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　このマガジンが皆さまのお手元にとどいたら、春の訪れはもうすぐです。けれども春といえば、毎年つらい季節でもあります。大晦日にタイムズスクエアのボール

が、カウントダウンとともに落ちるのを見ながら「今度こそは」と決意した新年の目標に、もう挫折してしまったという現実を直視しなければならない季節なのです。

これを読んでいらっしゃる頃には、書斎や趣味の部屋の片付けも、スマホやテレビに見入る時間を減らすのも、テレビ番組「ボブの絵画教室」の画家ボブ・ロス

のようにハッピー・ツリーの絵が描けるようになるのも、きっとまだ達成できていないでしょう。決して責めているわけではありません。私にしたって、遺書も完成で

きていなければ、コレステロールを下げることも、ケールを食べられるようにもなっていません（最後の2つを手遅れにならないうちに早く頑張らないと、1つ目も急

がなくてはならないはめになるかもしれません）。

　そうです、皆さん、目標を達成できるという希望的観測に別れを告げなければならない季節がとうとうやってきたのです。でも、何もかもおしまいというわけでは

ありません。春は一年の中でもマジカルな季節でもあるのです。3月はサマータイムが始まって昼間が長くなりますし、NCAAバスケットボール・トーナメントのマー

チ・マッドネスや、誰もが急にアイルランド人になってしまうセントパトリックス・デーのお祭りで盛り上がるときでもあります。私自身もこの月が楽しみです。第一、

自分の名前の月が好きになれなかったらちょっと悲しいですしね。

　3月にはまた、2019年最初のディズニー・ファイル・マガジンが発行されます。つまり、これからの一年のためにディズ

ニーのクリエーター達が用意してくれているものにスタッフが飛びついて、夢中になって調べ始めるときなのです。

ミッキーやミニーと一緒に日常から離れて冒険に出かけたり、お尋ね者たちと宇宙へ飛び出したり（3－6ページ）、

またはサーカスでも最強の人気を誇る有名な耳についての映画(23ページ)と、マーベル・シネマティック・ユニバ

ースでも最強の力を誇るヒーローの映画（24ページ）のどちらを見たらいいか迷ったりと、ディズニーにとってこの

2019年は、私のくたびれた動脈にとってのコレステロールのように、心臓をドキドキさせてくれるものなのです（書

いていて、今度こそ本気でなんとかしなければならない気がしてきました）。

　皆さんのこの春、またはこの一年の「ステイマジカル」な計画はそれぞれ違っていらっしゃるかもしれませんが、

すべてのメンバーの皆さまにとって、この一年が楽しさあふれる（でも健康のためにはもうちょっとケールも食べ

る）年になりますよう、ディズニー・ファイル・マガジンのスタッフ一同、心よりお祈り申し上げます。

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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　毎年この時期になると新しい流行語や

表現が辞書に加えられますが、それらの新

しい言葉は言語学者が考えて作ったもの

ではなく、私達、普通の人々が生み出したも

のです。人々の新しい振る舞いにつけた名

前（イッキ見やアップサイクル）であれ、従来

の名詞にまったく新しい名前を付け加えた

ものであれ（ブロマンスやベイビーバンプ、

セルフィーからステイケーションまで)、これら

は最初スラングだったのが、人々が使いは

じめることで世間でも認められるようになった言葉です。私たちはこうやって、

自分たちの言語を血の通った生き生きとしたものにしているのです。

　ディズニー・バケーション・クラブにもそういった表現があるのですが、中でも

私の一番のお気に入りは「メンバーシップ・マジック」という言葉です。正式に

登録商標（つまりディズニーの辞書に加えられたようなものです）になったの

は2014年ですが、私の知る限り、ディズニー・バケーション・クラブのメンバー

やキャストメンバーの間ではメンバー・エクスペリエンスを表現する言葉として

ずっと使われていました。

　私はこの言葉を初めて耳にしたときのことを決して忘れません。それはアメ

リカ同時多発テロ事件（2001年9月11日）の直後に、メンバーの皆さんへ

星条旗の星を散りばめたミッキーマウスのピンバッジをお送りしたときのこと

です。メンバーの皆さんが、そのバッジを見るとメンバーシップ・マジックを思い

出して、心が慰められると言ってくださったのです。その言葉を次に聞いたの

は、2002年に最初のメンバー・クルーズにメンバーの皆様と一緒に乗船した

ときです。その後も2004年にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで開催さ

れた「メンバー・ホームカミング」イベントで、メンバー・クルーズのようなマジカ

ルな体験をしているときにもその言葉を耳にしました。それから何年も経ってか

ら、シカゴの郊外にあるショッピングモールの中（ディズニーズ・ドアウェイ・トゥ・

ドリームのことを覚えている人はいますか？）で、ディズニーのキャラクター達の

パレードに混じってダンスをしていたメンバーからその言葉を聞けたときは本当

に嬉しかったです。また新しいリゾートのオープンに先駆けて、「オープン・ハウ

ス」ならぬ「オープン・マウス」（メンバー様限定の見学会）を開催する度にそ

の言葉を聞くのも楽しみです。

　長年の間にこの言葉は幅広いバリューやフレキシブルなプログラム、そして

メンバーシップの特別なエクストラ特典を表すのに使われるようになりました

が、メンバーシップ・マジックのマークを見て、メンバーの皆様がすぐに思い浮

かべるのは特に最後の意味でしょう。数々のディスカウントから新しい発見で

いっぱいのワークショップまで、ご予算以上に充実したバケーションを可能に

してくれるこれらの「特典」は、実は私どもが「ディズニー・ディファレンス」（私

達ではなく皆さまが造ったもう一つの新しい言葉です）と呼んでいることの中

でも、とても大事な部分を占めているものなのです。

　そんな特典を見過ごさないで楽しんでください。なぜなら今年、メインであるリ

ゾートにはもれなく、何百ものメンバーシップ・マジックの「特典」が付いてくる

のです。例えば、14もの定番の看板イベント（２つのメンバー・クルーズに12

回のディズニー・バケーション・クラブ主催ムーンライト・マジック・パーティ）や、

毎週合わせて400回以上も開催されるネイバーフッド・ギャザリング（フィットネ

スや写真撮影クラスから絵画教室やドリンク・セミナーまで）、それに300店以

上のストアでのショッピング・ディスカウントと180店以上のレストランでのご飲

食ディスカウントなど盛りだくさんです。加えて、メンバーの皆さまは、かつてな

いほど多くの新しいリゾートやアトラクション（ディズニー・リビエラ・リゾートから

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジまで、以降のページでたくさんご紹介し

ています）をご利用いただけますから、この一年はディズニーの辞書にまた新

しい言葉が増える年にきっとなるでしょう。皆さまから新しい言葉を聞けるのが

今から楽しみです。

言葉に表せないマジック
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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次のバケーションのご計画の前に、ぜひウェブサイト  disneyvacationclub.com/MembershipMagic または

dvcmember.disney.co.jp/membership-magic/ にてメンバーイベントやディスカウントなどの最新情報をご覧くださ

い。メンバーシップ・マジックとして提供されるすべてのエクストラを楽しんでいただくには有効なメンバーシップが必要となります

ので、ご旅行の際にはブルーのディズニー・バケーション・クラブ・メンバーシップ・カードを忘れずにお持ちください。（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。）



Hold onto yer hats ‘n glasses !
ネイバーフッドで最高にワイルドな年がはじまるよ！ 
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2018年冬号でご紹介したウォルト・ディズニー・ワールドでの新しい、そして期間限定の

エンターテインメント（その多くは1月からオープンしています）は、このバケーションの王国の記念すべき一年のほんの始まりに過ぎませんでした。これから何か月も

新しいアトラクションやエンターテインメントがずらりと並び、列を作ってそのオープンを待ち構えているのです。 2019年にずっと私たちをステイマジカルにさせてく

れるものの中から、ほんの一部を紹介しましょう。

ライトニング・マックィーンのレーシング・アカデミー - 3月31日にエンジンスタートです

記念すべき30週年を迎えるディズニー・ハリウッド・スタジオでは、2019年にはずらりと並んだアトラクション

が次 と々デビューしてそれを祝います。その一つ、3月31日にオープンするライトニング・マックィーンのレーシ

ング・アカデミーは、ゲストがディズニー/ピクサーの映画『カーズ』の世界の真っ只中にいるような体験がで

きる、今までにない新しいタイプのショーです。（より詳しい紹介記事は19ページをご覧ください）

アニメーションの素晴らしき世界 - 5月1日から夜空いっぱいに輝きます

ディズニー・ハリウッド・スタジオで5月1日から始まる「ワンダフル・ワールド・オブ・アニメーション」では、ミッキーマウスからミゲルやエルサ、イズマやジーニー、そ

してジュディ・ホップスまで、ディズニー・アニメーションの90年間がかつてないスケールで、あの有名なチャイニーズ・シアターをバックに、最新鋭のテクノロ

ジーを縦横無尽に駆使してライトアップされ、まるで夜空に映画を見ているかのような新しい体験となるでしょう。

画像はイメージです

帽子とメガネを飛ばされないようしっかり押さえて！



ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート - 

グラン・デスティーノ・タワーが7月にオープン

ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾートの新しい中心となる、15階建てのタワー

はこの7月のオープンを予定しています。リゾートの新しい正面玄関としての役割を

果たすこのグラン・デスティーノ・タワーは、スペインの探検家、画家、作家、そして

建築家達をテーマにしてデザインされ、２階まで吹き抜けの印象的なロビー（ここで

描写）、545室の客室（リゾートにすでにある近年改装ずみの1,800以上の客室

に加えて）、それに本格的テーブルサービスを提供するルーフトップ・レストランを備

えています。もう一つある新しいレストランは、ラゴ・ドラド湖の真ん中に浮かぶ島の

ような形をしていますが、この56,000平方メートルもの広大なラゴ・ドラド湖には新

たに橋がかけられ、歩いて湖を渡れるようになりました。 

「デスティーノ」を覚えていますか？　1946年にウォルト・ディズニーは、スペインの画家サルバドール・ダリと共同で、シュールレアリズムの短編アニメの制作

を始めました。ディズニー・レジェンドのジョン・ヘンチも加わってストーリーの制作を手伝いましたが、これらの想像力あふれる建築家たちはこの「デスティーノ」を完成さ

せることはついにありませんでした。しかし、その後何十年も経ってからディズニー・レジェンドのロイ・E・ディズニーがそれを引き継いで完成させ、2003年にアカデミー

賞候補にもなったこの作品をついに観客の前に披露したのです。

新しいメンバーシップ・マジックをただいま準備中 ： この夏、有料のメンバー様向け特別プレビュー・エクスペリエンスがグラン・デスティーノ・タワーのルーフ

トップ・レストランにやって来ます。詳しくは、ウェブサイト disneyvacationclub.com/またはDVCMember.jpをぜひご覧ください。

エプコット・フォーエバー – この秋、期間限定の壮大なショーが空に打ち上げられます

長く人気を誇ってきた豪華なショー「イルミネーションズ：リフレクション・オブ・アース」はこの秋、最後のパーフォーマンスを終えますが、その後もエプコットを訪れるゲストは期

間限定のエクスペリエンス、「エプコット・フォーエバー」を楽しんでいただけます。この秋から始まるショーでは、夜の空にイマジネーションの火花が散ると、それが次第に大き

