
   

《映画＋新体験》ディズニーMovie
ム ー ビ ー

NEX
ネックス

！  
 行くぜ！キモサベ！ 

ジョニー・デップと『パイレーツ・オブ・カリビアン』のスタッフが贈る 
最強のアクション・ムービーが、MovieNEXで新発売！    

①ブルーレイ ②DVD ③デジタルコピー（クラウド対応） 

④ＭｏｖｉｅＮＥＸワールド（作品に関する様々な“ディズニー体験”が楽しめる進化型コンテンツ） 
これら４つが全てセットになって“MovieNEX”で新登場！  

 2014年1月15日(水)発売  
 

オンデマンド同日配信開始、ブルーレイ、DVD同日レンタル開始 
 

正義と復讐をかけて、キモサベたちがこの世の悪と戦う！！ 

ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱（本社：東京都目黒区/代表取締役社長：ポー
ル・キャンドランド）のスタジオ・エンターテイメント部門であるウォルト・ディズニー・スタ
ジオ・ジャパン（ゼネラルマネージャー：塚越 隆行）は、ジョニー・デップと『パイレー
ツ・オブ・カリビアン』シリーズのスタッフで贈る最強のアクション・ムービー『ローン・レン
ジャー』を新しいコンセプトの新商品、MovieNEX で 2014 年 1 月 15 日（水）に
4,000 円+税で発売いたします。 

『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジェリー・ブラッカイマー製作、ゴア・ヴァービンスキー

監督が、ジョニー・デップと再びタッグを組んで創り上げた完全無欠の王道エンター

テイメント『ローン・レンジャー』！！新鋭アーミー・ハマー演じる正義に燃えるヒーロ

ー“ローン・レンジャー”とジョニー・デップ演じる復讐に燃える悪霊ハンター“トント”の、

何もかも正反対のふたりが聖なる力に導かれ巨悪に立ち向かう、空前のアクショ

ン・アドベンチャーです！ 7 カ月にも及ぶロケを遂行した、アメリカ南西部の美しい

大自然をバックに、CG を極力排したリアル且つ壮大、想像を絶するスケールで繰

り広げられる全世界が待ち望んだ完全無欠の王道エンターテイメントを、新商品 MovieNEX で思う存分お楽しみ下さ

い！！ 

≪映画+新体験≫ ディズニーMovieNEX誕生！ 

“NEX”とは、あなたの夢をかなえる“New Experience／新しい体験”のこと。これまでのブルーレイ／DVDはもちろん、いつ

でもどこでも映画を観られ、さらに便利になったデジタルコピー、そして、特別コンテンツやスペシャルイベントなどの新体験

ができる“MovieNEX ワールド”が、これひとつで楽しめます。そこには、映画のドキドキと新体験のワクワクが待っている。 

  

2013年 10月 10日 

一般への告知解禁日： 2013年10月18日（金） 
※TV、雑誌、新聞、WEBなど、一般の方が目にする全てのメディアが対象です。 
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≪映画＋新体験≫の MovieNEX は、以下の 4 つがセットになった新しいコンセプトの新商品です。 
 

◎ブルーレイ 
◎DVD 
◎デジタルコピー（クラウド対応） 
◎MovieNEX ワールド（作品に関する様々な“ディズニー体験”が楽しめる進化型コンテンツ）  

デジタルコピーはクラウド対応で、iOSでもAndroidでも対応。さらに、MovieNEXワールドは購入者限定のスペシ

ャルサイトで楽しめる、随時更新されていく進化型コンテンツです。 

大好きな映画を、もっと身近に、いつでもどこでも、もっと楽しめる、 

ディズニーがお贈りする新商品です！    
 

 

 

※内容は変更になる場合がございます。 ※ラインナップは随時更新・追加される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUVEN IR～スペシャルアイテムをもらおう！ 
 

●抽選でもらえる『ローン・レンジャー』オリジナル・グッズ 

 『ローン・レンジャー』のロゴ入りのグッズなど貴重なアイテムをプレゼント！  

 

●特別試聴「ウィリアム・テル序曲」  

サントラ CD収録のウィリアム・テル序曲「フィナーレ（ウィリアム・テル オーバーチュア）」を聴いて盛り上がろう！ 

 

