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パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 

■全国パルコ 企画・イベント情報 

パルコのメールマガジン、「ＰＡＲＣＯメェ～ル」にリニュ～アル！     

 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】 

【渋谷ＰＡＲＣＯ】     『Dr.ミュラー研究所 研究発表会 2009 ～Go Go Livly～』 

【パルコファクトリー】  期間限定ショップ 『ムーミンプレミアムショップ』 

【ロゴスギャラリー】   ・ブランド・アーティストのコラボグッズがいっぱい 

 『ドラミちゃんアラモード』 

・『海の向こうのふる～い絵本』展２００９ 

 

■演劇情報  今注目の劇作家・演出家 前川知大が満を持してＰＡＲＣＯ劇場初進出！ 

「狭き門より入れ」  

 

■音楽情報  ・クラブクアトロ８月の主要企画 

          ・ＰＡＲＣＯプロデュースアーティスト ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ最新情報 

 

■出版関連  ・べにや長谷川商店、初のレシピ集 『べにや長谷川商店の豆料理』 

          ・西真知子、単独デビュー 『花とクレーン』 ８月上旬、発行 

 

■映画関連  『サンシャイン・クリーニング』  絶賛上映中 

 

 

◆本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先◆ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

Tel：03-3477-5781 Fax：03-5489-7481 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 

◆パルコの情報はホームページでもご覧いただけます。 www.parco.co.jp 

 

□本資料はＰＤＦ版をＰＡＲＣＯホームページにも掲載しております。

http://www.parco.co.jp/group/press/eigyo.php 

ＰＡＲＣＯ  

MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２００９．８ 
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■全国パルコ  企画・イベント情報                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

パルコのメルマガ、『ＰＡＲＣＯメェ～ル』にリニューアル 

モバイル会員限定、リニューアル記念キャンペーン開催 
７月１６日（木）より、パルコのメールマガジン（ＰＣ版・モバイル版）が、「ＰＡＲＣＯメェ～ル」としてリニュ

～アルいたします。「ＰＡＲＣＯメェ～ル」の「メェ～」は、シロヤギさんの鳴き声。シロヤギさんが、パルコ

のお得情報・最新情報をお届けします！ 

リニュ～アルを記念して、モバイル会員限定のキャンペーンを実施。さらに、店舗限定のお得な割引クー

ポンなど、情報もさらに充実。この夏は「ＰＡＲＣＯメェ～ル」でさらにお買物をお楽しみ頂けます。 

 

■モバイルＰＡＲＣＯメェ～ル会員限定・キャンペーン概要■ 

①期間中、パルコ各店でお買い上げの先着 300 名様に「ＰＡＲＣＯメェ～ル」ロゴ入りゴールドバー型タ

オルプレゼント  

■7 月 18 日(土)～ ※なくなり次第終了 

②抽選で 100 組 200 名様に「東レ パン・パシフィック・テニス」決勝トーナメントペア招待券プレゼント 

■応募期間：7 月 16 日(木)～8 月 31 日(月) 

③新規ご登録で当たる！抽選で全国毎月 100 名様に 5,000 円分のパルコ商品券プレゼント 

■対象登録期間：8 月 31 日(月)まで 

※すべて、モバイル版ＰＡＲＣＯメェ～ル会員（または新規登録の方）が対象。※「ＰＡＲＣＯメェ～ル」の登録は無料。 

 

□  「ＰＡＲＣＯメェ～ル」についての詳細はこちら⇒http://www.parco-mail.com/  □ 
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■渋谷パルコ INFORMATION                                      

『Dr.ミュラー研究所 研究発表会 2009 ～Go Go Livly～』  
 

■日程：８月２２日（土）～８月３０日（日）   

渋谷パルコは、ソネットエンタテインメント株式会社（サービス名称：

So-net）による育成系コミュニケーションサイト「Livly Island」（リヴリ

ーアイランド）*のユーザー参加型イベント『Dr.ミュラー研究所 研究

発表会 2009～Go Go Livly～』を開催いたします。 

現在女性を中心に約 90 万人の利用登録がある「Livly Island」の魅

力を伝えるとともに、「Livly Island」をテーマとしたユーザーからの作

品の展示を行う参加型イベントで、今年で 6 年目を迎えます。年々

入場者が増加し、昨年の開催では 2 日間で約 4,000 人のファンが来

場しました。 

今回は、ユーザー同士の交流の場として、タイアップカフェ「Livly Smile Cafe」をパート１・１Ｆのカフェ「モ

フ」に同時オープンします。 

*「Livly Island」（リヴリーアイランド） http://www.livly.com/ 

Web ブラウザ上で 「リヴリー」と呼ばれるペットを育成するサービス。他のユーザーの島にお出かけしたり、「リヴリー」を

介してチャットを楽しめたりするオンライン型コミュニケーションサイトで、無料で利用できます。 

 

