
~l-~;~う~tiJ務総通園圃圃・圃臣認監護舗極圏圃謡置'ぅ~~ J1I~
fj'/~C 稔怒ぽ挺瀦幽・・・・・・・・・・・・・・E畠幽描醤理・圃圃圃圃r_二-:7 金説、4幽 日・皆 、.ll~' .IIlO"',-.it 掴圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃-圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃-----・司圃閉--・・園田園田園・ー・・・E・E・-司..-. -・・..-

; 一ーに 守一『聞F 司ー------・開~ 一一一一 、~ 唖F一二、

ワーナー・ブラザース映画提供/デイーター・ガイスラー・ブロダクショゾネパーエンデイング・ストーリー/第2章"ジヨナサン・フ・ランディス/ケニー・モリソン/クラリツサ・パート/音楽口ノてート・フォーク 剛剛四回凪\~V}
ピーター・JV.JウッドBクリス・プランテ'ン/撮影デイブ・コンネJレ/脚本力ーリン・ハワード/製作総指揮テイム・八ンブトン/製作デイーター・ガイスラトー/監督ジョージ・ミラ，.".......どはたでぽ出と的"

+*w，BuG句l/opo



1 ・ものがたり l

-キャスト
パスチアン...・H・..……ジョナサン・プランディス

アトレーユ...・H ・..……...・ H・..…ケ二一・モソソン

ザイ一夕、・H ・ H ・..…...・ H・..……クラリッサ・パート

幼ごころの君………アレクサンドラ・ジョーンズ

・スタッフ
監督...・H ・.....・ H ・..…...・ H・..……ジ、ヨージ・ミラー

製作...・ H ・ H ・ H ・..…...・ H・..デイーター・ガイスラー

製作総指揮…...・H ・.....・ H・..…ティム・八ンプトン

原作…...・H ・.....・ H ・ H ・ H・..……ミヒャエル・工ンデ

脚色...・ H ・.....・ H ・.....・ H・..……力一リン・八ワード

撮影...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H・..…デイブ・コンネル

主題歌作曲...・H ・ H ・ H・..……ジョルジオ・モロダー

音楽…...・H ・.....・ H ・ H ・ H・..……口パート・フォーク

ドウオート、ラパマン、三面人、爪先に人を

乗せて飛ぶニンブリーなど。だが、この美し

い、夢に満ちたファンタジアの国土は、恐ろ

しい“空っぽ"の悪の力に襲われていた。“空

っぽ"は、手下のザイ一夕、を馳せて、この国

の侵略を着々と進めていた。

ファンタジアの危機を救うんだ/パスチア

ンとアトレ-ユの冒険の旅が始まった。自分

達の策略の邪魔をする人間の少年パスチアン

を亡きものにしようと、ザイ-夕、は非道な手

口を使った。パスチアンに、いくつも願いご

とをさせ、それを叶えるたびに、彼の心から

一つずつ想い出を消してしまうのだ。大切な

想い出すらなくしたパスチアンを、“空っぽ"

が支配しようとしていた一一一。

!til ¥
イギソスきつての特殊効果マン、デレク・メ

デイングス。『スーパーマンJ (78) でアカデミ

ー特殊効果賞を得、 rパットマン」や rOOフ」

シリーズでも知られる。同じく「大地震」

(74) 、『ヒンデンフ‘ルク'.JJ (75) で2度オス力ー

を手にしているマット・アーチストの大御所

アルパート・ウイットロックも、独自のぺイ

ンテイング・テクニックを披露。また、ファ

ルコンやロック・パイターなど、ユニークな

キャラクターの生みの親は、「コナン・ザ・グ

レートJ (82) 、 r レッドソニアJ (85) のスタッ

フをつとめたコーリン・アーサーとジ‘ユーゼ

ッぺ・トルトウラの両名。ア-サーは

r2001 年宇宙の旅.JJ (68) の類人猿のマスク

が有名。イタリア出身のトルトウラは、今回

創作したファルコン一体に、 60通りもの細か

い動きができる仕掛けを施した。これら、一

流のSFXマンたちが、想像を絶するほどの

手闘をかけて、ペーフエクトな特撮シーンを

つくりあげている。

母を亡くした悲しみに今も心を閉ざしたま

まのパスチアン。弱虫の彼は水泳クラブに入

りたくても、飛び込みが恐くて入れない。な

んとかしなくては/パスチアンが“強くなる

本"を求めてコソアンダー古書店に入ると、

どこからか彼に救けを求める悲鳴が聞こえて

きた。それはあの大好きな本“ネパーエンデ

イング・ストーリー"の中の幼ごころの君だっ

た。

こうしてファンタジアの国へ舞い戻ったパ

スチアンは、そこで懐かしい仲間たちと再会

した。空飛ぶラッキー・ドラゴン・ファルコ

ン、岩を食べる巨大なロック・パイターには

かわいい赤ちゃんが生まれていた。そして白

馬に乗った少年勇者アトレーユ。また、マッ

のユニークなロック・パイターには、お父さ

ん似 (7) の息子が生まれていた。ファルコ

ンに対するイービル・ドラゴンのスマーグ、

その他、マッドワーク、ウインドブライド、

インストラメント・スピンスター、三面人な

ど、善玉も悪玉も、個性豊かな楽しいニュー

フェイスが続々登場する。

プロテ‘ユーサーは、第一作に引き続き、西

ドイツのデイータ一・ガイスラ一。彼が監督

として大抜擢したのは、「スノーリバーJ('