●「ディズニー・ファン」バックナンバー  

 特集記事を読んで、『ローン・レンジャー』の世界に入ろう！ 

 

●オリジナル壁紙プレゼント  

最新ゲーム、ディズニーインフィニティの 

『ローン・レンジャー』キャラクターの壁紙をダウンロードしよう！ 

 

●≪100名様に Google Nexus 7 が当たる！！ディズニーMovieNEX 誕生キャンペーン≫ 

 ディズニーの新商品“MovieNEX”を購入すると、抽選で 100 名様に Google Nexus ７ プレゼント！ 

 

 

 

THEATER～デジタルコピーや特別映像を見よう！ 
 

●『ローン・レンジャー』デジタルコピー（クラウド対応） 

  いつでもどこでも自由なスタイルで『ローン・レンジャー』を楽しもう！ 

 

●NGシーン集  

ジョニー・デップ、アーミー・ハマーらキャストらの撮影時における 

NG シーンの数々、ファン必見の特別映像。  



 

 
 

キモサベ（友）よ、マスクをつけるのだ ― 復讐のために 

悪に支配された世界を救う ― 正義の為に 
 

少年時代のある忌まわしい事件のせいで、復讐に燃える戦士となった悪霊ハンターのトント。 

彼は自らの悲願のために、不思議な白馬シルバーの導きと、 

自らの聖なる力によって瀕死の男、検事のジョン・リードを甦らせる。 

レンジャー部隊の英雄である兄ダンを何者かに殺されたジョンは、 

兄の敵を探すためにトントと手を組むが、法に基づく正義の執行を求める彼と、 

復讐のために手段を選ばないトントとは、全くかみ合わないチームだった。 

だが、愛する者に再び魔の手が迫る時、ジョンは白馬シルバーを従え、 

マスクをつけた謎のヒーロー“ローン・レンジャー”として生きることを決意し、 

無敵の相棒トントと共に巨悪に立ち向かう。果たして、最後に世界を救うのは－正義か？復讐か？ 

 

 

 

 

  

 

 

 

監督：ゴア・ヴァービンスキー、 

脚本：ジャスティン・ヘイス AND テッド・エリオット&テリー・ロッシオ 

スクリーン・ストーリー：テッド・エリオット ＆ テリー・ロッシオ AND ジャスティン・ヘイス 

製作：ジェリー・ブラッカイマー,p.g.a.、ゴア・ヴァービンスキー,p.g.a. 

製作総指揮：マイク・ステンソン、チャド・オーマン、テッド・エリオット、テリー・ロッシオ、 

ジョニー・デップ、エリック・マクレオド、エリック・エレンボーゲン 

撮影：ボジャン・バゼリ, ASC 

プロダクション・デザイン：ジェス・ゴンコール、クラッシュ・マクリーリー 

編集：クレイグ・ウッド, A.C.E.、ジェームズ・ヘイグッド, A.C.E. 

衣装デザイナー：ペニー・ローズ 

視覚効果＆アニメーション：インダストリアル・ライト＆マジック 

音楽：ハンス・ジマー 

 

トント：ジョニー・デップ 

ローン・レンジャー（ジョン・リード）：アーミー・ハマー 

レイサム・コール：トム・ウィルキンソン 

ブッチ・キャヴェンディッシュ：ウィリアム・フィクトナー 

キャプテン・フラー：バリー・ペッパー 

ダン・リード：ジェームズ・バッジ・デール 

レベッカ・リード：ルース・ウィルソン 

レッド・ハリントン：ヘレナ・ボナム＝カーター 

  



 

 

  

スピリチュアルな力を持つ。少年時代の忌まわしい事件の復讐

を果たすべくローン・レンジャーと共に巨悪に立ち向かう！ 

＜ジョニー・デップ＞ 
1963 年ケンタッキー州生まれ。「シザー・ハンズ」（90）ほか数々の映
画でファンを魅了している実力派。『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリ
ーズでのジャック・スパロウは世界中で愛され、『アリス・イン・ワンダー
ランド』（10）のマッド・ハッターも独特なキャラクターに仕上げる。 