１．「研究発表会 2009～Go Go Livly～」  ■会場：PART1・6 階 パルコファクトリー 

1) 「Livly Island」をモチーフにしたユーザーからの作品を展示 

ユーザーから応募いただいた作品の中から選ばれた優秀作品を展示します。自由な発想で生まれた素

晴らしい作品の数々をお楽しみいただけます。 

2) 「Livly Island」キャラクターグッズ販売コーナー 

ぬいぐるみ、ステーショナリー、トランシロンカードなどのオリジナルグッズを販売します。 

（一部内容に変更が生じる場合があります。変更の際には「研究発表会 2009 公式サイト」などで告知します） 

 

２．Livly タイアップカフェ「Livly Smile Cafe」  ■会場：PART1・1 階 moph 

店内の装飾やオリジナルメニューで Livly の世界を体感していただくとともに、ユーザー同士が交流できる場となります。 

 

なお、『Dr.ミュラー研究所 研究発表会 2009 ～Go Go Livly～』は、ユーザーからの作品を募集しており

ます。応募概要などに関しては、「研究発表会 2009 公式サイト」 

 （http://www.livly.com/promo/event2009/）をご参照ください。 

■問い合わせ先 https://www.livly.com/form/index.php 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】                               

期間限定ショップ ｢ムーミンプレミアムショップ｣ 
フィンランド生まれの人気キャラクター｢ムーミン｣の期 

間限定スペシャルショップが登場！今年は日本とフィン 

ランドの修交 90 周年に当たり、それを記念して、ムーミ 

ンのさまざまなイベントが各地で開催され、まさにムー 

ミン・ イヤーとも言える年。また 8 月 9 日は、ムーミン 

の作者トーベ・ヤンソンの誕生日にちなんだ「ムーミン 

の日」。この記念すべき日を挟んでパルコファクトリーで 

は、「ムーミンプレミアムショップ」を開催します。原画の雰囲気を生かしたステーショナリーやマグカップ、キッ

チングッズなど多数アイテムが大集合。ムーミンたちの愛らしい表情と、北欧らしい色遣いが魅力です。 

■タイトル：  「ムーミンプレミアムショップ」 

■会  期：  2009 年 7 月 31 日（金）～8 月 16 日（日） 10:00～21:00 

■内  容：  ・ぬいぐるみ、マグカップ、ステーショナリー、アートタイル等（写真）の販売 

 

 
 
 

■ ８／１より シネクイント 3 週間限定モーニングショー！ ■ 

『劇場版 ムーミン パペット・アニメーション  

～ムーミン谷の夏まつり～』 Moomin and Midsummer Madness 
 

大洪水で離ればなれになってしまったムーミン一家と仲間たちの 

夏の日の大冒険。 北欧らしい豊かな色彩と、キャラクターたちの 

ふわふわしたユニークな質感が魅力のとても愛らしいこのパペット 

・アニメーションは、原作者トーベ・ヤンソンの大のお気に入り。そ 

して彼自身が監修に携わった貴重な作品でもあります。2003 年 

に当館で大ヒットを記録し、数々の伝説を作った『ムーミン パペッ 

ト・アニメーション』が、最新技術によるクリアで美しい映像と、再 

編集したストーリーとともにリニューアルし帰ってきます。 

■8 月 1 日(土)～21 日(金)モーニングショー10:00・１回上映 

 

 

 

 

 

■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                               

監督：マリア・リンドバーグ 助監督：イーヴォ・バリック  

プロデューサー：トム・カーペラン 脚本：ミーナ・カーヴォネン＆イーヴォ・バリック 

配給：アスミック・エース  DLP 上映  2008 年/フィンランド/84 分/カラー 

（C）Oy Filmkompaniet / Filmoteka Narodowa / Jupiter-Film /  

Moomin Characters TM 

パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3477-5873 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 高橋（taka-ken@parco.jp） 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

