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パルコのトピックスをご紹介いたします。 

 

■ 全国パルコのご案内  

・渋谷パルコに iPad が使用できるカフェが登場 

・ＰＡＲＣＯ×ホリプロ スカウトキャラバン 地方予選スタート！ 

■ 音楽情報  クラブクアトロ 7 月の主なラインナップ 

■ 演劇情報  パルコ劇場他 7 月の主なラインナップ 

■ 映画情報  シネクイントロードショー 『告白』 

■ 出版情報  パルコ出版 『キャラを貼るのだ～赤塚不二夫シールブック』 

 

 

 

 

 

                
 

◆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 営業企画部 小野 ono-jun@parco.jp 

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 

２０１０．７ 
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MONTHLY INFORMATION 

 
 
 
 
 

渋谷パルコ PART1・1F のカフェ「moph」が、6 月 25 日（金）にオープンした水着売場“水着アイランド”と連動し、 

『水着アイランドカフェ』に変身しています。水着の実需期を迎えるにあたり、店内では 7 月 3 日（土）より話題の

「iPad」を使用してパルコのおすすめ水着情報を得ることができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

■渋谷パルコの水着が検索できる『iPad』が登場します。 

水着アイランドカフェに、渋谷パルコ内の水着が「柄別」「ブランド別」で検索できる『iPad』を設置いたします。 

（※7 月 3 日（土）～予定） 

今回渋谷パルコにて初導入する『iPad』は３つのテーブルに設置され、飲食などを楽しみながらお客様が自由に 

ご利用できます。パルコおすすめ水着の詳細情報や取り扱いショップが確認できるほか、iPad 内のゲームに参加して

当選すると、渋谷パルコ PART3・6F にオープンしている水着売場“水着アイランド”内のショップにてプレゼントがもら

える仕組みとなっています。カフェ、iPad、水着売場が連動し、水着キャンペーンを盛り上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初導入！ 

「iPad」で水着を選べる、期間限定カフェが登場！ 
★渋谷パルコに、エリア最大級の水着売場がオープンしました 

 
指でタップすると、 

詳細が表示されます。

 

店名：水着アイランドカフェ 

会期：6 月 25 日（金）～7 月 19 日（月祝） 

場所：渋谷パルコ PART1・1F moph（カフェ） 

（※写真は水着アイランドカフェの外観です→）

画面イメージ→
（コンテンツは開発段階であり画面イメージは仮のものです。）

協力：株式会社パルコ・シティ /五反田電子商事株式会社
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MONTHLY INFORMATION 

■水着をイメージしたオリジナルケーキ「モフモフ トロピカル」（右下）を販売いたします。 

 水着アイランドカフェとのタイアップを記念して、期間限定ケーキを販売いたします。 

 

●商品詳細：ふわふわのスポンジケーキ 3 層に生クリームとトロピカルフルーツを

サンドして、ヨーグルトクリームとココナッツで爽やかに仕上げました。ケーキ下部

には砂浜模様をあしらっています。 

●価格：630 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★渋谷エリア最大級の水着売場『水着アイランド』オープン！ 

渋谷パルコでは今年 2 月より順次水着ショップを 4 店舗オープンいたしており、5 月の水着売上は前年比

30％増と好調に推移いたしました。これからの実需期に向けて 6 月 25 日（金）に、渋谷パルコ PART3・6F に、

ほぼワンフロアを使用した水着の集合売り場をオープンいたしました。メンズやティーンズ水着も揃う、渋谷エ

リア最大級の品揃えです。 

 

 

【渋谷パルコ水着売り場】 

NOW OPEN 三愛水着楽園 PART3・2F 約 16 坪  

 エアカラーズ PART3・2F 約 19 坪  

 ラウレア PART3・2F 約 10 坪  

 ロコブティック PART3・2F 約 9 坪  

6.25 OPEN パルコ水着アイランド内 

三愛水着楽園 2ｎｄ PART3・6F 約 32 坪 メンズ水着取扱い 

レイール PART3・6F 約 13 坪 渋谷エリア初登場 

エアカラーズ PART3・6F 約 19 坪 ティーンズ水着取扱い 

ラウレア PART3・6F 約 22 坪  

ロコブティック PART3・6F 約 10 坪  
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パルコは、国内最大級のタレントオーディション“ホリプロ スカウトキャラバン”に協力し、「女性にうけるモデル系女優の