くなって花火や音楽、照明やレーザー光線、特殊効果に彩られた壮大なショーとなり、エプコットでおなじみの音楽に合わせながら夜空いっぱいに広がっていくのです。この

「エプコット・フォーエバー」は、2020年にデビューを予定している全く新しい斬新なショーの土台となります。世界中の人 を々感動させてきたディズニー音楽のパワーを真

に感じさせてくれるこの2020年のショーは、空に浮かぶ膨大なセット、特製LEDパネル、ショーに合わせて水が様々にコントロールされる噴水、照明、花火やレーザー光線

などを駆使したものになる予定です。
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ディズニー・ハリウッド・スタジオやエプコットからディズニー・アート・オブ・

アニメーション・リゾート、ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾートやディ

ズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート、さらにオープン予定のディズニー・リ

ビエラ・リゾートをつなぐゴンドラのシステム、ディズニー・スカイライナー

が、この秋運航を開始します。ディズニー・スカイライナーの魔法のよう

な旅では、1マイル進むごとに新しい視点からの景色を楽しんでいただ

けますが、特におすすめなのは、ゴンドラがエプコットのインターナショナ

ル・ゲートウェイ駅に近づいて行く部分です。今まで見ることのできなか

った、ワールド・ショーケースを一望する壮大な眺めにはきっと感動して

いただけるでしょう。

NBAエクスペリエンス – いよいよこの夏、試合開始

ウォルト・ディズニー・イマジニアリングがナショナル・バスケットボール・アソシエーションと共同で開発した新しい「NBAエクスペリエンス」がこの夏、ディズニ

ー・スプリングスのウエストサイド・ネイバーフッドにやって来ます。たくさんのワクワクするような体感・双方向型アトラクションで、バスケットボールファンはプロ・

バスケットボールの選手になったかのような体験ができるのです。例えば、ゲストご自身があたかもNBAドラフトの会場にいるような写真を撮ったり、NBAコン

バイン・チャンレンジでジャンプショットの成功率をあげたり、高さの変えられるリングでダンクを決めてその瞬間を写真で撮ったりできます。他にもボールさばき

のスキルチャレンジに挑戦したり、チームの控室の中を探検したり、2つの180度大スクリーンでの映像を体験することもできます。さらにはNBAのテーマ・レス

トランで食事をしたり、ディズニー特製NBAグッズのショッピングも楽しめるのです。 

ディズニー・スカイライナー – この秋についにテイクオフ

画像はイメージです
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ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ

 – この秋みんなを列車に乗せて出発！

画期的なハイテクから長年使われてきた古き良き映画のトリック

まで、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングはその持てる限りの

技術をすべて出し尽くして、ミッキーマウスをテーマにした初のライ

ド・アトラクション、ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイを

創り上げました。 ディズニー・ハリウッド・スタジオの名物であるチ

ャイニーズ・シアターの中にこの秋オープンが予定されている、こ

のアトラクションは、オリジナルのストーリーと音楽、テーマソングと

ともに、エミー賞受賞をしたディズニー・チャンネルによるアニメシ

リーズ「ミッキーマウス」のスタイルを模した短編アニメ映画の世

界にゲストを乗せていってくれるのです。

スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ – この秋、はるか彼方の銀河系であなたを待っています

待ちに待った今年夏のディズニーランド・パークでのオープンに続き、スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジがこの秋、ディズニー・ハリウッド・スタジオにオープン、

ゲストを辺境の惑星バトゥーのブラック・スパイアー・アウトポストへと連れて行ってくれます。ゲストはこの悪名高い、アウター・リムにある貿易商や冒険家、そして

密猟者たちのたまり場を探検しながら、ミレニアム・ファルコン：スマグラーズ・ランでハン・ソロのミレニアム・ファルコンに乗りこんで宇宙船を操縦したり、さらにスタ

ー・ウォーズ：ライズ・オブ・ザ・レジスタンスではファースト・オーダーとレジスタンスとの戦いの真っ只中でカイロ・レンと対決したりするのです。これらのメイン・アトラク

ションでの戦いぶりが、その後のゲストの体験を左右するかもしれません。なぜなら人気のアプリ、Play Disney Parks を使えば、このイマーシブな世界中に隠さ

れた何層ものインタラクティブな扉を開くこともできるからです。このエクスペリエンスをさらに迫真に迫るものにしているのが、アカデミー賞受賞の作曲家ジョン・ウ

ィリアムズがスター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジのためだけに書き上げたオリジナル音楽で、ロンドン・シンフォニー・オーケストラによる演奏を有名なアビー・ロー

ド・スタジオにて録音したものです。

画像はイメージです

©&TM Lucasfilm Ltd.
画像はイメージです
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： この秋オープン予定のディ

ズニー・リビエラ・リゾートへようこそ！ブエナ・ビスタ・ドライブのそばで建設工

事も順調に進んでいるこの新しいディズニー・バケーション・クラブ・リゾート

は、ディズニー・スカイライナーの新しい交通システムへの特別なアクセス

に加え、デラックス・スタジオ、1ベッドルーム・ヴィラと2ベッドルーム・ヴィラや

3ベッドルーム・グランドヴィラ、そしてこのリゾートだけにしかないモダンなデ

ザインの2人用タワー・スタジオなどの幅広い種類のお部屋をご提供する予

定です。

　ディズニー・ファイル・マガジンでは、6月発送予定の夏号にて、このリゾー

トの洗練された幅広い種類の客室を特集する予定です。それまでの間、今

号では、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングによる描き下ろしイラストで、こ

のリゾートの最も魅力的なスペースを特別に公開いたしましょう。これらのス

ペースひとつひとつが、ご家族をディズニーの物語に影響を与えた世界へ

と連れて行ってくれるようにデザインされています。

Disney
CoMmUnItY

ヨーロッパ生まれ、ディズニー育ち  

イラスト中のウォータースライダーの右にあるのはリゾートのプール・エリアの一つ、

シル・ブ・プレイで、子どもたちのためのインタラクティブな水の遊び場になります。

©Disney

画像はイメージです。

ディズニー・リビエラ・リゾートはまだすべての登録が完了されておらず、ご購入いただけません。



ディズニー・リビエラ・リゾートの屋上に陣取っているのはトッポリーノズ・テラスです。リビエラを思い起こさせるこのレストランは、近くのエプコットやディズニー・

ハリウッド・スタジオを見渡せる目を見張るような素晴らしい夜景とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート中でも最も魅力的な食事のひとときを提供します。

リゾートの優雅なロビーは、現代的および伝統的な地中海風の家具や、ヨーロッパの巨匠達の絵画に影響されたディズニー・アートのカスタムコレクション

によって装飾されています。

画像はイメージです。
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知っていましたか？ ミッキーマウスは、
イタリアではトッポリーノと呼ばれているのです。

画像はイメージです。



　ウェブサイト disneyvacationclub.com の最新の強化により、すぐ

にディズニー・ニュースが見れる、メンバーシップ・エクストラを見やすく整理でき

るなど、よりシンプルな操作でメンバーシップのマジックを最大限にご利用いた

だけるようにデザインを一新しました。メンバーの皆さまからの声にお応えして一

層進化した最新ウェブサイトの機能のほんの一部を、ここでご紹介しましょう。

ワンストップ・ショッピング ： メンバーシップに関するあらゆることがここ一

箇所ですべてできるよう、ウェブサイトのデザインを見直しました。ホーム画面

では、残っているバケーション・ポイントや、次のバケーションをご予約されてい

る場合はバケーションまで日数のカウントダウンなどをひと目で見ることができ

ます。ページの上から下までさっと見るだけで、リゾートの空室状況やニュー

ス＆アラート（最新ニュース、イベントの予約開始日、他のネイバーフッドから

の大事なお知らせなど）をチェックしたり、おすすめのメンバー特典やスペシ

ャル・オファーを調べたり、さらにはメンバーグッズのショッピングからディ

ズニー・パークス・ブログの最新投稿を読むことまで、これらすべてのことがで

きてしまうのです。

　特典を整理する ： メンバーシップ・マジックの一環として、文字通り何百も

のメンバーディスカウントやスペシャル・オファーがご用意されていますので、そ

れらの特典をすべて覚えようとすれば、まるでティーカップのライドに乗った後

のようにきっと頭がクラクラしてしまうでしょう。特典を整理してくれるウェブサイ

トの新機能では、直感的でわかりやすいフィルター検索によって、メンバーの

条件にぴったりの特典を簡単に探すことができます。バケーション中にスマー

トフォンやタブレットで特典を探したいときも大丈夫、ジオターゲティング技術

を使って、今いる場所でご利用になれる特典をすぐに見つけてくれます。

　予約も変更もかんたん ： 最新のウェブサイト強化によって、オンライン予

約ツールもさらに充実し、条件に合ったリゾートの予約だけでなく、リゾートや

宿泊人数、日程などの予約内容の変更もパソコンやモバイルデバイスからで

きるようになりました。ディズニー・ダイニングプランを予約または変更したり、オ

ンライン予約の際にバケーションポイントを繰越したり、さらにはリゾートのサー

チ結果を残しながら、つぎの新しい条件のサーチも始めることもできます。 

　順番待ちでも安心 ： 最新のテクノロジーによって、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・イベントへのオンライン申込みの順番待ち

の際に、オンライン上の「行列」で自分の順番をちゃんと確保できるようになり

ました。行列の中で自分が何番目にいるのかも表示され、空席があと幾つ残

っているかなども教えてくれます。

　ディズニー・ファイル・マガジンへのオンライン・アクセス ： 以前ウェブ

サイトで読むことができたのはシンプルなPDF版に限られていましたが、新し

いウェブサイトでは季刊誌ディズニー・ファイル・マガジンのインタラクティブな

デジタル版を楽しんでいただけます。デジタル版は、皆さまの郵便受けに届

けられる印刷された雑誌の拡大版として、パソコンやスマートフォンがあると

ころならどこでも、ワンクリックでディズニー・ファイル・マガジンのコンテンツを

皆さまのもとへお届けできます。さらにボーナスとして、記事に関連したビデオ

へのリンクも付いています。ビデオへのリンクといえば、ログインなしでディズ

ニー・ファイル・オンデマンドにアクセスできるようになりましたので、ウェブサイト

disneyvacationclub.com/disneyfiles の記事で紹介されたイ

ンタビューのビデオもすぐにご覧になれます。

So easy even a (freakishly smart)

baby could do it
最新のウェブサイト強化によって、メンバーシップ・マジックへのアクセスがいっそう簡単になりました。

知っていましたか？ 成人は一日に平均で

142分間もパソコンのスクリーンを眺めてい

るそうです。そのうちほんの2分間をウェブサ

イト disneyvacationclub.com/のNews & 

Alertsセクションをチェックするのに使うだけ

で、ネイバーフッドで一番の情報通になれる

こと間違いなしですよ。   
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赤ちゃん（とんでもなく頭のいい赤ちゃんに限りますが）でも使えるくらい簡単になりました



コミュニティ・カレンダーに予定されているメンバー・ギャザリングやお祝いのイベント、その他様々なイベント*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 Vacations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だいじ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。