■シネクイント（渋谷パルコ・パート 3 8F）上映スケジュールに関するお問い合わせ TEL:03-3477-5905
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                                

ブランド・アーティストのここだけのコラボグッズがいっぱい！ 

ドラミちゃんアラモード 
■企画日程：８月１４日(金)～２６日(水) 

国民的人気作品である「ドラえもん」。今回の企画はドラえもん 

の妹｢ドラミちゃん｣にスポットを当てました。“チェックのポケット” 

“赤いリボン”、“お花のしっぽ”とオシャレでファッションにぴったり 

なキャラクターです。渋谷パルコは「ドラえもん」のテレビ放映３０ 

周年記念して、渋谷パルコに店舗を構える人気ショップがそれ 

ぞれのブランドテイスト、視点で「ドラミちゃん」を表現した限定 

商品の販売・展示企画を展開いたします。ＰＡＲＴ１・Ｂ１Ｆロゴス 

ギャラリーでは、各ブランド・アーティストのここだけのコラボグッ 

ズ・限定商品を集めたイベントショップを開催します。 

 

 

＃１： 参加各ショップにて開催     

今回の「ドラミちゃんアラモード」企画ために各ブランドで開発された商品を、 

渋谷パルコの参加各ショップの店頭で販売いたします。 

<参加ブランド（予定）>  

ＬＩＶＥ ｂｙ Ｑ･（パート１・２F） / カミシマチナミ イエロー（パート１・4Ｆ） /  

179ＷＧ（パート 3・2Ｆ） /ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞﾗﾌﾞ（パート３・３Ｆ） / goocy（パート１・２Ｆ） / 

ｈｔｍｌ（パート１・５Ｆ） / モニコト  他 

 

＃２： ブランド・アーティストのここだけのコラボグッズいっぱい！  

■会場：ロゴスギャラリー 

<限定商品開発案の例> ＊デザインは一部変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

    

  

      

   

     

ＬＩＶＥ ｂｙ Q♥ 
バッグ 

 

カミシマチナミ イエロー 

 

 

 

ワールドワイドラブ 

バッグ 

 

©藤子プロ･小学館･テレビ朝日･シンエイ･ADK 
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「海の向こうのふる～い絵本」展２００９ 

～ヴィンテージ絵本の魅力～  特別展：レナード・ワイスガードの絵本原画 

７月３１日（金）～８月１２日（水） ※最終日は 5:00PM で閉場 入場無料 

昨年に引き続き、ふる～い時代の海の向こうの 

異国から届けられた絵本の展覧会（展示販売）を 

行います。 

時代を遡ること 50 年余り、子どもの未来のため、 

たくさんの絵本作家が力を尽くして作った 1930 年 

代以降の絵本たち。今では絶版になり時代に忘れ 

られてしまった作品や有名作家の作品など、貴重 

な絵本をご紹介いたします。 

 いまのようなテカテカした良質の紙ではなく、ざっ 

くりとした荒っぽい紙にボテッとしたインキ。だからこそ、現代の印刷では出せない一体化した紙とインキ

の効果が最大限発揮されています。オリジナルを見ているような贅沢な気分にさせてくれるのが、この

頃の絵本です。 

その他、ヴィンテージポスターや、1 冊 1,050 円均一の絵本 

もご用意します。また、特別展示として、マーガレット・ワイズ・ 

ブラウンと多くの絵本を残しているレナード・ワイスガードの 

絵本原画約 20 点を展示いたします。（日本では谷川俊太郎 

さん、内田也哉子さんなどが翻訳されています） 原画が持 

つ質感、筆跡など貴重な作品を是非ご覧下さい。  

 

 

 

展示販売内容 

●1930～70 年代のアメリカのものを中心としたヴィンテージ絵本 約 1000 点 

●ヴィンテージポスターコーナー／1 冊 1,050 円均一絵本コーナー 

●絵本作家レナード・ワイスガードの絵本原画約 20 点（展示のみ） 

レナード・ワイスガード Leonard Weisgard 

1916 年、コネティカット州生まれ。1947 年「ちいさな島」でコルデコット賞受賞。マーガレット・ワイズ・ブラ

ウンと多くの共著を残している。2000 年没。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3496-1287 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当：江本 E-mail:emo-tae@parco.jp 