正義と法を守ってきた検事。兄を殺され自分も瀕死となるが、トン

トの聖なる力で死の世界から甦り、マスクをつけたヒーローとなる！ 

＜アーミー・ハマー＞ 
1986 年ロサンゼルス生まれ。「ソーシャル・ネットワーク」（10）の双子の
ウィンクルボス兄弟で注目となり、「J・エドガー」（11）でレオナルド・ディ
カプリオ演じるエドガーの片腕にして“愛人”クライドを好演。今最も注
目の若手俳優のひとり。曾祖父は石油王アーマンド・ハマー。 

 

相
棒 

 

夫婦 

恋 

助ける 

ダンの妻。ジョンの生涯の想い人。 

＜ルース・ウィルソン＞ 
1982 年イギリス出身。映画デビュー
は「アンナ・カレーニナ」（12）。本作が
ハリウッドデビュー作。 

ジョンの兄で勇敢なテキサス・レンジャー。
キャヴェンディッシュ一味に殺される。 

＜ジェームズ・バッジ・デール＞ 
1978 年ニューヨーク州生まれ。「フライ
ト」（12）、『アイアンマン 3』（12）、「ワー
ルド･ウォーZ」(13)など。 

ローン・レンジャーだけが乗りこな
せるスピリット・ホース。 

悪行の残酷さで名を馳せる冷酷な無法者。

かつて自分を刑務所に入れたダンに対して恨

みを果たす。 

＜ウィリアム・フィクトナー＞ 
1956年ニューヨーク州生まれ。「マルコムX」（92）
で映画デビュー。FBI 捜査官からゲイ役まで個
性的な役柄に扮する名脇役として活躍。『アル
マゲドン』（98）、『パール･ハーバー』（01）などの
ジェリー･ブラッカイマー作品や、「ヒート」（95）、
「ダークナイト」（08）、「エリジウム」（13）など幅広
く出演。 

ジョンの兄の死の真相解明に至る情報を握る謎の多い女性。荒く

れ者が集まる興行小屋の主人。義足に銃を仕込んでいる。 

＜ヘレナ・ボナム＝カーター＞ 
1966 年、イギリス、ロンドン生まれ。「眺めのいい部屋」（86）で注目さ
れ、「鳩の翼」（97）でアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の主演女優
賞にノミネート。「英国王のスピーチ」（10）、「ハリー・ポッター」シリーズ、
『アリス・イン・ワンダーランド』など幅広く活躍する実力派女優。 

兄弟 

怨み 

復讐 



 

撮影：スペクタクルと美しさに満ちたロケ地 

本作は7ヶ月に及ぶ撮影を、アリゾナ州、ユタ州、コロラド州、ニューメキシコ州というアメリカの南西部4つの州にまたがって

行った。アリゾナ州のモニュメントバレーやスピリチュアルなナホバの土地キャニオン・デシェイ、ユタ州のモアブの大峡谷が広

がるデッドホースポイント州立公園、ニューメキシコ州の砂漠平原から約500ｍもそびえ立つ岩峰シップロックや標高約

2620ｍのエンジェルファイヤーなど、大自然のただ中で撮影が敢行された。「CGを多用することなく、本物のロケ地で撮影

しているため、この映画には真に迫るエネルギーがある」とブラッカイマーは語る。そんなダイナミックな景観に文字通り身を

置いたのが、アーミー・ハマーだった。彼はデッドホースポイントで谷底まで約610ｍもの断崖に立てられた高さ5・5ｍの不安

定で狭い櫓の上にヘリで一人降り立ち、そこで「死の世界から甦ったローン・レンジャー」という危険なシーンを自ら演じた。

因みに運動神経抜群な彼は乗馬を含むほとんどのスタントを自身でこなしている。 

 

 

 

 

