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福岡パルコ カルチャー＆エンターテインメント 

ラインナップ決定！ 

 

  

 

福岡パルコでは、パルコの強みのひとつであるカルチャー＆エンターテインメントコンテンツを   

積極的にご紹介していきます。 

 

東京発信の情報から、福岡のアーティストとの企画まで、様々な展覧会・イベントなどを開催し、    

ショッピングだけではない、来店する楽しさを演出してまいります。 

  

パルコ劇場、シネクイント、クラブクアトロなどのパルコが持つプロデュース機能を活用して、年間を

通じて、映画試写会、パルコプロデュースの演劇、パルコがマネージメントするアーティストの音楽   

イベントなどを実施し、「コト」消費の面からより多くの方々にパルコのファンになっていただける様、  

努力してまいります。 

 

 

 

■アート情報   「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」オープン 

■映画情報    宮﨑あおい主演「ソラニン」試写会ご招待 

■演劇情報    森山未來主演 カフカ「変身」 

■MORE INFORMATION・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社パルコ 営業企画部 小野    ono-jun@parco.jp  TEL 03-3477-5781 

福岡準備室 清水 simi-yosi@parco.jp  TEL 03-3477-8764 
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■ アート情報                                                 

 

情報発信スペース「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」（パルコファクトリー）登場！ 
福岡パルコ８階に、アート・デザインからカルチャー・ファッションまで、幅広いジャンルの多彩なラインナップで

情報発信をしていくスペース「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」がオープンいたします。 

 

 

 

とは・・・ 

幅広いジャンルにわたって企画を展開し、成功をおさめてきた渋谷パルコの「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」。   

そこは、『パルコの新しいモノ・コトを生み出す場所』というコンセプトのもと、「展示する」「鑑賞する」だけ

ではない、企画が生まれる現場を見せる空間を目指しています。 

 

 

 

「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」が福岡で担う役割 

福岡パルコのＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹは、集客・動員につながる情報発信源としてお客様の来街を

促し、パルコ文化の発信拠点となります。また、福岡パルコの核として、全館企画の趣旨を象徴する

イベントも開催していきます。 

 

「ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ」もうひとつの役割 

福岡の皆様とご一緒に天神を盛り上げていくスペースとしても運営いたします。お貸出しルールに 

つきましては、近日福岡パルコファクトリーのホームページにてお知らせいたします。 

※企画はメール、郵送のみお受付いたします。 

※一般のお客様からのお電話でのお問合せは、受付できませんので、ご了承ください。 

 

 

＜ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ 施設概要＞ 

名称 ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ（パルコファクトリー） 

所在地 福岡市中央区天神 2 丁目 11－1 福岡パルコ ８階 

開館日 2010 年 3 月 19 日（金） 

施設面積  150 ㎡（概算） 

営業時間 10：00～20：30（入場は 20：00 まで） ※企画により異なります。 

定休日 不定休 

オフィシャルサイト www.parco-fukuoka.com（PC / mobile） 
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福岡パルコ ＰＡＲＣＯ ＦＡＣＴＯＲＹ オープニング・ラインナップ 

 

ＶＯＬ１． ＭＡＳＡＲＵ ＯＺＡＫＩ×ＶＪ ＭＡＳＡＲＵ  

“モーション+デザイン+マジック”展 

■会期：3 月 19 日（金）～3 月 30 日（火） 

       ※別紙 

                            

ＶＯＬ２． 福岡パルコ開店記念 

Ｃａｒｅ ＢｅａｒｓTM Ｐｒｅｍｉｕｍ ｓｈｏｐ ＆ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｅｖｅｎｔ（仮タイトル） 

■会期：4 月 3 日（土）～4 月 25 日（日） 

       ※別紙 

 

ＶＯＬ３． 日本を代表するロックミュージシャン 忌野清志郎デビュー４０周年記念 

 個展 忌野清志郎の世界 

■会期：4 月 29 日（木）～5 月 23 日（日） 

 