82/ ピ)、 rアピ‘工ーターJ (・85/ビ)で情緒溢

れる演出を見せたオーストラリアの若手監督

ジョージ・ミラー。 (rマッドマックス」シソ

ーズの監督とは同名異人。)また、英独語のパ

イリンガルを見込まれて、もとジャーナリス

トのカソン・八ワードが脚本を担当した。

SFX班のメイン・スタッフは、ミラー監

督が「粋を集めた」と自信のほどを語る、そ

の世界の第一人者揃い。視覚効果総指揮には、

THENEXTCHAPTER

原作は西ドイツの作家ミヒャエル・工

ンデの名作。本国では 100万部売りつくし、

24 ヶ国語に翻訳されて全世界で 2000 万以上

の人々 が読み、現在なお愛読され続けて

いる永遠のベストセラーである。日本でも

すでに 70万部を突破した。

今回の「第 2章」は、原作者工ンデの壮大で

深いテーマを豊かな映像で表現しており、より

市 原作のイメージに近づいた作昂に

.iRE なっている。
NEVERENDING

STORYII

あの『ネパーエンデイング・ストーソ -J

から 5年一一。不思議いっぱいのファンタジ

ア王国が、少年勇者アトレーユが、そして空

飛ぶラッキー・ドラゴン・ファルコンが、再

びスクソーンによみがえる。

いじめられっ子の孤独な少年が、古本屋で

手に入れた一冊の皮表紙の本。その中でくり

ひろげられる夢の国ファンタジア存亡をめぐ

るドラマを、 SFX を駆使し、夢と詩情あふ

れるタッチで描いた前作は、原作の母国西ド

イツを始め、世界中の子供たち(のみならす、

大人も)の心を魅了。世界配収一億ドルを超

すスーパーヒットとなった。今回は、前作で

開発した技術を踏台に、さらに高度な SFX

技術を用い、ミラクル・ワールドを、よりフ

ァンタジックに、かつリアルに再現している

のが話題。美しいメルヘンを通し、前作にも

まして大きな人生観、世界観を切り開こうと

している。

不思議な古本“ネパ-エンデイング・スト

ーリ"の読者であり、前作のラストでファ

ンタジア存続に重要な役割を果たした少年パ

スチアンが、今回は、はじめから物語内のド

ラマに介入、向こう側の世界が、 j軍然一体と

なっていく。ファンタジアの勇者アトレーユ

としっかり手を結び、強敵“空っぽ"に立ち

向かつて行くパスチアン。それは、王国のた

めだけでなく、母を失った悲しみを克服する

戦いであり、勇気と夢を回復するための意昧

深い冒険の旅に出たのだ。

読書好きの少年パスチアンには、 13 歳にし

て映画出演 3作自のジョナサン・プランディ

ス。勇者アトレーユには、 14 歳らしい初々 し

さの中にも精惇さを漂わせるケ二一・モリソ

ンが扮している。いずれも、アメリ力中の 400

人の子役の中から選び抜かれた少年ヒーロー

だ。永遠に少女のままのファンタジアの女王

“幼ごころの君"を演じる 12 歳のアレクサンド

ラ・ジョーンズは、まるで本物の妖精のようだ。

顔なし魔女ザイーダを演じているのは、モデ

ル出身のクラリッサ・パート。パスチアンを助

ける大鳥ニンフリーは、西ドイツの映画や T

Vで活躍中のマーチン・ウンパック。

また、ファンタジアの住民たちも、相変わ

らずチャーミンクなキャラクター揃い。フサ

フサの毛並みに赤い瞳、やさしく賢い空飛ぶ

巨龍ファルコンはすでにおなじみ。岩グルメ

-官製ハガキにクイズの答、住所、氏名、年令、臓業を

記入の上〒 104 東京都港区浜松町 1-2-4 ワーナー・ブラ

ザース映画「ファンタシ"アクイズ」係へお送りくたさい。

正解の中から抽選でトラベルパッグ 1 名僚、スノーボー

ド(ピンデインク付)を 10名様、ファルコン

ぬいぐるみを 10名様、ロックパイターぬいぐ

るみを 10名線、ネパーエンデイング・ストー

リー・クツズを 100 名様にお送りします。メ切

は12 月 14 日まで(当日消印有効)。発表は賞昂

の発送をもってかえさせて頂きます。

[時間} 第 1 回砂 10:30 第2回惨 12:30 第3回惨 14:30 第4回砂 16:30 第5回砂 18:30

{入場料] (前売)二ネメイ世芸大 ifnE:221:iilZ1: 大都目 (当日料金別途)
{発売所 1 ・チケットパルテノン(パ Jレテノン多摩 2F) ・チケットセソン永山店{グ υナード家山 3F) ・京王インフォメーシ

ヨン“力インド"Ii蹟縦ヶ E店・多摩センター店・京王サービスセンター橋本・マク.レフ.チケット
セソン{注) ・路予約はできませんので、直績販売窓口におこし下さし、

お問合せ先 fi0423-76-8181 主値財団活人多'市文化慣周財団 〒206 多摩市落合 2-35 宮0423-75-1414

Q この作品のタイトルは ?

ネパーエンディング

ストーリー[第O章]
(数字で 1 文字)

|公開記念;ファンタジア・クイス、~l

パルテノン多摩春休みシネマスペシャル

3/20~お-221)二審2Z


