないように放って

おいたのですが、ある日やっと彼が部屋から出てきてそのシーンのスケッチを

見せてくれたのですが、みんなすごい衝撃を受けたんです。サンダースの描い

た、シンバに厳しく語るムファサの霊のスケッチには、私達が心の中に持って

いる、ほとんどスピリチュアルとも言っていいほどの父親との深いきずなが表現

されていて、この映画が扱っているのが目に見える現実を超えたものだという

ことをはっきり示していました。この瞬間、この作品はさらに高いレベルへと達

したと言っていいでしょう。

　ライオンキングの制作の始めの頃は失敗の連続でした。エルトンとティムが

最初に書いた「サークル・オブ・ライフ」のバージョンは不発に終わり、書き直す

羽目になりましたし、ザズーが歌う「キング・オブ・ワイルド」という曲はボツになりま

した。「愛を感じて」さえ、もう少しでカットされるところだったのですが、エルトンが

このような歌こそ、ディズニーのアニメ映画では最も感情を込めて歌うべきメイ

ンの曲なんだと熱弁を振るって、僕らにそれを思い起こさせてくれたのです。本

当に彼の言う通りでした。曲は残り…そしてアカデミー賞を獲ったのですから。

　1993年になる頃にはもう映画の制作がかなり進んでおり、もう後戻りできな

い所まで来ていました。観客がこの父と息子のストーリーを僕ら同様に気に入

ってくれるかは、まだ僕らにもまったく予想がつきませんでした。けれども1994

年の夏、観客はこの作品を絶賛してくれ、以来「アフリカのバンビ」のストーリー

はずっと舞台や映画館で語られ続けているのです。

『ライオン・キング』共同プロデューサーのロブ・ミンコフ（左）とロジャー・アレーズ（右）、
そしてティモンの声役のネイサン・レイン（中央）
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ホーンテッドマンションは昔からず