• 5月12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“母の日”ブランチ。

•  5月13・20日 ： エプコットにてディズニー・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4月3日、それ以外のメンバーは空席がある場合に限り4月10日から予約できます）

•  7月3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・22日 ： ディズニー・アニマルキングダム・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。

•  コンドミニアム組合総会 ： すべてのコンドミニアム組合対象のコンドミニアム組合総会は12月12日にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにて開催され

る予定です。 開催時間および場所についての詳細はウェブサイト disneyvacationclub.comまたはDVCMember.jpにてご確認ください。   

• 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
の重要なお知らせをご覧ください。

的な情報の宝庫ですが（Plan Vacations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だいじ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

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

• 6月16日 ： ディズニー・バケーション・クラブ主催“父の日”ランチ、開催地は後日この号が発行された後に決定される予定です。

• 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、開催地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、開催地は後日この号が発行された後に決定される予定です。

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



MeMbErShIp ExTrAs
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*の中から、いくつかを取り上げて
ご紹介します。詳しくはウェブサイト disneyvacationclub.com/MembershipMagicまたはdvcmember.disney.co.jp/membership-magic/をご覧ください。

part of

ラン・ディズニーへの先行登録でスタートダッシュを決めよう
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： ラン・ディズニーで働いている友人から2019年と2020年の新しいレースの日程を最近入手しましたが、

ディズニー・バケーション・クラブの有効なメンバーシップをお持ちのメンバー*ならメンバーシップ・マジックの一環として、どのレースにも先行登録

することができます。これらの開催予定のレースでは、子供向けのレースや5Km、10Km、ハーフマラソンからフルマラソンまで、あらゆる年齢やス

キル・レベルに合わせた様々なレースが用意されています。どのレースに参加しても、ディズニーのキャラクターとの交流やライブ・エンターテインメ

ントを楽しんでいただけます。またもちろん、みんなの羨望の的である完走記念メダルもご用意しています。以下が開催の予定されているイベントと

なります。ここに掲載されていないイベントや登録の詳細についてはウェブサイト disneyvacationclub.com/jumpstart をご覧ください。

2019年 ディズニー・ワイン＆ダイン・ハーフマラソン・
ウィークエンド　開催10周年記念レース　

• 開催日 ： 2019年10月31日 - 11月3日 

•  メンバー登録 ： 3月14日米国東部標準時午前10時
　 （それ以外の登録は3月19日米国東部標準時午前10時）

2020年 ウォルト・ディズニー・ワールド・マラソン・
ウィークエンド

•  開催日 ： 2020年1月8日 - 12日 

•  メンバー登録 ： 4月11日米国東部標準時午前10時
 　（それ以外の登録は4月16日米国東部標準時午前10時）

2020年 ディズニー・プリンセス・ハーフマラソン・
ウィークエンド

•  開催日 ： 2020年2月20日 - 23日 

•  メンバー登録 ： 5月30日米国東部標準時午前10時
　 （それ以外の登録は6月4日米国東部標準時午前10時）

2020年 スター・ウォーズ・ライバル・ラン・ウィークエンド
 - 開催5周年記念レース ＆ スター・ウォーズ・バーチャル・
ハーフマラソン

•  開催日 ： 「ライバル・ラン・ウィークエンド」 2020年4月16日 - 19日、
バーチャル・ハーフマラソン 2020年1月3日 - 3月31日

•  メンバー登録 ： 7月11日米国東部標準時午前10時
　 （それ以外の登録は7月16日米国東部標準時午前10時）

•   CoMmUnItY11

*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。

メンバーシップ・エクストラ

ご自分のスケジュールに合わせて走りましょう ： 2019年の
バーチャル・レースの登録受付は5月7日から、またレースは6月1日から8
月31日の期間中ご自身のスケジュールに合わせていつでもご参加で
きます。詳しくはウェブサイト rundisney.com/virtual をご覧ください。



なぜ？ あなたに「いいね」だからです！
4月は facebook.com/disneyvacationclub のメンバー月間です。

　ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： フェイスブックは親戚の誕生

日を思い出すためでも、同僚のバケーションの写真に感心するためでも、は

たまた手首から下がカットされた手の親指がピンと立っているアイコン（たとえ

品よくカフリンク付きだとしても）を付けて友達の投稿を支持するためだけの

ものではありません。それは、バケーションに行っていないときでもディズニー・

バケーション・クラブとつながっていられる、とても素晴らしい場所なのです。

　もしあなたが、フェイスブックでディズニー・バケーション・クラブをいつも

フォローしている76万人のファンの一人でしたら、そこではネイバーフッド

からの楽しい写真やビデオ、アンケート、シェアできる画像などが頻繁に

投稿されているのをご存知でしょう。でもこのことはご存じないかもしれま

せん。実は、フェイスブックでディズニー・バケーション・クラブを単にフォロ

ーするだけでは、この世界の隅々まであるソーシャル・ネットワーク上のマ

ジカルなコミュニティのすべてを知ることはできないのです。ディズニー・フ

ァイル・マガジンのスタッフの頭では到底理解できないアルゴリズム（アル

ゴリズムとタイプするだけでも2度もスペルを間違えました）のおかげで、フ

ァイスブックではあなたのタイムラインに合うよう選択された投稿だけが、

あなたのもとに届くようになっているのです。

　ですから、熱心なフォロワーのメンバーは定期的にfacebook.com/

disneyvacationclubのページに直接行っては、バケーションに行っていな

いときでもディズニーで心が満たされるよう、ディズニー・バケーション・クラ

ブの投稿を一つも見逃さないで見ているのです。

　フェイスブックのウェブサイトに頻繁に参加してくださるメンバーへのさら

なる感謝の気持ちを込めまして、ディズニー・バケーション・クラブではこの4

月を「メンバー感謝月間」としました。期間中ほぼ毎日サプライズをご用意

しています。特別な発表からマジカルな瞬間の中継など、他にもページを

訪れたくなる楽しい理由をいっぱいご用意していますから、自分が投稿した

掃除機に乗ったネコの動画にいくつ「いいね！」がついたかを見たくて、急い

で自分のページに戻るのはいいですが、その前にぜひお立ち寄りください。

（その動画には、私たちからの　　 もつけておいてくださいね）

facebook.com/disneyvacationclub



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。ディズニー・ファイル・マガジンのスタッフはまだ『メリー・ポピンズ・リターンズ』の歌を口ずさんでいるところですが、
今回ご紹介するのはそれにぴったりのサマンサさんとジョンさんのメリー・ポピンズのテーマで飾られたお宅です。お二人とも
バージニア州の基地にお勤めで、彼らは「ディズニーでは、今まで住んだどこの家よりも、本当の自分の家のように感じるんで
す」と、2013年にご家族がディズニー・バケーション・クラブのメンバーになられた理由を教えてくれました。

2人の自慢の息子さんがいるお二人は、最後の子供となる3人目の赤ちゃんが待望の女の子であるとわかったとき、サマンサさんの大好きな空飛ぶナニーの

「なんでもできるのよ。自分が邪魔をしなければ」のセリフが聞こえたような気がしたそうです。サマンサさんは、映画のタイトルを「ポップポップ」と舌足らずに

呼んでいた小さな子供の頃から熱烈なメリー・ポピンズファンでしたから、赤ちゃんの部屋を準備するときには当然、チェリー・ツリー・レーンの家から「ほんのひと

さじ」以上のアイデアをたくさんもらって飾り付けたのです。そうして出来上がったのは、新旧のメリー・ポピンズグッズのコレクションや友人たちからの贈り物（

本からスノーグローブ、椅子のクッションから成長を測る巻き尺まで様々です）でいっぱいの部屋でした。そしてそこにはもちろん、このお部屋と同様、とてもかわ

いい赤ちゃんのサブリナ・ジェーンちゃん（ジェーン・バンクにちなんで名付けたのです）がいるのです。 

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。

DiSnEy HoMe
my

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

５つのカナダの国立公園（ヨーホー、ジャスパー、クートニー、バンフ、ウォータートン）があるカナディアン・ロッキーは、ディズニー・バケーション・クラブ・ワールド・

コレクションのRCIデスティネーションの中でも最も雄大な場所のひとつです。 この地域では、野生動物保護（この地域にはグリズリー・ベアやヘラジカからエ

ルクやオオツノヒツジまでありとあらゆる野生動物が生息しています）の点で国際基準のお手本となるような様々な取り組みを行っています。例えば、バンフ国

立公園では特別に設計した自然の草に覆われた地下トンネルや陸橋を設置して、動物たちがカナダ大陸横断高速道路で走る車に轢かれることがないよう

にしています。 カナディアン・ロッキーを背景に撮った列車車庫の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。 

*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。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)電車の前頭部のデザインからストライプが1本なくなっています。 (2)なくなったストライプのそばの点灯していたライトが消えています。 (3)先頭車両の上
のポールがなくなっています。 (4)列車車庫の建物の窓のシャッターが1カ所なくなっています。 (5)同じ車庫の煙突もなくなっています。 (6)なくなった煙突の右側にあった木が
高くなっています。 (7)新しい旅行者がプラットフォームに降りています。

「思い浮かべてみましょう」RCI 提供



        

    

 

    

 

 

 

 

 

    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 ： 

ディズニー・スプリングスのセレブシェフによるレストランの数は増え続け、す

でにシェフ・アート・スミス・ホームカミン、シェフ・リック・ベイレスのフロンテラ・

コシナ、森本正治シェフのモリモト・アジア、シェフ・トニー・マントゥアノのテラ

リナ・クラフテッド・イタリアン、そしてシェフ・ガイ・フィエリのチキン・ガイ！（隣

のプラネットハリウッドでもガイ・フィエリの作ったメニューを出しています）な

どがそろっていますが、最近ではウォルフギャング・パック・バー＆グリルとハレ

オ・バイ・ホセ・アンドレがオープンし、さらに拡大しました。タウンセンター・ネ

イバーフッドにあるコカ・コーラ・ストアの隣にあり、田舎の農家のような作り

のウォルフギャング・パック・バー＆グリルは、地中海料理の影響を受けた一

品から素朴でおなじみの家庭料理に現代的なひとひねりを効かせた料理

まで、ウォルフギャング・パックをカリフォルニア料理のパイオニアとして有名

にした多彩な料理を揃えています。上記のイラストで描かれた、複数階のス

ペースをもつハレオ・バイ・ホセ・アンドレは、ウエストサイド・ネイバーフッドの

スプリッツヴィル・ラグジュアリー・レーンズの向かいにあって、スペイン料理

のタパス（小皿料理）とボリュームたっぷりのメイン料理を提供しています。

レストランのテイクアウト専用カウンター、ぺぺ・バイ・ホセ・アンドレでは、ス

ペイン風サンドイッチをご用意しています。

ディズニー・ポリネシアン・ビレッジ・リゾート ： グレート・セレモニアル・ハ

ウスの2階にあるザ・タンブー・ラウンジは最近、新しいアイランド風のドリン

クとアペタイザーのメニューを取り揃えて再オープンしました。新しいカクテ

ルには、6つのスペシャリティ・オプション（中でも特筆すべきなのはパウ マ

ウイ自家製ウォッカ、それにライチの濃縮果汁、フィーバーツリー・ジンジャー

ビールを混ぜた「ハワイアン・ミュール」です）、それにノンアルコールの「モク

テル」（オドワラ・レモネードにパイナップル、パッションフルーツ、柑橘類を加

えた「ケイキ・レモネード」）などがあります。食べ物の方では、アイランドの陸

と海が融和を祝うラウンジのメニューを用意し、ヤシの実に入れ冷やして出

される「コンク・セビチェ」、ピリッとしたピーナッツ・ソースのかかったチキン、

ステーキ、エビのグリル「タンブー・ミックスド・グリルケバブ」などがメインとして

加わりました。ザ・タンブー・ラウンジは毎日午前7時30分から朝のドリンクメ

ニューがオープン、夜は深夜0時まで営業しています。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     ディズニーランド・リゾート ： ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・