ターシャ・テューダー 

ビアトリクス・ポター モーリス・センダック
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■演劇情報                                                      

 

◇パルコ劇場◇ PARCO PRESENTS 「狭き門より入れ」 
今注目の劇作家・演出家 前川知大が満を持して PARCO 劇場初進出！ 

歌舞伎・演劇・映像と各世界で活躍するキャストが結集！！ 
 

劇団『イキウメ』に活動の拠点を置く「前川知大 

(マエカワトモヒロ)」。その作風はオカルトや SF 

を描きながらも、理屈や論理がらみではなく、 

笑いやときにはギャグもどきが飛び交い、全く 

のオリジナル作品でありながらフィクションの 

構築力に隙はなく、行間には詩情が匂い立ち 

ます。 

ワールドワイドな世界観を持ちながら、その観 

念を表現するためにあえて私たちの身近な 

世界を選びいつの間にか前川の小宇宙に取り 

込んでしまう…その独特の表現は最近ますま 

す磨きがかかり、演劇界のみならず小説界、漫画の原作依頼などその活躍はとどまるところありません。 

この前川の才能をいち早く見抜いていたのが、今回主演となる佐々木蔵之介。佐々木は自身のユニ

ットである「TEAM申」に2007年、前川を作・演出で迎え仲村トオルとの二人芝居『抜け穴の会議室』を上

演しました。前川はここでも前世と現世という二つの宇宙を題材に癒しと感動の物語を紡ぎ上げました。

ここでの高い評価を経て、2008 年に作・演出の『表と裏と、その向こう』で第 16 回読売演劇大賞優秀作

品賞、『表と裏と、その向こう』『図書館的人生 Vol.2 盾と矛』で同演劇賞優秀演出家賞を受賞しました。   

そして佐々木とともに、この壮大な世界を体現するために選ばれたのは、異色の組み合わせとも言え

ます。歌舞伎界から、市川亀治郎、今回の出演は彼の佐々木とぜひ共演したいという熱い要望から実現

し、今回が初の現代劇出演となります。演劇界からは浅野和之、手塚とおる、有川マコトという演技巧者

が前川の才能に惚れ込み出演を快諾してくれました。更に『ROOKIES』等で映像界ではすでに活躍中の

中尾明慶が若手注目株として参加します。 
 

【公演日程】8 月 17 日（月）～9 月 6 日（日）  【料金】7,500 円（全席指定・税込）※前売チケット完売 
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◇ル テアトル銀座◇ パルコ・プロデュース公演 「斎藤幸子」 
素敵な街の、素敵な時代の、素敵な物語。 ちょっぴり勇気が出るハートフルコメディ。 
 

『魔法の万年筆』(2007 年)に続き、パルコ・プロデュースによる作家： 

鈴木聡作品第 5 弾！『魔法の万年筆』の出演で、鈴木聡と意気投合 

した河原雅彦の演出で上演！読売演劇大賞受賞のセンスにあふれ 

たエンタテイメント作品では卓越した手腕を発揮する河原雅彦により、 

鈴木作品がどのようにさらに磨きをかけるのか！？２００１年、鈴木聡 

主宰の劇団、ラッパ屋で上演された『斎藤幸子』は、東京・月島にある 

“もんじゃ焼き屋”の娘で、最悪な画数の名を持つヒロイン（斉藤由貴 

演ずる）『斎藤幸子』の波乱の１２年間の物語。ガッツにあふれてはい 

るが、勘違い甚だしい幸子！その幸子を取り巻くハラハラ・ドキドキの 

人間模様！ネットや携帯電話ではなく、人間同士が向き合ったコミュ 

ニケーションがかろうじて存在している下町で、決して“成功”したとは 

言えない人生を必死に生きる、幸子を取り巻く“カッコ悪い”人間たち。 

幸子の人生からも、彼らの人生からも、我々がいつの間にかどこかに置き忘れてしまった大切なものを

思いだすことができるのです。“普通であること、普通に生きること”の難しさと大切さをしみじみと感じて

いただける作品です。そして、ちょっぴり“心温まり”、そして、ちょっぴり“勇気”が湧き上がってくる物語・

コメディです。 

主演の斉藤由貴に加え、ベテランの きたろう、初舞台となる人気落語家 柳家喬太郎。そして、人気

劇団からの個性あふれる俳優人が結集して、この夏の銀座に笑いの渦を巻き起こす！ 

 