っと私のお気に入りのディズニー

ランドのアトラクションです。気味

の悪いもので壁という壁が埋め尽

くされているこの屋敷のことはよく

ご存じだと思いますが、私にとって

それより怖いのは、このアトラクシ

ョンが初めてオープンした年に私

はそこにいて、そして今も50周年

記念のこの記事を書いているとい

う事実の方でしょう。（このアトラク

ションがオープンしたのは1969年8月9日のことです）私がお墓の下に行

ってしまう前にこの愛すべきアトラクションの50周年をお祝いできたことに

感謝して、ホーンテッドマンションの裏話の中でもとっておきのものをここで

ご紹介いたしましょう。

メインストリート・マンション : ウォルト・ディズニーが描いていたディズ

ニーランドのビジョンでは常に「古ぼけたお化け屋敷」がその一部として

入っていましたから、初期の計画でもこの恐ろしいアトラクションはメイン

ストリートUSAの横道の一つに沿って建てられることになっていました。

ウォルト・ディズニー・イマジニアのハーパー・ゴフによって描かれた、この

場所に建つ屋敷を想像したスケッチまですでに完成していました。それ

は小高い丘の上に建って向かいの教会と墓場を見下ろす、荒れ果てた

古いお屋敷でしたが、ゲストがその大きな窓を覗けば、中で幽霊たちがう

ろついているのが見えたことでしょう。

Ghost Stories for Foolish Mortals
怖がらせ続けて今年は50周年

ジム・コーキス

ディズニーの遺産

愚かな人間どもへの怪談



エバーグリーン・コンセプト ： 1957年にアニメーション・アート・ディレク

ターのケン・アンダーソンが、メリーランド州バルティモアにあるエバーグリー

ン（常緑樹）ハウスという建物の写真をWEDライブラリ（WEDはウォルト・

イライアス・ディズニーのイニシャルで、ウォルト・ディズニー・イマジニアリン

グはかつてWEDエンタープライズという名前でした）で建築の本の中に見

つけ、それを参考に朽ち果てた屋敷のスケッチを描いたのですが、お土産

用のディズニーランドの地図のデザインなどで知られるサム・マッキムがそれ

を今や有名なこのアトラクションのコンセプトアートにしたのでした。

共通しているもの ： ケンはホーンテッドマンションをゲストが自分の足で

歩くアトラクションとして考えていたのですが、そのアイデアのもとになった

のは、カリフォルニア州サンノゼにあるウィンチェスター・ミステリー・ハウス

のツアー中に彼が書き留めたメモでした。そのメモをもとにケンは原案とし

て4つのストーリーコンセプトを創り出したのですが、すべてに共通してい

たのは、絵が変わるアートが飾ってある部屋、「愚かな人間どもよ」というフ

レーズ、そして裏庭にある墓場でしたが、最終的にこれらの要素はみな実

際のアトラクションに生かされたのでした。

血まみれの原案 ： ケンの創り出したストーリーの中でも、ウォルトが一番

興味を持ったのは、この屋敷がゴアという名の年老いた船長の住む海辺

の家だという設定でした。彼はプリシラという名の若い女性と結婚するの

ですが、自分が実は悪名高い海賊だということを彼女に知られてしまいま

す。それで彼は彼女を殺してしまうのですが、そのことに悩まされた彼は最

後には首をつって死んでしまうのです。屋敷の執事とメイドに扮したキャス

トが、愚かな人間どもを海辺に建つこの屋敷の中へ案内しながら、この

身の毛もよだつストーリーを話して聞かせるのというアイデアでした。さす

がにこのようなおどろおどろしいストーリーは最終的なコンセプトとして実

現しなかったのですが、この話の幾つかの要素が現在のアトラクションの

中に生かされています。ファンの皆さんならそれはきっとおわかりでしょう。

綱渡りのようなバランス ： まるで口を開けたワニの上で綱渡りをするバレ

リーナのように、イマジニアたちはホラーとコメディの両方を備えたアトラク

ションを作り出すために、その微妙なバランスを取ろうと苦労していました。

ウォルトは、緊張をほぐすための笑いの要素を創る仕事をマーク・デイビス

に、そして屋敷の不気味な雰囲気を創り出すのはクラウド・コーツにそれぞ

れ担当させました。エール・グレイシーはこのアトラクションの多くの特殊効

果を創り出した人ですが、そのような微妙なバランスについて1970年のイ

ンタビューでこんなふうに話しています。「たくさんの子供がやって来るわけ

ですから、このアトラクションをあまり怖すぎないようにする必要があったの

です。それで、少し笑える要素も加えることにしました。怪談のおわりにちょっ

と冗談を言うようなものでしょうね。ホーンテッドマンションで最終的に使わ

れなかった特殊効果は、多分75％近くだと思いますが、どんな人でも恐くな

って逃げ出しくたくなるくらい、ものすごく怖いものでした」（ところで話は変わ

りますが、最初のホーンテッドマンションは死ぬほど怖すぎて、文字通り亡く

なった人が出たために急遽中止された、という噂を聞いたことがあるかもし

れませんが、それは都市伝説です。実際は、ホーンテッドマンションの外装

が完成して間もなく、会社がニューヨークで1964年に開催された国際博

覧会のパビリオンの建設を優先しなくてはならなくなったため、アトラクション

の建設が一時中断されたというのが真相なのです）

館のマスター ： 多くのファンは「マスター・グレイシー」がこの屋敷に住む一

家の主人だと信じていますし、2003年のエディ・マーフィ主演の映画「ホー

ンテッドマンション」でもそのように描かれていますが、イマジニアのゼイヴィ

ア・アテンシオによれば真相はちょっと違うようです。ゼイヴィアは「マスター・

グレイシーここに眠る。喪に服すことなきように命ず」という、この都市伝説

の元になった墓碑銘を彫った本人なのですが、後に誤解を解くために「『マ

スター』という言葉は、20世紀の終わりの頃には『ミスター』と呼ばれる年令

に達していない男の子を呼ぶ敬称として使われていたものなのです」と説明

しています。ゼイヴィアはいつか私にその墓碑銘について話してくれたこと

がありましたが、少年らしさを失わない友人のエール・グレイシーに敬意を表そ

うとして彫っただけなんだ、と言っていました。

事実は小説より奇なり？ ： エール・グレイシーは、彼が10歳のとき、本当