 

 

 

 

 

ＶＯＬ４． 福岡パルコ開店記念 

ビートたけし×所ジョージ 全日本選抜 国際ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

 青マネキネコ祭り in 福岡パルコ 

■会期：5 月 27 日（木）～6 月 20 日（日） 
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＜福岡パルコ オープニング第1弾＞ 

世界が注目する気鋭のアーティスト・MASARU OZAKIの最新展覧会 

MASARU OZAKI × VJ MASARU 
“ モーション + デザイン + マジック ” 展 

 

オープニング第1弾展覧会として、世界が注目する気鋭のアーティストMASARU OZAKIによる  

「モーション+デザイン+マジック」をキーワードにした最新作を展示します。立体物である実在の建物や

造形物に、ぴったり合わせた映像をリアルタイムに投影し、空間そのものを変化させてしまう      

プロジェクションマッピングアート。MASARU OZAKIはその第一人者であり、日本を代表する映像  

演出家でもあります。 

 この展示では、彼が造形物のデザインから取り組み、その形から逆算したアニメーションを制作して

います。VJ MASARUが放つライヴ感溢れる映像が、平面のスクリーンから立体に変容する字空間を、

実際に体験してください。 

 

■会期：3月19日（金）～3月30日（火） 

■会期中無休 10：00～20：30（最終日のみ18：00まで） 

■主催：パルコ 企画+制作：TooR inc. 

 

＜MASARU OZAKI プロフィール＞ 

ステージやライヴで音に合わせて映像をリアルタイムに操る、パフォーミングアートのパイオニア的存在であり、   

日本を代表する映像演出家。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©MASARU OZAKI (TooR inc.) 
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福岡パルコ開店記念 

Care BearsTM  Premium shop ＆ Special Event（仮タイトル） 
 

 大人気のケアベアに「日本」をテーマにした新しいベアが仲間入り！初公開となる“スウィートサクラ

ベア”の原画をはじめ、ケアベアの歴史や、アニメセル画、ヴィンテージ商品、開発者のインタビュー 

など盛りだくさんの展示となっています。また、人気ブランドとのタイアップによる限定商品から、   

ぬいぐるみ、Tシャツ、雑貨まで様々な日本オフィシャル商品の販売もいたします。その他、着ぐるみや

タレントを招いてのイベントも開催予定です。 

 

■会期：4月3日（土）～4月25日（日） 

■会期中無休 10：00～20：30（最終日のみ18：00まで） 

■主催：パルコ/マインドワークス・エンタテインメント 

 

＜Care BearsTM Story＞ 

1982年11月に、グリーティングカード会社アメリカングリーティング社がグリーティングカードのキャラクターとして  

発表したケアベア。独特な世界観と愛らしい姿に、ぬいぐるみが大ヒット。アニメ化などが相次ぎ、27年以上愛され  

続けているキャラクター。 
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■ 映画情報                                                 

福岡パルコオープン記念 

宮﨑あおい主演 

「ソラニン」特別試写会 ご招待 

  

パルコが製作に参加しております、宮﨑あおい主演映画「ソラニン」の特別試写会に、KBC様と合同

で100組200名様をご招待いたします。 

 

日時：2010 年 3 月 25 日（木） 開場 18：30 開映 19：00 

会場：ホークスタウン ユナイテッドシネマ福岡 

応募方法：KBC にて郵送はがき・WEB による応募受付 

受付期間：【郵送】3 月 15 日（月）着有効 【WEB】3 月 1 日（月）～3 月 15 日（月） 

※詳細は KBC、福岡パルコホームページにてご確認ください 

KBC       http://latte.kbc.co.jp/pc/page/movielist 

福岡パルコ  http://www.parco-fukuoka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原作：浅野いにお「ソラニン」（小学館ヤングサンデーコミックス） 監督：三木孝浩（初監督作品） 脚本：高橋泉 『ある朝スウプは』 
出演：宮﨑あおい 高良健吾 桐谷健太 近藤洋一（サンボマスター） 伊藤歩 
製作：「ソラニン」製作委員会 企画：アスミック・エース エンタテインメント、ＩＭＪエンタテインメント 
制作：ＩＭＪエンタテインメント 配給：アスミック・エース  
©浅野いにお・小学館／「ソラニン」製作委員会／写真：太田好治 
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■ 演劇情報                                                