発掘」を行っています。５月に開始した一般募集は７月５日（月）をもって締め切り、いよいよ地方予選がスタートいたします。 

 

 株式会社ホリプロ（以下ホリプロ）が毎年開催している“ホリプロ スカウトキャラバン”は、深田恭子、綾瀬はるか、石原さと

みらを発掘した国内最大級のタレントオーディションです。ホリプロが５０周年を迎える本年は、初の女性実行委員長が、女

性目線で「女性に受けるモデル系女優の発掘」をコンセプトに運営をしております。パルコはオーディションコンセプトに賛同

し、アパレルメーカーの協賛を得るなどファッションイメージの強化という面で協力をさせていただいております。 

また、７月中旬よりスタートする地方予選において、パルコの女性社員が審査員として初参加いたします。 

地方予選は 7 月１８日（日）札幌を皮切りに、仙台、松本、名古屋、大阪、広島、福岡、東京の全国８都市にて開催され、８月

２９日（日）の決勝大会にてグランプリが決定いたします。 

なお、グランプリ特典には、２０１１ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳキャンペーンのモデル起用を予定しています。 

 

◆東京予選スケジュール◆ 

日時：8 月 7 日（土）、8 日（日） 各日一次審査（9：00～12：00）、二次審査（13：00～15：00）  会場：テレビ朝日 

★ 各地方予選会場への取材が可能です。詳しくは地方予選が開催されるパルコへお問い合わせ下さい。 

★ タレント写真を転載される場合は、お手数ですが必ずご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ホリプロ スカウトキャラバンとは＞ 

大手芸能プロダクション・ホリプロが主催する新人発掘を目的としたオーディション。１９７６年からスタートし、 

多くの才能を生み出している芸能界の登竜門として伝統がある。2009 年度の応募総数は３３，９１０人。 

 

＜協賛メーカー＞ 

＊株式会社サンエーインターナショナル（衣装協力）  ＊株式会社資生堂（マジョリカマジョルカ） 

 

 

 

 

第２１回グランプリ深田恭子  第２５回審査員特別賞綾瀬はるか  第２７回グランプリ石原さとみ  第 31 回グランプリ石橋杏奈 

■本件に関するお問合せ先■ 

株式会社パルコ 営業企画 小野 

℡ 03-3477-5781 Fax 03-5489-7481  ono-jun@parco.jp 

女性が憧れる女優を発掘する！ 

ＰＡＲＣＯ×ホリプロ スカウトキャラバン 地方予選スタート 
※パルコの女性社員が審査員として初参加します 
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■音楽情報 クラブクアトロ 7 月の主なラインナップ                                          

星野源 
■7/12（月）渋谷、7/13（火）心斎橋 

人気インストゥルメンタル・バンド、SAKEROCK のリーダー。俳優としては大人計画に

所属し、現在 NHK 連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』にヒロインの弟役として出演中、

また文筆家としてもエッセイを刊行するなど、多彩な才能を発揮している。細野晴臣

のデイジーワールド・ディスクからリリースする 1ｓｔソロ・アルバム（6/23 発売）の発売

記念ライブ。 

 

 

“NANO-MUGEN CIRCUIT 2010” ASIAN KUNG-FU GENERATION 

Guest: Ra Ra Riot / 他 
■7/21（水）広島 

いまや日本を代表するロック・バンドとして、常にその動向が注目されているアジカン。

2010 年第一弾シングル「ソラニン」が同名映画のテーマ曲として話題をさらった彼

ら。例年 FES 形式で開催している恒例の自主企画イベント“NANO-MUGEN”を今年

はツアー形式で敢行。ニュー・ヨークより Ra Ra Raiot を招いて全国 4 会場で開催。 

 