に幽霊を体験したそうです。若き「マスター・グレイシー」はあるとき、親戚の

おばさんの家を訪ねたのですが、滞在中はいとこの寝室で彼と一緒に寝

ていたそうです。その旅行から帰ってきたときにエールは、いとこは絶対に

言うなと彼に口止めしたにもかかわらず、母親に彼がいとこの部屋で見た

背の低い年老いた女性のことを話してしまいました。彼女はクローゼットに

住んでいて、毎晩夜になると出てきてお話を読んでくれたのです。彼の話

を聞いた母親は、地元の郷土史協会に問い合わせて、かつてその家に住

んでいたという女性の写真を見つけて彼に見せたところ、彼女がそのお話

を読んでくれた幽霊だとエールはすぐにわかったそうです（エールのいとこ

が、誰かに彼女のことを話したらもう出てこなくなってしまう、と心配したとお

り、その後二度と彼女を見ることはなかったそうです）。「エールに限って、そ

んな話をでっち上げるようなことはしないと思う」とその話についてローリー

は私に言いました。「僕は本当の話だって信じるよ」

自分の死亡診断書を持ってきて ： 小さな女性の幽霊といえば、このディ

ズニーのアトラクションの最後でリトル・レオタがゲストにあいさつするとき、

次に戻ってくるときには自分の死亡診断書を持ってくるようにと促していま

すね。けれども実際に、ゲストがキャストから死亡診断書をもらえたことがあ

ったのです。それはこのアトラクションの30周年記念（もう20年も前のこと

だなんて信じられませんね）のときのことですから、そのような機会は帽子の

空き箱に入ったアタマのようにとっくの昔に消えて無くなっていますが、当

時配られた30周年の記念イベントの案内状というのがウソの死亡診断書

に印刷されていたのでした。
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1.  幼いウーキーのコロラド州のデクリンくん（もし地球でウーキーを探す
なら、まずコロラドから始めた方がいいようですね）は、ご両親が1991
年からメンバーですが、自分と同じ種族の大人にようやく出会えたよ
うです。 

2.  2013年からご家族がメンバーの日本の東京のタカマサくんは、自宅の
近くのちょうど満開の桜の木をバックに、メリー・ポピンズがチェリー・ツ
リー・レーンに戻ってくるという記事を読んでいます。 

3.  未来のスーパーモデルを目指して準備中のニュージャージー州のマデ
ィソンちゃんは、ご家族が2017年からメンバーですが、春季号の表紙
のモデルをエプコットで発見し、モデルっぽいクールな眼差しでそれ
を伝えようとしています。

4.  1998年からメンバーのオレゴン州のモーリーンさんは、コロンビアのカ
ルタヘナで「2ペンスを鳩に」のように、鳥たちのエサにディズニー・フ
ァイル・マガジンをあげています。 

5.  おじいちゃん、おばあちゃんが1999年からメンバーのオハイオ州のハド
シンちゃんはアバローのプリンセス エレナにご挨拶していますが、これ
が彼女にとって初めてのディズニー・プリンセスとのご対面です。

6.  ワシントン州のブルックリンさんは2011年からメンバーですが、かわい
らしい娘さんのアンナリーゼちゃんと、彼女に負けないくらい美しい景
色のレーニア山国立公園で楽しい時間を一緒に過ごしています。 

7.  1993年からメンバーのニュージャージー州のボブさんとダイアンさん
は、アイルランドのドロモランド城で雑誌を読んで時間をつぶしなが
ら、彼らの馬車の到着を待っているところです。

8.  ペンシルベニア州のテリーさん、ペイジさん、そしてステファニーさんは
2010年からのメンバーですが、ディズニー・ファイル・マガジンのルーツ
をたずね、ウォルト・ディズニーが少年時代を過ごしたミズーリ州マーセ
ラインを訪れています。

9.  ご両親が2009年からメンバーのテネシー州の小さなリーアムくんは、
マジックキングダム・デーが始まるのが嬉しくてたまらない気持ちを体
いっぱい表現してくれています。

あなたの写真（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）を次の宛先までお送りください ： Disney Files 
Magazine, Disney Vacation Club, 1390 Celebration Blvd., 
Celebration, FL 34747, USA お名前、お住まいの市町村、メン
バーになられた年を明記の上、署名済みの写真使用許可書と一緒に
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。

ポーズをとっている写真より、自然な一瞬を捉えたものの方が、ご家族の
写真がマガジンに掲載される可能性がずっと高くなりますよ。 でも、マガジ
ンを持ってポーズをとったものでしたら大歓迎です。ディズニー・パーク以
外の珍しい場所で撮ったものならもっといいでしょう。
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「チューバッカ、帰ってきたぞ」 

ハン・ソロが『スター・ウォーズ：フォースの覚醒』で
チューバッカに向かって言った、記憶に残るセリフですが、

これから何年先も、数えきれないほどのファンが
スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジを訪れる度に、

彼と同じような感慨を抱くことでしょう。

特定のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル

（10か所のディズニー・バケーション・クラブ・リゾートも含む）に

滞在されるディズニー・バケーション・クラブの

メンバー様を含むリゾートゲストの皆さまを

「エキストラ」エキストラ・マジック・アワー*にご招待します。

この特典では、9月と10月の毎日、

ディズニー・ハリウッド・スタジオは午前６時から9時まで、

マジックキングダム・パークとディズニー・アニマルキングダムは

午前7時から8時まで、通常の開園時間より

早く入場することができます。

©Disney VCDFM0619A

extra magic
hours

Extra  

©&TM Lucasfilm Ltd. 
*有効なテーマパークのチケットと指定されたホテルでの宿泊が必要となります。