【公演日程】8 月 14 日（金）～8 月 30 日（日） 

【料金】7,000 円（全席指定・税込）グッドプライスデー（平日夜公演 6,000 円） 絶賛発売中  

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先   http://www.parco-play.com/ 

 パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１・９Ｆ） TEL:03-3477-5858 

パルコ エンタテインメント事業局 劇場営業担当 TEL:03-3477-5857 
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■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ ８月の主な企画                                     

 

the pillows 

guest: THE COLLECTORS 

■8 月 7 日（金）広島 

今年で結成20周年を迎え、音楽的にもセールス的にも進化を続ける“モンスター・バンド”、the pillows。

9 月には初となる武道館公演も控えた彼らが、GLAY、チャットモンチー、The Birthday など各地 2 マン形

式でゲストを招いた対バン・ツアーを開催。広島公演はモッズ界の重鎮、THE COLLECTORS が登場。 

 

 

菊地成孔 DUB SEXTET 

■8 月 8 日（土）心斎橋、8 月 9 日（日）名古屋   

アバンギャルド・ジャズからクラブシーンを熱狂させるダンス 

・ミュージックまでをカバーするサックス奏者/音楽家であり、 

文筆家、音楽講師としても活躍する現代の鬼才、菊地成孔。 

激しいインプロビゼーションをライブ・エフェクトとオーダー 

メイド・スーツで制御する 6 人組“DUB SEXTET”名義での 

夏のツアーが決定。 

 

 

THE COLLECTORS 

■8 月 23 日（日） 渋谷 

1980 年代後半のネオ・モッズ・ムーブメント以来、日本のモッズ･シーンを牽引し続け、ミュージシャンの

シンパも多い兄貴分的存在のバンド。デビュー20周年を超えてますます精力的な彼等の、5ヶ月連続渋

谷クアトロ・マンスリー・ライブのファイナル。 

 

 

FLOWER TRAVELLIN’ BAND 

■8 月 26 日（水）心斎橋 

70 年代初頭の“ニュー・ロック”時代に、海外シーンの 

先端と完全同期していた伝説的バンド。昨年 35 年ぶり 

の奇跡の復活を遂げ、FUJI ROCK 出演を皮切りに全国 

ツアーを敢行、現在進行形の怒濤のパフォーマンスで 

音楽関係者に衝撃を与えた。今夏、Rising Sun Rock 

Fes 出演を機に再びツアーを敢行。 
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KEN YOKOYAMA 

guest: GOOD 4 NOTHING 

■8 月 27 日（木）心斎橋 

91 年に Hi-standerd を結成。“PIZZA OF DEATH”レーベルのオーナーとして、日本のメロディック・パンク

の中心的存在となってシーンを牽引。00 年の Hi-standard は活動停止後も、ソロ･アーティストとしてキッ

ズの熱い信頼を集め続けている。夏フェス出演の合間を縫っての心斎橋クアトロ公演を実施。 

 

 

Angel Witch <エンジェル・ウィッチ> 

■8 月 29 日（土）渋谷 

1977 年にロンドンで結成。当時勃興した NWOBHM（ニュー・ウェイヴ・オヴ・ブリティッシュ・へヴィ・メタ

ル）ムーヴメントの代表的バンドとして活躍し、悪魔主義的な世界観で現在もカルトな人気を誇る伝説の

バンド。NWOBHM30 周年を記念して、東京で１日限りの初来日公演が決定。 

 