福岡パルコオープン記念 

カフカ「変身」 

カフカの名作『変身』に、世界の鬼才スティーブン・バーコフが再び挑む！ 

森山未來主演、パルコプロデュース公演 

 

「ある朝、不安な夢から目覚めると、グレゴール・ザムザは自分がベッドのなかで大きな虫に変わって

いるのに気がついた」 

この名文から始まるフランツ・カフカの『変身』が、舞台に甦る！ 

虫に変身してしまう青年グレゴールに森山未來を迎え、不条理な運命に翻弄されながらも現実と戦っ

ていく様を、高い身体能力を使いあますところなく表現していきます。 

 

■日時：4 月 6 日（火） 開場 18：30 開演 19：30 

■会場：福岡市民会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＰＡＲＣＯカード＞会員様もしくはご入会 

いただいた方の中から抽選で、 

20 組 40 名様をご招待いたします。 

※詳細は次ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原作：カフカ 

出演：森山未來 穂のか 福井貴一 丸尾丸一郎 久世星佳 永島敏行 

料金：S 席 7,500 円/A 席 6,000 円/B 席 4,500 円（全席指定・税込） 

学生券 3,000 円（当日座席指定・引換時学生証要） 

主催：ピクニック 企画制作：株式会社パルコ 
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＜ＰＡＲＣＯカード＞でエンターテインメントをお得に体感！  

国内・海外加盟店で幅広くご利用いただけ、ポイントに有効期限のない    

《セゾン》永久不滅ポイントが貯まるおトクなクレジットカード＜ＰＡＲＣＯカード

＞にご入会いただけますと、パルコのエンターテインメントがお得にお楽しみ   

いただけます。 

 

ご入会していただいた方には、３月１９日（金）のグランドオープンに先駆けて

福岡パルコを体感していただける、プレオープンへのご招待や、話題の舞台 

公演への抽選によるご招待、ご優待券プレゼントなど、様々な特典を ご用意 

しております。 

プレオープン・グランドオープンには、＜ＰＡＲＣＯカード＞でのお買い物が１０％ＯＦＦでお楽しみいただけるなど、お得な

企画もご用意しておりますので、この機会をお見逃し無く、＜ＰＡＲＣＯカード＞にご入会下さい！ 

 

ご入会のお申し込みは、モバイル・パソコンのオンラインと、西鉄福岡（天神）駅北口コンコースのイベントスペース   

「ときめきひろば」入会受付特設カウンターで受付を行っております。 

※特設カウンター受付時間：１１時－１９時 ※ＰＣ・携帯ＵＲＬ：www.parco-fukuoka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他、福岡パルコだけのお得な企画・サービス  

【ご入会特典】 ３月１９日（金）のグランドオープンに先駆け、３月１７日（水）のプレオープンにご招待！ 

          いち早く福岡パルコをご体感していただけます！ 

           ※既にＰＡＲＣＯカードをお持ちで、福岡県在住（２月中旬時点）の方にも招待状をお送りいたします。 

【  特典１ 】 ３月１７日(水)のプレオープンから３月２２日(月・祝)まで、福岡パルコでのお買い物が１０％ＯＦＦ！ 

【  特典２ 】 通常、パルコ又はパルコのオンラインモール「ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ」での年間２０万円以上お買上げで 