西部の再現：巨大かつリアルなセット＆19世紀の機関車が爆走！ 

ドラマの側面とアドベンチャーの側面の両方を充分に表現できる巨大な

セットが複数デザインされ、それを具現化する美術部門のチームはなん

と274名！そして、スケール感に満ちたセットがニューメキシコ州やコロラド

州の屋外に建てられていった。駅や保安官事務所を含む12のフルサイ

ズの建造物からなる、ジョン・リードの故郷の町コルビー、大陸横断鉄道

開通記念式典を行った歴史を持つ町プロモントリー・サミット、スリーピン

グマン銀山、建設労働者を追って移動する可動式テントの街「ヘル・オ

ン・ホイール」などなど。リアルなのはセットだけではない。映画の冒頭やク

ライマックスで観客の度肝を抜く、爆走する機関車！リアル且つ迫力溢

れる列車によるアクション・シーンを生み出すため、ブラッカイマーは19世

紀のアメリカ機関車を３台も作ってしまったのだ！そしてコルビーの町のセ

ットの周囲には8ｋｍに渡る線路も作られた。しかも列車同士の空前の

チェイス・シーンを撮影する為に、線路の一部は複線で敷かれた。実際

に時速約64キロで走る列車の屋根の上、ジョニー・デップはアーミー・ハ

マーと手錠に繋がれたまま共に走るというスタントを演じた。キャヴェンディ

ッシュを演じたウィリアム・フィクトナーも列車から走る馬に飛び移り、レベッ

カを演じるルース・ウィルソンも、頭部が車輪のすぐ横にくる状態で列車

の側面で逆さにぶら下がるというスタントに挑戦！驚くことに、脱線した

列車がローン・レンジャーとトントに向かって猛スピードで迫ってくるシーン

も、リアルなセットで撮影されたもの。約11.5トンの列車をターン・テーブル

に乗せ、ケーブルを引いて特撮用のレール上にひっくり返したのだ！ 

  



商品データ 

※データは変更になる場合がございます。 

タイトル（原題） ローン・レンジャー （The Lone Ranger） 

発売日 2014年1月15日（水）  

製作（表示年度）／本編尺 アメリカ （2013年） ／約150分 

コピーライト 
© 2013 Disney ( 画像、映像をご使用の際は、必ず表記下さい。) 
※2014 年以降の露出は © 2014 Disney と表記下さい。 

発売元 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 

【MovieNEX】 

商品名 『ローン・レンジャー MovieNEX』 

価格／組 4,000円＋税 ／ 2枚組 （ブルーレイ、DVD） 

品番／POSコード VWAS1499／ 4959 241 75033 4 

記録/圧縮方式/画面サイズ 
＜ブルーレイ＞2層 ／ MPEG-4 AVC ／ 16x9（2.40：1） 
＜DVD＞ 片面2層／MPEG-2／ 16x9（2.40：1） 

音声 
＜ブルーレイ＞1.英語：DTS-HD マスター・オーディオ（ロスレス）7.1ch 

 2.日本語：DTS-HD ハイ・レゾリューション・オーディオ 7.1ch 
＜DVD＞1.英語,ドルビーデジタル 5.1ｃｈ／ 2.日本語,ドルビーデジタル 5.1ｃｈ 

字幕 
＜ブルーレイ＞1.日本語字幕 2.英語字幕 3.日本語吹替用字幕 
＜DVD＞1.日本語字幕 2.英語字幕 3.日本語吹替用字幕 

リージョンコード 
＜ブルーレイ＞All Region  
＜DVD＞Region2 

ボーナス・コンテンツ 
*印はDVDにも収録 

●アーミー・ハマー、西部を行く  
●レンジャーへの道 
●列車シーンの舞台裏  

*●未公開シーン 虫の大群  

 

【ブルーレイ レンタル】 
   ※ディスクの内容はMovieNEXのブルーレイと同様です。但しピクチャーディスクではありません。 

   ●商品名 ： 『ローン・レンジャー』  

 ●納入価格：12,800円＋税 ●商品番号／VWBR1499  POSコード／4959 241 75031 0 

【DVD レンタル】  

   ※ディスクの内容はMovieNEXのDVDと同様です。但しピクチャーディスクではありません。 

  ●商品名 ：  『ローン・レンジャー』  

●納入価格：12,800円＋税 ●商品番号／VWDR1499  POSコード／4959 241 75029 7 

  

★公式サイト：Disney.jp/LoneRanger/ 
 

■ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について 
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参入しました。2000 年 4
月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002年 8月にウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に社名変更し、ディズニーのビ
ジネスを日本で管轄しています。米国本社のメディア・ネットワーク、パーク＆リゾート、スタジオ・エンターテイメント、コンシューマ・
プロダクツ、インタラクティブ・グループの 5 つのセグメントで相互に"シナジー"（相乗効果）を高めながら、多角的に事業を展開し
ています。 