■■■■■  ＰＡＲＣＯ マネージメント・アーティスト情報  ■■■■■ 

各界クリエーターから最注目の新人バンド  

ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ 

8/19（水） ファースト・アルバム 

『らしさのありか』リリース！ 

UNIVERSAL MUSIC/UNIVERSAL J  UPCH-1730 

7 曲入り \2,000（税込） 

04 年に横浜で結成。今年 1 月に 2000 枚限定のシングル「不器用な情景」をリリースし即完売。4 月にメ

ジャー・デビュー・シングル「koi」、7 月にセカンド･シングル「ame～RAIN SONG」を発表。エバーグリーン

なメロディと歌の世界で“和製シガーロス”、“未来の Coldplay”とも称され、各方面から注目を集める

J-POP 界の超新星。今夏は、ROCK IN JAPAN FES.、SUMMER SONIC、RUSH BALL と夏フェス出演も決

定している。 
 

■ＢＡＮＤ ＰＲＯＦＩＬＥ■ 和製シガーロス、未来の Coldplay とも言われる美しく天高く昇るその音楽は、エバーグリーン

なメロディと歌の世界でロックを新たなものへと昇華させる。09 年 1 月にシングル『不器用な情景』／『呼吸』をリリース。

TSUTAYA 限定盤ながらオリコン・インディーズチャート７位、TSUTAYA 渋谷店 J-POP シングルチャート３位にランクインす

るなど、目覚ましいチャートアクションを見せている。 

 

 

 

 

 

■公演に関するお問い合わせは下記まで http://www.club-quattro.com/ 

パルコ エンタテインメント事業局 音楽担当 TEL:03-3477-5831 

□渋谷クラブクアトロ TEL:03-3477-8750 □名古屋クラブクアトロ TEL:052-264-8211 

□心斎橋クラブクアトロ TEL:06-6281-8181 □広島クラブクアトロ TEL：082-542-2280 

※渋谷クラブクアトロは 7 月 26 日（日）～8 月 22 日（土）で客席一部改装工事を実施。 
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■パルコ出版の新刊情報                                                     

 

「べにや長谷川商店」が満を持して贈る 

初のレシピ集 

『べにや長谷川商店の豆料理』         
 

著・べにや長谷川商店 ７月下旬発行 

定価 1,680 円（税込） 

仕様：Ｂ６版正寸・160 ページ 

 

北海道で古くから地豆(在来種)のエキスパートとして知られる 

「べにや長谷川商店」が満を持して贈る初のレシピ集。マクロビ食 

として、メタボリック予防食として、今大注目の豆料理。ヘルシー 

で、簡単に作れて、なんといってもオイシイ！難しく思われがち 

だった豆をもっとおいしく楽しむためのヒントが満載です。 

 

 

 

ポラロイド写真専門カメラマン 

西 真智子、単独デビュー 

『花とクレーン』         
 

著・西真智子  ８月上旬発行 

予価 1,260 円（税込） 

仕様：156×108 ミリ 

上製本 80 ページ オールカラー 

 

昨年「ぼくらは簡単なことばで出来ている 旅する柴犬まめのポラ 

ロイド写真詩集」で、好評を博した若干 24 才のポラロイド写真 

専門カメラマン、西 真智子が単独デビュー！ 

花とクレーンを中心に「空に向かうもの」をテーマに編んだ、手の 

ひらサイズの愛らしく愛おしいミニ写真集です。 

 

 

 

 

 
■当社出版物に関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 

パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

 

『サンシャイン･クリーニング 』  
『リトル･ミス･サンシャイン』のプロデュースチーム再び！絶賛上映中！ 
 

がけっぷちの姉妹が見つけた仕事は…事件現場の 

ハウスクリーニング!? 

切なさと爽快感がブレンドされ、晴れやかな気持ち 

になる、今夏最高のヒューマン･ドラマが豪華キャスト 

でいよいよ登場！ 

監督： クリスティン･ジェフズ脚本： メーガン･ホリー 

出演： エイミー･アダムス 『魔法にかけられて』 

エミリー･ブラント 『プラダを着た悪魔』 

アラン･アーキン 『リトル･ミス･サンシャイン』 

メアリー･リン･ライズカブ 『24 Twenty Four』 

 ほか  

原題： Sunshine Cleaning  
©2008 Big Beach LLC.ALL RIGHTS RESERVED.  

DISTRIBUTED BY PHANTOM FILM 

 

■シネクイント上映スケジュールに関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 

シネクイント（渋谷パルコ・パート 3 8F） TEL:03-3477-5905 

パルコ エンタテインメント事業局 映像担当 TEL:03-3477-8911 