         クラスＳ会員へランクアップのところ、福岡パルコでの２０１１年２月２８日（月）までのご利用に限り、 

         通常の半分１０万円以上お買い上げでクラスＳにランクアップ！ 

           ※クラスＳ会員の特典については、後記通常サービスのご説明をご覧下さい。 

●通常のご入会および会員サービス  

【ご入会特典】 ご入会いただきますと、パルコで使える優待券を合計１，０００円分プレゼント 

           ※お手続き時に５００円分、カード郵送時に５００円分のお渡しとなります。  

           ※オンライン入会の場合、ご入会時期によりサービスが異なる場合がございます。 

【  特典１ 】 入会金、年会費無料 

           ※＜ＰＡＲＣＯカードアメリカン・エキスプレス・カード＞のみ年会費３，１５０円（税込）が必要 

【  特典２ 】 発行後約一ヶ月間及び年間数回開催されるキャンペーン期間中、パルコでのお買い物が５％ＯＦＦ 

【  特典３ 】 クラスＳ会員にランクアップすると、パルコ又はパルコのオンラインモール「ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ」での 

          お買い物がいつでも５％ＯＦＦ 

           ※クラスＳ会員…パルコで年間２０万円以上ご利用いただいた特別な会員様 

【  特典４ 】ポイントを貯めて素敵なアイテムをゲット！《セゾン》永久不滅ポイント 

           ※アイテム例：４００ポイント（４０万円お買い上げ相当）で２，０００円分のパルコ商品券 

●＜ＰＡＲＣＯカード＞会員様のエンターテインメント特典  

【 特典１ 】森山未來主演カフカの「変身」に、抽選で２０組４０名様をご招待 

既に＜ＰＡＲＣＯカード＞をお持ちのお客様、もしくはご入会いただいた方の中から 

抽選で２０組４０名様をご招待いたします。 

受付方法：福岡パルコのホームページより応募受付 www.parco-fukuoka.com 

受付期間：２月１８日（木）～３月７日（日） 

【 特典２ 】「８Ｆパルコファクトリー」のイベントをお得にお楽しみいただけます。 

＜ＰＡＲＣＯカード＞のご提示で入場料が半額ご優待 

＜ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ＞メンバーズは入場料無料  

※一部企画では優待が受けられない場合もございます。 

※オープニング記念といたしまして、２０１０年８月末まで、＜PARCOカード＞を 

ご提示いただきますと、入場料が無料になります。 
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■ ＭＯＲＥ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ                                                     

福岡アジアコレクション ＰＡＲＣＯシンデレラガールコンテストに約 400 名の応募がありました！ 
  

２００９年の春に第一回が開催された、九州最大級のファッションイベント「福岡アジアコレクション」とパルコが     

コラボレーションした、福岡から新たなスターの誕生を目指す「ＰＡＲＣＯシンデレラガールコンテスト」は、１月３１日

（日）にて国内の募集を締め切り、結果、400 名もの将来のスターを目指す国内の女性からご応募をいただきました。 

韓国からの応募は、2 月 14 日締め切りで継続募集中です。 

国内からのご応募については現在書類審査中で、最終的には 3／21「福岡アジアコレクション」のステージ上で、   

グランプリ・準グランプリが決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＰＡＲＣＯみんなの宣伝部 ＴＶＣＭ撮影 始動！ 

今回のオープンにあたり、各界で活躍する福岡のキーパーソンの皆さまに、

「ＰＡＲＣＯみんなの宣伝部」としてＰＡＲＣＯの宣伝活動にご協力いただいて

おりますが、オープンのＴＶＣＭではそんな｢みんなの宣伝部｣の悪戦苦闘ぶり

をコミカルなストーリーでお茶の間にお届けします。 

監督は、「カンヌ国際広告賞」金賞受賞の江口カン氏。切れ味の鋭い演出と、

あっと驚くゲストの友情出演など、みどころいっぱいの連続ドラマ仕立てのＴＶ

ＣＭは、ただいま好調制作進行中です。乞うご期待。 

 

 

クリエイターには福岡在住で、ＴＶＣＭを中心に、エンタテインメント性 

の高い映像や演劇を数多く演出するディレクター、 

江口カン氏を起用。 

 