フード＆ワイン・フェスティバルが今月初めに幕を開けました。この活気あふ

れるカリフォルニア料理をテーマにした祭典は4月23日まで続きます。 フェ

スティバルでは、十数箇所のマーケットプレイスで小皿料理、特製ワイン、

地ビールなどを楽しむことができるほか、セレブシェフとの交流、家族みんな

で楽しめる料理のデモンストレーションやお子様向けのアクティビティなど

が用意されています。

アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ ： ハワイ言葉の

学べるラウンジのオレロ・ルームは、その手作りカクテルやハワイ語をテー

マに巧みに装飾されたスペースで有名ですが、最近新鮮なお寿司とお刺身

（基本的にご飯なしのお寿司です）が夜のアペタイザーのメニューに加わ

りました。これらは火曜日から日曜日の午後5時から9時まで提供されます

が、メニューには一人前用の2切れまたは4切れの巻き寿司とグループでシ

ェアする7、8切れ、または14切れの巻き寿司のセットがあり、さらにシェフ

のおまかせコース「シェフズ・クリエーション」もご用意しています。

communitycommunitycommunitycommunity

tasty tidbits • nourishing news  

•   CoMmUnItY15

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・マガジンのスタッフはウォルト・ディズニー・ワールドのありとあらゆる食べ物と飲み物の名前を網羅した

リストを作っており、お望みならばすぐにでも大きな声で読んで差し上げます。例えば、ジョック・リンジーズ・ハンガー・バーの

カクテル、クール・ヘッデッド・モンキー、トレーダー・サムズ・グロッグ・グロットのドリンク、ティキ・ティキ・ティキ・ティキ・ティキ・

ラム（ちょっとお酒に偏っているかもしれませんね）などですが、その中にはディズニー・アニマルキングダム・ロッジにあるボー

マ・フレーバーズ・オブ・アフリカのデザート、アフリカン・フルーツ・フールがあります。 私たちはボーマのビュッフェに行くたび

に、お願いだから誰か、このデザートの名前を私たちに尋ねて聞いてくれないかと密かに願っているのです。そうしたら得意げ

に「アフリカン・フルーツよ、フール！（おバカさんね）」と言ってあげられるのですが、その機会はなかなかやってきません。そこ

で、エイプリル・フールも近づいていることですから、ご家庭でこのフルーティなカクテルを作ってみましょう。家族の誰かが何

を作っているのか尋ねてきたらしめたもの。笑ってこのセリフを言ってあげましょう。それに、このレシピでは料理らしいことは一

切必要ありませんから、失敗する心配は無用です。 

＜6人分＞

材料 ：

・ パイナップル（さいの目切り）　1カップ　

・ 青りんご（皮をむいて、さいの目切り）　1個　

・ 完熟マンゴー（皮をむいて、さいの目切り）　小1個（約1カップ分）　

・ パパイヤ（さいの目切り）　1カップ　

・ 種なし赤ブドウ　2カップ　

・ バナナ（皮をむいて切る）　3本　

・ ココナッツシュレッド　1カップ　　

・ コンデンスミルク（加糖）　3/4カップ　

・ 生クリーム（冷やす）　1カップ　

・ バニラエッセンス　ティースプーン1杯　

Steps :

１．すべてのフルーツとココナッツを大きなボールに入れて混ぜ合わせ、ゆっくりとコンデンスミルクをいれながらかき回す。

２．別のボールでクリームを軽く角が立つまで泡立てる。バニラエッセンスを加え、引き続き角が立つまで泡立てる。 
　泡立てたクリームを何回かに分けて、先ほどのフルーツに軽く混ぜ入れる。

３．ボールをラップで覆う。食べる前に冷蔵庫で少なくとも30分入れてよく冷やす。

すべてのレシピはウォルト・ディズニー・パークス・アンド・リゾーツ U.S.インクの所有物であり、特別な許可なしに複製することを禁じます。

 African Fruit Fool

切必要ありませんから、失敗する心配は無用です。 

・ 青りんご（皮をむいて、さいの目切り）　1個　

・ 完熟マンゴー（皮をむいて、さいの目切り）　小1個（約1カップ分）　

ディズニー・ディッシュ

アフリカン・フルーツ・フール



NeIgHbOrHoOd NoTeS

new or noteworthy in our magical community

デジタルでウェルカムホームをもっと簡単に ： メンバーシップ・マジックで

ちょっとタップすれば、スマートフォンの公式アプリ「My Disney Experience」

のドアの開錠機能を使うことができます。まず最新バージョンのアプリをイン

ストールしていることを確認し、次にご自身のメンバーシップと「My Disney 

Experience」のアカウント（My Profileのページから）をリンクさせれば準備

完了です。こうすると、滞在しているウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの

部屋のドアやゲートを開けるときに、アプリの画面に特別なアニメーションが

表示され「ウェルカムホーム」のメッセージとともにドアの鍵を自動的に開け

てくれるのです。前号のディズニー・ファイル・マガジンでもご紹介したように、

この新しいデジタルキーの機能を使えば、オンラインでチェックイン済みのメ

ンバーとゲストの皆さまは、リゾートのフロントに行く必要もありません。部屋

の準備が整っていれば、直接お部屋に入っていただくことができるのです。

このデジタルキーは、リゾートのエントランス・ゲートや鍵の必要なコモンエリア

（プールのゲートやフィットネスジム、エレベーターなど）でも使うことができま

す。 チェックインする日にアプリの機能を選択し、オンにするだけで、このサー

ビスをご利用になることができます。部屋に入る際に、「Unlock Door」画面

をタップしてからスマートフォン本体をドアノブにかざすと鍵が開きます。

一層フレキシブルに使えるユースイヤー ： 完売したリゾートを追加購入

するためのウェイトリストに登録したメンバーの皆さまから、理想的なユースイ

ヤーを見つけるのが難しいという声を多く聞いておりますが、ディズニー・バ

ケーション・クラブでは、このような声を受けてインベントリーシステムを強化

するとともに、幾つかのリゾートのメンバーシップ契約書（ワインを片手に、き

ちんとしたメンバーシップ契約書をもう片手にもって暖炉の火の前でくつろ

ぐ、これこそ本当の贅沢というものでしょう）を他のすべてのリゾートと一貫し

た内容に改訂いたしました。この改訂は、現時点のインベントリーのユース

イヤーがよりフレキシブルになるようにし、すべてのメンバーのニーズに一層

お応えできるようにするためのものです。それ以外にも、メンバーの皆さまが

電子媒体で重要なお知らせをより効率的に受け取れるように改訂しました。

新しいリゾート特製グッズを発見しましょう ： ４つのディズニー・バケーシ

ョン・クラブ・リゾートにあるギフトショップでは最近、衣料や室内装飾品、コレ

クタブル・グッズなどの新しいコレクションを発表しました。それぞれのコレクシ

ョンはそのリゾートらしいテーマやエクスペリエンスを反映したデザインになっ

ています。例えば、ディズニー・オールド・キーウェスト・リゾートでは、リゾートの

有名な灯台にちなんだアイテムや、メンバーに人気の酒場、ガーグリング・ス

ーツケース・ライベイション＆スピリットの特製タンブラーをご用意しています。

また、ディズニー・サラトガスプリングス・リゾート＆スパでは、ニューヨーク州サ

ラトガ・スプリングスの街の歴史に深い関わりのある競馬をテーマにした新し

いコレクションを提供していますが、一方で、ディズニー・ベロビーチ・リゾート

のコレクション（「海で解放されよう」と誘ったり「幸せは波のように訪れてく

る」と教えてくれるグッズなど）や、ディズニー・ヒルトンヘッド・アイランド・リゾー

トのコレクション（メンバーを「アイランドの暮らしを満喫中」の気分にさせてく

れるグッズなど）のように、海岸沿いの街のゆったりとした雰囲気がよく表れ

ているコレクションもあります。 次のバケーションでこれらのリゾートに行かれ

た時には、ぜひ新しいコレクションをご覧になってください。またこれらのアイ

テムはウェブサイトshopDisney.com/dvcにて、オンラインショッピングで購

入することもできます。（どちらの場合でも、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は20％オフでご購

入できます。）

•   CoMmUnItY17 •   CoMmUnItY17

*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

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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ディズニー・コレクション ： 有効なメンバーシップ*をお持ちのメンバーの皆さまがご利用になれるディズニー・コレクションには数多くのディズニー・リゾート

がありますが、そのリストに最近加わったのがディズニーランド・パリにあるヴィレッジ・ネイチャー・パリです。この緑あふれるリゾートは、ベルビュー・ファーム、

エクストラオーディナリー・ガーデン、フォレスト・オブ・レジェンド、レイクサイド・プロムナード、そしてアクアラゴン（インドア・ウォーター・パークなどを含む）の５つ

の自然をテーマにしたワールドからできています。

重要なお知らせ ： 英語の紙版「ディズニー・ファイル・マガジン2019年春号」にてご案内させていただきました情報の一部に誤りがございました。メンバー

様にご迷惑をお掛け致しましたことをお詫びするとともに、下記の通り訂正させていただきます。

印刷時点では、マガジンがメンバー様のお手元に届く頃にはアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイのホテル客室および上海ディズニー・リゾート

の上海ディズニーランド・ホテルとトイ・ストーリー・ホテルもディズニー・コレクションを介してご利用いただける予定でしたが、システムアップデート作業期間の

延長のためご利用開始時期は未定となっております。開始時期についての詳細が分かり次第、ウェブサイトdisneyvacationclub.com（Plan Vacationsセク

ションのDisney Collection）等にてご案内してまいります。    

名誉の印 ： 新しい「 Member Since（〇〇年からメンバーです）」の缶バッジが、ネイバーフッドで流行っています。ご

自分の家族の「生涯続くマジック」がいつから始まったかを誇らしげに見せたいメンバーの皆さまがどんどん増えているよ

うです。この缶バッジは無料でもらうことができます。ディズニーランド・リゾートやウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに

あるディズニー・バケーション・クラブのインフォメーション・センターやエプコットのメンバー・ラウンジ内、ディズニー・バケー

ション・クラブのビーチリゾート、またはディズニー・クルーズ・ラインにご乗船の際にお受け取りください。

A
 L

I F
E T I M E  O F  M AG I C

MEMBER SINCE
MEMBER SINCE

©Disney

2020年メンバー・クルーズ ： コートとカメラをスーツケースに入れ、出かける準備をしましょう。ディズニー・バケーション・クラブ・メンバー・クルーズは

2020年再びアラスカへと出帆します！氷の海をぬって行ったアラスカへの2015年の航海は、メンバー・クルーズの歴史の中でも最も高い満足度の評

価をメンバーからいただきましたが、そのクルーズが再び、2020年8月24日～31日に予定されています。ブリティッシュコロンビア州バンクーバーからディ

ズニー・ワンダー号に乗船し、アラスカの雄大なドーズ氷河のそばを抜け、その途中古くから鉱業や漁業によって栄えたスキャグウェイ、ジュノー、ケチカ

ンの街に寄港します。 他のすべてのメンバー・クルーズと同様、この2020年の航海ではカスタムメイドの内装、客室に用意された特製記念ギフト、メン

バー・クルーズ限定のエンターテインメントなどがメンバーシップ・マジックの一環として用意され、ディズニー・クルーズラインの豪華なエクスペリエンス

をさらに素晴らしいものにしてくれるのです。有効なメンバーシップ*をお持ちのメンバーの皆さまは4月6日（米国東部時間）からステートルームのご予約

ができます。より詳しくはウェブサイト disneyvacationclub.com/membercruiseまたはDVCMember.jp/membercruise をご覧ください。

*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。

2004

*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。

2020
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ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 新人レーサーの諸君！ キャブレーター・カウンティの名を世界に知らしめたピストンカップのチャンピオン

がディズニー・ハリウッド・スタジオにやって来て、ライトニング・マックィーンのレーシング・アカデミーを3月31日にオープンしますよ。ライトニングのレー

スの駆け引きの技を学ぶ絶好のチャンスです。

このタイプのものとしては初めてのこのショーは、パーク内のサンセット・ショーケース(すごく刺激的で爆発的なロックンローラー・コースターからは

ピットストップ一つで行ける距離です)に設置され、ウォルト・ディズニー・ワールドのゲストを心臓がドキドキしそうなディズニー/ピクサーの『カーズ』

の世界へと連れていってくれるでしょう。  

次の世代を担う一番新米の新人レーサーであるあなたは、シアターまでひと走りすれば、ステージに上る前のマックィーンと直接会うこともできま

す。２階建てほどの高さでステージを取り囲むようなスクリーンは、端から端まで60メートル以上もありますから、ゲストはショーの世界の真ん中にい

るように感じることでしょう。ライトニングは、レース場の長年の経験を通じて学んだことのすべてを惜しみなく教えてくれるでしょう。けれども、彼が伝

説的なレース歴（それと君の大好きなディズニーの他のアトラクション）を通して学んだ有名な教訓は、物事は思ったとおりには行かないこともあ

る、ということなのです。曲がりくねったコースを走り抜けるようなこのレーシング・アカデミーに手を貸してくれるのは、ライトニングの信頼する友人で

あるクルーズ・ラミレスやトー・メーター、そしてラジエーター・スプリングスの仲間たちです。 

ディズニー・パーク・ライブ・エンターテインメントがピクサー・アニメーション・スタジオのクリエイティブ・チームと一緒にコラボして創り上げたライトニン

グ・マックィーンのレーシング・アカデミー、そのエクスペリエンスを一言で表すとしたらまさに ： カチャウ！

ライトニング・マックィーンのレーシング・アカデミーが3月31日デビューに向けて加速中

レディース・アンド・ジェントルマン、エンジンスタート！

Disney
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ディズニー・デスティネーション



ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート ： 4月17日、ディズニーネイチャ

ーの映画『クマの親子の物語』『チンパンジー 愛すべき大家族』を制作

したチームが、今度は『ペンギン（原題）』をアメリカの映画館に送り出し

ます。これは、アデリーペンギンのスティーブが大人になっていくストーリ

ーで、何百万匹もの仲間のオスたちと一緒に、氷に覆われた南極の上で

彼がちゃんと巣を作り上げ、人生のパートナーを探し出し、そして子供を

育てようと必死で頑張る様子を追ったものです。これらは一つとして簡単

なことではありません。特にシャチ、それに彼の幸せな結婚をぶち壊そう

と虎視眈々と狙っているヒョウアザラシなど、様々な危険が彼を待ち構え

ていますから、なおさらです。（この映画についてさらに詳しい情報はウェ

ブサイト disney.com/nature をご覧ください）

　スティーブの冒険を応援して、ディズニーのアニマル・サイエンス・アン

ド・エンバイロメント・チームのキャストメンバーが、ウォルト・ディズニー・ワ

ールド・リゾートでの期間限定のマジックイベントとご家族みんなで、ご家

庭で楽しみながら学ぶことができる教材キットを用意しました。

　実物よりも大きな２匹のアデリーペンギンの像をつくり、パークに設置

しましたから探してみましょう。見た目以上に深い意図が隠されたこれらの

像の一つは、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（今や園内を埋め尽くしている庭園や装飾刈り込みアート

作品、各種展示会、屋外キッチン、毎夜開催されるコンサートなどが6月3

日まで引き続き開催されます。詳しくはウェブサイト FreshEpcot.comを

ご覧ください）で見ることができます。もう一つの像はディズニー・アニマ

ル・キングダム・パークにてアースデイ月間（4月1-30日、特別イベント「パ

ーティ・フォー・プラネット」は4月20-22日の予定）中に飾られる予定です。

　NPOの WashedAshore.org によって集められたアーティストや学

生、ボランティアによって作られたこの像は、海岸の清掃活動中に拾い

集められた海洋ゴミをリサイクルした材料ですべて作られています。この

像はゲストの皆さまに、プラスティックや海洋ゴミの汚染から私達の海と

河川を守ることへの関心を持っていただけるよう設置したものですが、現

在ウォルト・ディズニー・カンパニーもプラスティックの使用を大幅に減ら

すよう取り組んでいるところです。特にプラスティック製の使い捨てスト

ローおよびマドラーの使用を、世界中のすべてのディズニーが所有また

は運営する施設において今年の中頃までに一切やめるよう計画していま

す。これにより、全部で年間1億7,500万本のストローおよび1,300万本

のマドラーの使用を削減することができるのです。（カンパニーの取り組

みについてはウェブサイトthewaltdisneycompany.com/environment 

でさらに詳しくご覧になることができます）　　

　また、ご家庭でももっと詳しく学んでいただけるよう、ディズニー・アニ

マル・サイエンス・アンド・エンバイロメント・チームがウォルト・ディズニー・

スタジオおよび映画の製作スタッフと一緒にコラボし、ディズニーネイチ

ャー・ペンギン教育者用ガイドとファミリー・アクティビティ・パックを制作し

ました。2-6歳のお子さんを対象に制作したものですが、教材には動物の

行動や博物学、生息地やエコシステム、生物の多様性、地球の自然体

系、文化やアートなどについてのレッスンやアクティビティ、世界中の野

生動物を守るためにご家庭でできることのヒントなどが含まれています。 

これらの無料の教材はウェブサイト disney.com/nature で入手するこ

とができます。

新しいディズニーネイチャーのドキュメンタリー映画を記念した期間限定のマジックを体験しよう

「ペンギン」ディズニー・ワールドへ行く 

環境保護のヒント ： レジ袋の代わりにエコバッグを使ったり、
飲み物を飲むときにストローを使わないだけでも、簡単ですが環

境にプラスの効果をもたらすのです。

ディズニーネイチャーは、4月17日から23日までに販売されたすべてのペンギン映画のチケットの売り上げを、南半球でペンギンを保護するための
野生生物保護ネットワークに寄付します。
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ディズニー・クルーズライン ： ディズニー・クルーズラインの船上公演「美

女と野獣」は、2018年のディズニー・バケーション・クラブ・メンバー・クルーズ

でも大ヒットでしたが、国際アミューズメントパーク・アトラクション協会でもこ

れを絶賛し、最近このウォルト・ディズニー劇場のショーに最優秀演劇作品

賞を与えました。驚くほど見事な舞台セット、豪華なコスチューム、革新的な

操り人形の技術使用、拍手喝采のミュージカルナンバーの数 と々いった要

素を一つに合わせたこのショーは、昔からあった古い物語に新しい命を吹き

込み、人々の記憶に残る作品となりました。そして今や、賞に輝いた作品とな

ってディズニー・ドリーム号に乗船することなったのです。   

ディズニーランド・リゾート ： ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー

のゲストはマーベル・シネマティック・ユニバース最強のヒーローの一人と

記念撮影ができることに大喜びでしょう。このパークにはブラックパンサー

やドーラ・ミラージュ、スパイダーマンやキャプテン・アメリカなどすでに多く

のヒーロー達が訪れていますが、いよいよキャプテン・マーベルが登場しま

す。現在公開中のマーベル・スタジオのキャプテン・マーベルについては

24ページでより詳しく紹介しています。

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

冬号ではマサイキリンの出産のニュースをお伝えしましたが、ウォルト・ディ

ズニー・ワールド・リゾートではそれを含めて過去12か月の間に6匹、1998

年から数えると30匹以上のキリンの赤ちゃんが産まれていることはご存じ

でしょうか？ ディズニー・アニマルキングダム・パークとディズニー・アニマル

キングダム・ロッジにいるそれらのキリンの両親は、動物園水族館協会が

実施している種保存計画に沿ったものです。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いう取り組みなのです。ゲストの皆

さんは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにはマサイキリンとアミメキリ

ンの2種類のキリンがいるのにお気づきでしょう。どちらも密漁と生息地が

失われたために絶滅が危惧されている動物なのです。 ディズニー・コンサ

ベーション・ファンドは、アフリカにあるキリンや他の野生動物の生息地の

保護など、自然保護に向けた様々な取り組みをサポートしています。 さら

に2017年には、ディズニー・アニマル・サイエンス・アンド・エンバイロメント・

チームの動物飼育の専門家をウガンダに派遣し、キリンの群れをナイル

川の向こう側に移動させ、原油掘削場から離れた新しい安全な生息地に

定住させるプロジェクトを援助しました。ウェブサイトDisneyAnimals.com 

で、キリンや他の珍しい動物たちについて学んでみましょう。 

6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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香港ディズニーランド・リゾート ： 3月31日にいよいよファン待望のアントマン&ワスプ：ナノ・バトル！が登場します。この新しいアトラクションでは、香港

ディズニーランドのゲストは、アーニム・ゾラと彼の邪悪なヒドラ・スワーム-ボットとの戦いに一緒に参加しているかのような体験ができるでしょう。パークに

はすでに、ゲストがヒドラの軍隊と戦うアイアンマン・エクスペリエンス（パークでも最高の評価を得ているアトラクションです）がありますから、さらにマー

ベルの戦場がパーク内に拡大することになりますが、この新しい「ナノ・バトル！」は、世界中のディズニー・パークで次々と生まれている、お互いにつながり

合ったマーベルの数多くのストーリーのひとつに過ぎません。例えば、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークとディズニーランド・パリにも、も

う一つのマーベラス（すごい）なマーベルの新しいアトラクションがもうすぐ登場します。そこでは、ドクター・ストレンジの神秘的な魔術からピム・テックの

最新の進歩、そしてスパイダーマンの重力無視の技まで、ゲストは様々な体験ができるのです。 

東京ディズニーリゾート ： トイ・ストーリーをテーマにした新しいホテルが東京ディズニーリゾートで目下建設中です。2021年度（東京ディズニーリゾートを所

有および運営するオリエンタルランドでは2021年4月21日から2022年3月31日までが2021年の事業年度になります）中に開業を予定しているこの11階

建て、600室のホテルの始まりは、アンディが裏庭で思いついた最高の計画でした。それはウッディやバズや大好きなおもちゃ達みんなが住める、おもちゃのタ

ワーを作るという壮大なものだったのです。アンディがママに呼ばれて家に戻らなければならなくなったとき、おもちゃたちは作りかけのこのカラフルなタワーの

建設を引き継ぎ、ついに世界中のおもちゃ達のためのホテルとして完成させたのです。お得な料金で客室を提供するこのホテルの外装や広 と々した庭園など

の共有スペースは、本当にすべておもちゃでできているように見えます。そして客室の内装はアンディの子供部屋をテーマにしたデザインになっているのです。

ディズニーランド・リゾート ： ディズニーランド・パークのアドベンチャーランドにあるトロピカル・ハイド

アウェイをもう訪れましたか？まだの人は、ぜひこのディズニー・ファイル・マガジンのスタッフがお勧めす

る新しくオープンしたレストランを体験してみてください。ウォルト・ディズニーの「魅惑のチキルーム」の

ファンであれば、この象徴的なショーの中で「ロジータはどうしたんだろう？」とコンゴウインコが心配する

シーンを覚えていることでしょう。実はトロピカル・ハイドアウェイにいて、ジャングルクルーズに乗ってソ

ロキャリアの旅に出かけるところだったのです。ロジータは冗談を言いながらハイドアウェイでの古き良

き時代を回想しています。ちょっと立ち寄って、ドリンク、デザート、料理を楽しみながら、まだ会ったこと

のない懐かしい友人と旧交を温めてはいかがでしょうか。

画像はイメージです。
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　1941年に上映された親子の愛を描く感動的なアニメーションの名作

『ダンボ』が、装いも新たに実写版として蘇りました。劇場公開は日米同

時3月29日から。

　脚本家でプロデューサーのアーレン・クルーガーは、アクション超大作

フィルム（3作の『トランスフォーマー』など）やひねりの効いたスリラー作品

（『隣人は静かに笑う』から『ザ・リング』まで）、さらにはシェークスピア作

品（2018年の『オフィーリア』はオフィーリアの視点から語られた「ハムレッ

ト」です）などで知られていますが、今回この映画製作者は

これらの作品からちょっと路線を変え、もっと個人的なつ

ながりを感じる世界に飛び込んでいったので

す。 

　「サーカスには親近感を感じるんで

す」とクルーガーは、彼がこのプロジェ

クトに惹かれた理由をディズニー・ファイ

ル・マガジンに語ってくれました。「エンタ

ーテインメントの業界で働いていると、なんだかショーを開くために場所か

ら場所へと移動していく家族の一員になったような気がするんです…。そ

れに、子供の頃僕が大切にしていた物語で、自分の子供にも伝えたいもの

は何かと考えると、すぐに『ダンボ』のことが頭に浮かぶんです。人との違い

をポジティブにとらえること、勇気を持つこと、そして家族を大事にすること

を教えてくれるストーリーなんです。それは誰もが共感できることですから、

このストーリーを次の世代のために新たに作り直す機会にすぐに飛びつい

たんです」　

　クルーガーにとって『ダンボ』は今までとちょっと毛色の違う作品でした

が、彼が脚本を書きながら依頼することを考えていた想像力あふれる監督

にとっては、最も得意とするストーリーでした。

　「ティム・バートンの傑作の主人公の多くは、いわゆる“普通の”社会から

は変わり者として見られているものばかりですよね」とクルーガーは言いま

す。「ダンボも、例えばエドワード・シザーハンズのようなキャラクターと共通

する点が多くあります。心優しい穏やかな性格なのに、世間に誤解されてし

まうような変わった特徴を抱えているところです。ティムは僕らが脚本を持

っていって打診した唯一の監督だったんです。ティム・バートンの撮る『ダン

ボ』こそ、僕らが見たかったものでしたから」　

　1941年に作られたアニメの名作はディズニーの長編アニメーションとし

ては最も短い、わずか1時間余りの映画でしたが、2019年の作品の方は

通常の長さになり、お蔭でクルーガーとスタッフのチームは、ダンボのス

トーリーの世界を広げて、今まで見ることのできなかった深

みを加えることができたのです。

　「アニメーション作品の最後の方でダンボ

が空を飛ぶのを見たら、その後どうなった

か気になるでしょう」とクルーガーは言いま

した。

　「その後」以前はさびれていたサーカスは、ド

ル箱の耳を持つ若きスターのお陰で復活をとげ大盛況となります。それに

目をつけたある興行主が、この一風変わったゾウを説得して、大規模なエ

ンターテインメント企業、ドリームランドの舞台に出演させるのです。ダンボ

はこの新しい舞台でスターダムに登りつめる一方で、彼のことを心配する

古くからの仲間たちは、ドリームランドには華やかな見せかけの裏に暗い秘

密が隠されているのを発見するのです。

　ディズニーの映画は「 happily ever after（ハッピリー・エバー・アフタ

ー）」というハッピーエンディングで知られていますが、『ダンボ』のファンな

らそこにたどり着くまでに、悲しい出来事があるのも十分承知しているでし

ょう。ではクルーガーさん、どれくらいティッシュを映画館に持っていけばい

いでしょう？

　「一箱全部はいらないと思いますが」と彼は安心させてくれました。「でも

ポケットティッシュなら2つくらい持っていったほうがいいでしょうね」

実写版の『ダンボ』は究極の負け組のストーリーにさらなる深みを加えました。

変わり者でいることをポジティブにとらえる
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トーリーの世界を広げて、今まで見ることのできなかった深

みを加えることができたのです。

　「アニメーション作品の最後の方でダンボ

　「その後」以前はさびれていたサーカスは、ド

ト」です）などで知られていますが、今回この映画製作者は

これらの作品からちょっと路線を変え、もっと個人的なつ

ながりを感じる世界に飛び込んでいったので

す」とクルーガーは、彼がこのプロジェ

クトに惹かれた理由をディズニー・ファイ

ル・マガジンに語ってくれました。「エンタ

通常の長さになり、お蔭でクルーガーとスタッフのチームは、ダンボのス

　「その後」以前はさびれていたサーカスは、ド

これらの作品からちょっと路線を変え、もっと個人的なつ

ながりを感じる世界に飛び込んでいったので

クトに惹かれた理由をディズニー・ファイ

ル・マガジンに語ってくれました。「エンタ

トーリーの世界を広げて、今まで見ることのできなかった深

みを加えることができたのです。

　「その後」以前はさびれていたサーカスは、ド

ディズニーの気分転換



　マーベル・シネマティック・ユニバースは今までになかった方向へと向か

いました。まず第一に、舞台が1990年台です。

　「振り返ってみると、それでもう十分に過去にさかのぼっていて、今まで

の映画ではなかった雰囲気を与えてくれると感じたんです」と『キャプテン・

マーベル』のエグゼクティブ・プロデューサーのジョナサン・シュワルツは

ストーリーの舞台を90年代に決めた理由をディズニー・ファイル・マガジン

に語ってくれました。「これはポケットベルやダイヤルアップ・モデム、CD-

ROMが使われていた時代です。これらのテクノロジーが進化していったの

を自分でも経験していながら、この映画の舞台としてこの時代を振り返っ

て見てみると、「自分が生きている間にこんなに変わったなんてとても信じ

られない」という感じでした。でももっと重要な点は、90年代を舞台にする

と、他のたくさんのスーパーヒーローが現れる以前の世界にキャロルを据

えることができるということなんです」　

　ここでいうキャロルとは、キャロル・ダンバースのことで、2つのエイリアン

の宇宙規模の戦争に地球が巻き込まれたとき、彼女は宇宙最強のヒーロ

ーの一人となって立ち上がるのです。

「キャロルはフォトンのパワーを持っていて、フォトンブラストを撃てるし、か

なり不死身に近いといっていいでしょう」とシュワルツは言います。「彼女が

強大なパワーを持っているお陰で、今までにないすごいスケールでストーリ

ーを作ることができました」「かなり不死身に近い」にもかかわらず、キャロ

ルの複雑なキャラクターは、マーベルのファンならば他のヒーローのストー

リーから十分予想できるように、見る人が共感できる弱さを抱えています。

　「マーベルのキャラクターが優れているのは、彼らが弱さを抱えた人間と

して、与えられた超人的な能力に立ち向かおうとしている点なんです」。シ

ュワルツは続けて 「彼女は、元はごく普通の人間であり、運命が彼女に与

えた強大な力に果たして自分がふさわしい人間かどうかで悩み、そのため

に自分自身を受け入れ、自分の弱さに立ち向かわなければならないという

人間らしい深い苦悩を抱えているんです」。

　コミックのキャロルに命を吹き込んだのはアカデミー賞受賞の女優ブ

リー・ラーソン（『ルーム』『キングコング：髑髏島の巨神』など）です。彼女

は役作りのため、文字通り車を押して動かす（その模様は共演のサミュエ

ル・L・ジャクソンがリポーターに見せてくれたビデオで見ることができます）

など、肉体を鍛える厳しいトレーニングを行いました。

　「ブリーのような素晴らしい仕事をしている俳優が来たら、いい結果を当

然期待するでしょう。でもその期待を遥かに超えてあらゆる点で素晴らしく

て、今でも信じられないくらいです」とシュワルツは言いました。「彼女は肉

体的にも自分自身をすっかり変えて…　すべてのシーン、すべてのセリフ、

すべての瞬間に役にのめり込んでいたんです。彼女は、映画の中でキャラ

クターを演じきって、観ている人を感動させるという責任をすごく真剣に受

け取めていたんです」。

　そのような感動させる迫真の演技に加えて、この映画がさらに特別なの

は、マーベル・スタジオの映画としては初めて女性が主人公の作品だとい

う点ですが、スタッフもそれを十分にわかっていました。「僕らの願いは、こ

れを見た人々が、映画館を出ていくときに、今までに感じたことのない何か

を感じてくれたら、ということです。」とシュワルツは彼の話を締めくくりまし

た。「『ブラックパンサー』や他の映画で、それまでの歴史の中では描かれ

てこなかったような違うやり方で人々を描いてきたのを見てきました。『キャ

プテン・マーベル』もその伝統にそれに続くものになってくれたらと言うのが

僕の願いなんです」。  

 

あなたはエリート特殊部隊スターフォースに所属してはいないかもしれませ

んが、ひたむきに努力するなら、あなたの周囲の人々とその惑星にとって、

ヒーローのような存在にきっとなれるのです。キャプテン・マーベル・アクテ

ィビティキットをダウンロードして、あなた自身にしかない特別な能力を解き

放ち、より高く、より速く、より遠くへ飛び出そう。この無料のキットには楽し

いパズルやゲーム、工作などたくさん付いています。ウェブサイト movies.

disney.com/captain-marvel からダウンロードできます。

マーベル・スタジオの『キャプテン・マーベル』は現在全米の劇場で公開中です。（日本では3月15日公開）

ヒーローなほど人間らしい
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　ガイ・リッチー監督（『コードネームU.N.C.L.E.』『シャーロック・ホーム

ズ』）と2017年に『美女と野獣』を送り出したスタジオが手を組み、誰もが

知っているアラジンの物語から、誰も見たことがない新しい世界を創り上

げました。

　美女と野獣と同じく「時を超えた物語」である、アラジンの壮大なストー

リーを実写映画化したこの作品では、ディズニーのレジェンド、アラン・メン

ケンによるおなじみの名曲、そして今回新たに作られた楽曲

の両方が使われています。『リトル・マーメイド』『ポカホ

ンタス』『ニュージーズ』『ノートルダムの鐘』『ヘラクレ

ス』『魔法にかけられて』『塔の上のラプンツェル』な

どの音楽を手がけたことで知られるメンケン

ですが、これらはほんの一部で、彼が作曲し

たディズニー作品をすべて挙げようとすれ

ば、それこそきりがないほどです。

　ディズニー・ファイル・マガジンはこの著

名な作曲家に再びお会いし、今年公開のアラジンと数々

の賞に輝いた前作品（アカデミー賞受賞のアニメ映画、そしてトニー賞受

賞のブロードウェイ・ミュージカル）をつなぐ「音楽のことば」について語っ

ていただきました。

　「これらの作品の音楽のことばのルーツは、もちろんアラビアの音楽に

あるんですが、私達はそれにハーレム・ジャズの要素を加え、ファッツ・ウォ

ーラーやキャブ・キャロウェイなどの偉大なミュージシャンによって触発され

たスケールの大きいミュージカル曲を創り上げたんです」とメンケンは語っ

てくれました。「この音楽のことばは実写版でも引き継がれています。ただ

実写版のものには現代風なアレンジを加えてあり、さらにガイ・リッチー監

督の音楽的な感性を反映した今風のポップソングの要素も入っているん

です。」

　メンケンやティム・ライス、そしてディズニー・レジェンドであった故ハワー

ド・アッシュマンによるおなじみの曲に加わったのは、メンケンが作曲し「

ラ・ラ・ランド」でアカデミー賞を受賞したベンジ・パセクとジャスティン・ポー

ルのコンビが作詞を手がけた新しい曲です。

　メンケンはこうも語ってくれました。「ベンジとジャスティンとのコラボで

一番良かったことのひとつは、ジャスミン（「パワーレンジャー」で有名なナ

オミ・スコットが演じます）に自分らしく生きる勇気を与えてくれる、そんな曲

が出来上がったことでしょう。それは僕らがやろうとしていたことだったの

で、みんなすごく喜んだんです。「アラジン」が「アラジン」らしさを失なわな

い範囲で、「アラジン」のパレットの幅を広げようとしていましたからね。」

 それ以外でも音楽的なパレットをさらに広げて、主人公（アラジンをこの

映画で演じるのは、ストリーミング作品「トム・クランシー/CIA分析

官 ジャック・ライアン」のスター、メナ・マスード）のストリー

トで暮らす彼のルーツを強く表現したり、願いをかなえ

る魔法のジーニーを演じるウィル・スミス（「ALI アリ」

「幸せのちから」）のユニークな才能を活かした曲を

作り出しました。

　「ウィルはヒップホップやラップ、ポップスの世界

の出身だから、彼はそういった雰囲気や態度をこの

映画に持ちこんでくれました」とメンケンはこの映画の看板俳優について

言いました。「プリンス・アリ」と「フレンド・ライク・ミー」のどちらでも、彼は自

由な感覚を音楽に与えてくれたんですが、同時に僕はとても強く、まるで

ハワードと僕が書いた曲への思いがウィルを通して本当に表現されてきた

ように感じたんです。この曲に彼が与えてくれたものは本当に素晴らしかっ

たですね。」

　世界中の誰よりも多くのアカデミー賞受賞歴を誇り、今もなお活動を

続けている彼の伝説的なキャリアのことを尋ねられると、メンケンは魔法の

ランプを偶然見つけた少年のように答えてくれました。

「自分がディズニーと働けるようになったのは、ものすごく幸運なことだっ

たとつくづく思うんです」とアランは言います。「自分は本当に恵まれてい

ますね。もちろん、この業界で成功するには才能は欠かせません。でも縁

や運命とか、それがどこへ自分を導いてくれるかも大事な要素だと思うん

です。 だから僕は感謝の気持ちでいっぱいなんです。」　

『アラジン』は5月24日に全米の劇場で公開されます。（日本では6月7日

公開）

実写版『アラジン』が5月24日に全米の劇場で公開（日本では6月7日公開）

不朽の名作がホール・ニュー・ワールド（まったく新しい世界）へ

ケンによるおなじみの名曲、そして今回新たに作られた楽曲

の両方が使われています。『リトル・マーメイド』『ポカホ

ンタス』『ニュージーズ』『ノートルダムの鐘』『ヘラクレ

ス』『魔法にかけられて』『塔の上のラプンツェル』な

どの音楽を手がけたことで知られるメンケン

 それ以外でも音楽的なパレットをさらに広げて、主人公（アラジンをこの

映画で演じるのは、ストリーミング作品「トム・クランシー/CIA分析

官 ジャック・ライアン」のスター、メナ・マスード）のストリー

トで暮らす彼のルーツを強く表現したり、願いをかなえ

る魔法のジーニーを演じるウィル・スミス（「ALI アリ」
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　アカデミー賞を受賞した『トイ・ストーリー3』から9年、ピクサー・アニメーシ

ョン・スタジオの『トイ・ストーリー4』では、ウッディとその仲間たちはボニーの

部屋で新しい友達を作り、新たなストーリーさえもはじまっていました。誰もが

みんな ‒ 新作の監督自身さえ ‒ もうトイ・ストーリーはおしまいだと信じてい

たのにです。

　「多くの人と同じで、僕もてっきり『トイ・ストーリー3』で最後だと思ってい

たんです」とトイ・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・クーリーは言いました。「それにウッデ

ィにとってはアンディとのストーリーの終わりでもあったんです。しかし、人生

と同様、すべての終わりは新しい始まりでもあります。ウッディは今や新しい

部屋で、新しいおもちゃたちと新しい子供と一緒にいますが、これは今まで

になかった状況です。そこで何が起こっていくんだろうという疑問が、もっと

追求する価値があるおもしろいストーリーを考えはじめるきっかけだったんで

す」

　ボニーの部屋にやってきた新しい友達の一人がフォーキーです。スポーク

（スプーンとフォークを合わせたもの）が転じて手作りおもちゃの工作になっ

てしまった彼は、それでも自分はおもちゃじゃないと言い張っているのです。  

　「『トイ・ストーリー』の世界は、あらゆるものには存在する目的や役割があ

るという考えの上に成り立っているんです」と、『インサイド・ヘッド』の短編

アニメーション『ライリーの初デート?』を監督したジョシュは説明してくれまし

た。「おもちゃの目的は子供のために使われることです。でも、他のモノから

作られたおもちゃの場合はどうなるんでしょう？フォーキーはボニーが使い捨

てスポークから作ったおもちゃであるために、自分の目的を見失う深刻な危

機に直面しているんです。彼はスポークとしての目的を果たしたいのに、今

や彼に突き刺さっているのはおもちゃとしての役割なのです」

　俳優でありコメディアンのトニー・ヘイル（『ヴィープ』『アレステッド・ディ

ベロップメント』）がこの困惑したスポークの声を演じることを引き受けてくれ

て、クーリーやスタッフのチームはとても喜びました。

　「トニーは最初に頭に浮かんだ俳優だったから、彼が引き受けてくれると

聞いて大喜びしました」とジョシュは言いました。「フォーキー役のトニーの演

技は、自信と困惑と共感が一緒になったコメディのサラダかな…もちろんお

かしなスポーク付きのね」　

　この一風変わったキャラクターを演じることを打診されたとき、ヘイルは

「実存的危機に直面する食器だって？もちろんだよ！」と答えたそうです。

　フォーキーはこの映画でデビューを飾る注目のスターですが、みんなのお

気に入りの紐を引っ張るおもちゃのカウボーイは変わらず健在でこのストー

リーの中心です。ウッディ自信の悩みが何かについては、ディズニー・ファ

イル・マガジンの夏季号の特集を楽しみに待っていてください。『トイ・ストー

リー4』が6月21日に全米の劇場で公開される少し前には配達が始まる

予定です。（日本では7月12日公開）

こんにちは、フォーキー
困惑したスポーク、実存的危機に直面する

　『トイ・ストーリー4』でウッディは、その旅の途中カーニバルに寄るので

すが、そこで彼が出会ったのは、客にどうにかして取ってもらおうと企んで

いるゲームの景品のぬいぐるみ、ダッキーとバニーでした。 彼らの計画は

ウッディとその仲間たちに突然邪魔されてしまうのですが、期せずして二

人は、おもちゃの気持ちなんてまったくわかっていない景品として壁に貼り

付けられているおもちゃ達と一緒に、思いがけない冒険の旅に出ることに

なってしまうのです。

　「ダッキーとバニーの声を演じるキーガン＝マイケル・キーとジョーダン・

ピールの二人は、僕が会った中でも最も才能のある人たちに入ると思う」

と監督のジョシュ・クーリーは彼らについて語っています。「…彼らのアドリ

ブは笑いを取るためだけじゃないんです。それらはストーリーにちゃんと基

づいたもので、ダッキーとバニー、そして映画全体を僕の想像していた以

上のレベルにまで上げてくれたんです」 

ダッキーとバニー ： 壁破りなコンビ

　「『トイ・ストーリー』の世界は、あらゆるものには存在する目的や役割があ

るという考えの上に成り立っているんです」と、『インサイド・ヘッド』の短編

アニメーション『ライリーの初デート?』を監督したジョシュは説明してくれまし
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リー4』が6月21日に全米の劇場で公開される少し前には配達が始まる

予定です。（日本では7月12日公開）

『トイ・ストーリー4』でウッディは、その旅の途中カーニバルに寄るので
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スマートフォンでQRコードを読み取って、『トイ・ストーリー4』のニュースを
見たダッキーとバニーの愉快なコメントを見よう！



Disney
HeRiTaGe

　私の一番お気に入りのディズニ

ー映画には、他のディズニーの名

作に共通した幾つかの要素が欠け

ています。まず、その映画では主人

公は歌いません（それどころか、喋

りもしないんです）。 悪役も出てき

ません。それにアクションだって64

分間見終わっても何もありません。

けれども心に訴えかけるという点で

は、『ダンボ』ほど感動させてくれる

ディズニー映画はないでしょう。

　ディズニー・レジェンドであり、作品中のカラスとサーカス列車のアニメー

ションを担当したワード・キンバルはかつて私に「ディズニーのアニメーショ

ンは『ダンボ』で頂点に達したと僕は思う。良いストーリーに必要な要素がす

べてそろっている。初めてウォルトがあらすじを説明するのを聞いたとき、こ

の作品は素晴らしいシンプルさと、アニメにぴったりの感動させる力を持っ

ているとすぐにわかった」。

　ウォルト・ディズニーもまた、このちっちゃなゾウの大きな可能性にすぐに

気付き、この短編が出版される以前に作者のヘレン・アバーソンから（1,000

ドルを支払って）映画化の権利を買い取ったほどでした。

　みんなにおなじみのクリスマス・ストーリー、ルドルフ 赤鼻のトナカイと同

様ダンボも、人と違うことで傷つき、いじめられていた動物が、逆にその違い

によって強く立ち上がっていくストーリーです。そして、ルドルフと同様、時代

を超えて今も多くのファンに勇気を与えてくれるのです。  

　皆さんがダンボをご覧になったのが、映画デビューを飾った1941年の

作品であれ、その後何度もスクリーンに戻って作られた数々の作品（1949

年、1959年、1972年、1976年、それにカメオ出演したことで有名な1988年の

ロジャー・ラビットもあります）であれ、またはテレビ（120話も続いた「ダンボ・サ

ーカス」の第一話は1985年にディズニー・チャンネルで初めて放映されまし

た）であれ、あるいはディズニー・パーク（空飛ぶダンボほどディズニーらしいテ

ーマパークのアトラクションはないでしょう）であれ、この大きな耳の小さなゾウ

はきっと皆さんの心の中の大切な思い出のひとつになっているはずです。

　ですから、伝説的な映画作家であるティム・バートンの手によって再びダ

ンボが空を飛んで映画館に戻ってくるのを楽しみに待ちながら、ここでは、

この私のお気に入りの映画に関するお気に入りのトリビアをいくつかご紹

介することにしましょう。

アメリカ生まれのアメリカ育ち ： 『ダンボ』は

初めて現代のアメリカを舞台にしたディズニー

の長編アニメーション作品でした。 ストーリーの舞台となったのはフロリダ

州の海岸沿いの街サラソタですが、「地上最大のショー」のジョン・リングリ

ングが冬の間住む別荘がそこにあったことに敬意を表してのことでしょう。

もちろん、ダンボがいたのはリングリングのサーカスではありません。彼が

いたのは「WDPサーカス」（作品中のサインにそう書いてあります）、そして

WDPは「Walt Disney Productions」の頭文字をとったものです。

このままで完璧 ： わずか64分の長さしかない『ダンボ』は、ディズニーの長編

アニメーションとしては最も短い作品です。 配給会社のRKOはウォルト・デ

ィズニーにもっと長くするように求めたのに対し、彼は「このままで完璧だ」

と答えたと言われています。長さも短く、特殊な視覚効果も使わないシンプ

ルなスタイルと単純なストーリーのため、ウォルトは81万2,000ドルという僅

かな予算で『ダンボ』を制作することができました。そのお蔭で、この作品の

前に莫大な費用のかかった『ピノキオ』と『ファンタジア』を作っていたスタ

ジオに、必要としていた利益をもたらすことができたのです。 

ネズミが登場 ： 『ダンボ』を映画化するにあたって、伝説的な脚本家のチーム、

ジョー・グラントとディック・ヒューマーはいくつか重要な変更を加えました。そ

の一つが、ダンボの親友が原作ではこまどりのレッドだったのをティモシー・

マウスに変えたことでした。 後にジョーは、大抵のゾウが怖がる動物とダン

ボが仲良くなるというアイデアが気に入ったんだと私に言っていました。 

 

一日の分量 ： ジョーとディックは102ページのシナリオをウォルトには全部

見せず、彼の好奇心と熱意がずっと高いままでいられるよう、毎日少しずつ

しか彼に見せなかったそうです。

ポルカを踊る ： シナリオの一部として、ジョーとディックは悪夢の場面のた

めにフランク・チャーチルが作曲した曲に歌詞をつけました。「ピンク・エレフ

ァンツ・ポルカ」というこの曲は残念ながら映画では使われませんでしたが、

これはオリヴァー・ウォーレス作曲、ネッド・ワシントン作詞のこの映画の「ピ

ンク・エレファンツ・オン・パレード」の元になったに違いありません。 ライオ

ネル・リッチーが「ダンシング・オン・ザ・シーリング」という曲を作っています

が、その何十年も前に先駆けて、ジョーとディックは以下のような歌詞を書

ゾウが空を飛ぶのを見たとき
お気に入り映画の楽しいトリビア

　私の一番お気に入りのディズニ

ー映画には、他のディズニーの名 アメリカ生まれのアメリカ育ち ： 『ダンボ』は

ゾウが空を飛ぶのを見たとき

　ですから、伝説的な映画作家であるティム・バートンの手によって再びダ

ンボが空を飛んで映画館に戻ってくるのを楽しみに待ちながら、ここでは、

この私のお気に入りの映画に関するお気に入りのトリビアをいくつかご紹

介することにしましょう。

By Jim Korkis

27

ディズニーの遺産



いていたのです：「なんて素晴らしい気持ちだろう、天

井で踊ってしまいたくなる。君はくすぐられてピンクに

なるけど、ブルーにはならないのさ。君は彼女を思うと

飛び上がりたくなる。彼女は君のことを思うと飛び上がりたくなる。ピンク・エ

レファント・ポルカを踊りながら、トゥードゥルーと歌って消えていく」作品中

で使われなかった曲は他にも「イッツ・ア・サーカスデイ・アゲイン」「スプレッ

ド・ユア・ウィング」、それに「シング・ア・ソング・オブ・チーズ」などがあります。

最後の曲はティモシーの乳製品に対する愛を歌ったものでしょう。  

不幸なタイミング ： タイム誌はその1941年12月29日号の表紙に（「マン・

オブ・ザ・イヤー」をもじって）「ママル（哺乳類）・オブ・ザ・イヤー」としてダ

ンボを飾る予定でした。しかし歴史はそれを許さなかったのです。突然合

衆国は第二次世界大戦に参戦することとなり、その結果表紙には、理解

できることですがダグラス・マッカーサー大将が載ることになったのです。ジ

ョーゼフ・スティルウェル少将は後に、ダンボを1941年に映画館で見たの

が、戦争中の中でも一番楽しい思い出のひとつだったと回顧録で述べて

います。1979年のスティーブン・スピルバーグの映画「1941」には、外で

は街が大騒ぎになっている最中に、映画館の中ではスティルウェル（俳優

のロバート・スタックが演じました）がダンボを見ながら涙を流しているシー

ンがあります。 

有名人にちなんで ： 「ダンボ」という名は、サーカスの気取ったゾウたちが

この小さなゾウを馬鹿にして付けたあだ名ですが、彼の本当の名は「ジャン

ボ・ジュニア」で、彼のお父さん「ジャンボ」にちなんで付けられた名前です。

そして「ジャンボ」という名は同名の有名なバーナム・アンド・ベイリー・サー

カスのゾウから取ったものでしょう。

ピノキオから引っ張ってきた ： 映画のカラス達の声を演じたのがハーレ

ムの伝説的なホール・ジョンソン・クワイアでしたが、唯一例外だったのが、

リーダーカラスを演じたクリフ・エドワーズで、彼はピノキオでジミニー・クリケ

ット役を演じていました。映画の中でダンボはしゃべることはありませんでし

たが、ディッキー・ジョーンズ（ピノキオの声）がその声優として考えられてい

ました。ダンボはまた、その後何十年もディズニーのキャラクターの声優を

務めることになったスターリング・ホロウェイ（コウノトリ役）とヴェルナ・フェル

トン（ゾウのメイトリアーク）のデビュー作品でもありました。

もう一つのエンディング ： 映画の元々のエンディングのシーンでは、ダン

ボは自分専用の列車の中で、美女の鳥たちにマニキュアや耳のマッサージ

をしてもらっています。ティモシー・マウスは机の上でダンボの契約書にサイ

ンしています。走りゆく列車が夕日の中に消えていき、そのずっと先にはハリ

ウッドのギラギラとした光が見え、ダンボがこの先映画スターになっていくこ

とを示唆しているのでした。

ストーリーは続く ： 2001年にディズニー・トゥーン・スタジオはオリジナル

ビデオ作品としてダンボの続編の制作を考えていました。それはこの主人

公のスターがサーカスの仲間たちと一緒にニューヨーク・シティで迷子にな

るというもので このプロジェクトは2006年にお蔵入りとなったものの、それ

からまったく新しい展開を経て、3月29日に全米で公開されるティム・バート

ンの実写版『ダンボ』によって、ストーリーの続きを見ることができるのです！

ディズニー・ファイル・マガジンのス

タッフは、いつもは古い映画の宣伝

ポスターが大好きなのですが、この

1941年のポスターは例外かもしれま

せん。そこにはダンボが「ドーピーよ

りかわいく、ドーピーよりおつむが弱

い」と書いてあるのです。はっきり言

っておきますが、ダンボもドーピーも

どちらも少なくとも人並みの知能の

持ち主です。



1.　 2016年からメンバーのオクラホマ州のケニーは、とっても長い魚を
使った「ディズニー・ディッシュ」のレシピが必要なようです。

2.　 2008年からメンバーのアリゾナ州のゲイリーとジャネットは、サウスダ
コタ州を訪れたときに世界で一番（そして唯一の）のとうもろこし宮
殿の前でディズニー・バケーション・クラブで一番（そして唯一の）の
マガジンを楽しんでいる様子を撮りました。 

3.　2005年からメンバーのミネソタ州のデールは、彼の奥さんのスーが
　　ディズニー・パークで買った物を受け取りに行っている一方で、自分
　　のお金がどこにいってしまったのか首をかしげています。 

4.　野球シーズン開幕に向けて、2011年からメンバーのペンシルバニア
　　州のトムは、ディズニー・クルーズ・ラインのパイレーツ・ナイトをピッ
　　ツバーグ・パイレーツ風にアレンジしました。 

5. 　「ちょっと待って、女王様は自分が一番美しいと思っているの？」
　　と白雪姫がマーシーちゃんとのおしゃべりを楽しんでいるところ
　　を、2016年からメンバーであるオハイオ州のおじいちゃんおばあちゃ
　　んが写真に撮りました。

6.　2007年からおじいちゃんおばあちゃんがメンバーである、アーカンソ
　　ー州の小さなレックスくんはラフ・フロアーで未来のコメディアンを
　　夢見て特訓中です。  

7.　ワールド・ショーケース・ラグーンの浜で撮ったエプコットの写真？ 額
　　に入れて飾る価値があるでしょう。同じ構図でメンバーである３人の
　　家族（ペンシルバニアのパークス、サンドラ、カプリス、みんな2007
　　年からのメンバーです）がたくさんのディズニー・ファイル・マガジンと
　　一緒に撮った写真？ 雑誌に載せる価値があるでしょう！

8.　 編集者の気の利いたキャプションなどなくとも、このディズニー・サ
ラトガスプリングス・リゾート＆スパのツリーハウス・ヴィラの外で撮っ
たカリフォルニアの若きアレクサンドラちゃん（ご両親が2008年から
メンバーです）とお友達のネヴァとマッケダの写真は十分可笑しい
でしょう。

9.　2012年からメンバーのフロリダ州のブライアンは、7ヶ月の軍役から
　　戻って、自分の子どもたちに本を読んであげているところです。 国
　　を守るために頑張ってくれて本当にありがとう。 

あなたの写真を（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。

2016年からメンバーのオクラホマ州のケニーは、とっても長い魚を
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いつまでも、いつまでもマジカルであり続けるために

美しく偉大な景色は私たちの足下や

身の回りに潜んでいるものです。 

それらは地下トンネルや花の中心、木のうろや池の水、

潮の満ち引きの合間に現れる海藻のジャングル、

水滴の中にさえ見つけることができるのです。 

これらの隠された世界に潜む命は、

実際には、私たちが想像するどんなものよりも

驚きに満ちているのです。

ウォルト・ディズニー
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