 

アナログフィッシュ 
■7/24（土）渋谷 

当社所属の 3 ピース・ロック・バンド。今年は 2 月にニュー・アルバム『Life Goes 

On』をリリース。そしてそれを携えての全国 6 ヶ所をめぐるツアーを成功させた彼

ら。夏の始まりを告げる恒例の渋谷クアトロ・ワンマン・ライブ“ナツフィッシュ”を

今年も開催。 

 

 

HY 
■7/26（月）・27（火）・28（水）渋谷 

沖縄出身、日本のインディーズ・シーンを代表するバンド。03 年のセカンド・アルバムが

インディーズとしては初となるオリコン初登場 1 位を記録。続く 2 作品も初登場 1 位、

アルバムの累計出荷数も 450 万枚を超えている。今回は国内全都道府県を回る計

161 本に及ぶライブハウス・ツアー。クアトロでは東名阪広 4 拠点で計 20 本を開催。 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

パルコエンタテインメント事業部 運営担当 TEL 03-3477-5831 

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

○心斎橋クアトロ TEL 06-6281-8181 ○広島クアトロ TEL 082-542-2280 
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■演劇情報 7 月のラインナップ                                                     

真夜中のパーティー 

■会期：７/４（日）～７/１９（月）   ※提携貸公演 

この夏、最高峰のクリエイターと俳優陣によって、衝撃の異色心理劇

が幕をあける！ 

1968 年にアメリカ・オフブロードウェイで上演されて以来、再演のたびに

大きな話題を呼んでいる「真夜中のパーティー」。ゲイの男たちが集う、一

夜のパーティーの物語。真正面からゲイを描いた衝撃の作品が、翻訳も

新たに生まれ変わる！ 

 

作 マート・クローリー  訳 小田島恒志  演出 青木豪 

出演 阿部力、内田滋、右近健一、中野英樹、浜田学、中村昌也／徳山秀典／村杉蝉之介、山崎樹範 

スーパーバイザー 青井陽治 

■料金 6,500 円  ■企画・製作：ネルケプランニング  

 

【お問合わせ先】ネルケプランニング 03-3715-5624 

 

 

志の輔らくご ビギンザビギン 

■会期：７/１（木）～７/６（火）   ※ルテアトル銀座 by PARCO 

年始恒例、パルコ劇場での 1 月公演でお馴染みの立川志の輔師匠による

「志の輔らくご」が待望のルテアトル銀座 by PARCO で独演会が実現！ 

 

■料金 5,000 円  ■企画・製作：パルコ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

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 

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



                                                                                        2010/07/01 
 
報道関係者各位 
 

 6

MONTHLY INFORMATION 

■映画情報 シネクイント 7 月のロードショー                                               

告白 

原作は、09 年度本屋大賞に輝き、上半期単行本フィクション部門第 1 位

を記録したベストセラー、『告白』（湊かなえ/双葉社）。監督は、『下妻物語』

『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』などの傑作を生み出してきた、中

島哲也。主演にあらゆる映画賞を総なめにし、いま最も注目される女優・松

たか子。 

中学校の１年 B 組の終業式後のホームルーム。担任の森口悠子（松たか

こ） 

が、数ヶ月前学校のプールで彼女の一人娘が死亡した事件の真相を話し始めた。事故死と判断された娘は、実はクラス

の中の２人に殺されたのだと言う。それは、まさに衝撃の告白であった。森口は少年法で守られた犯人達に、ある想像を

絶する方法で処罰を与えると宣言する。娘を殺された女教師の、命の授業が始まろうとしていた。 

 

■監督：中島哲也、出演：松たかこ、木村佳乃、岡田将生  主題歌：レディオヘッド 配給：東宝 

 

 

 

 

 

■パルコ出版 7 月の新刊情報                                                        

キャラを貼るのだ!? 赤塚不二夫シールブック 

 

ギャグの王様・赤塚不二夫が描くバカボンのパパ、レレレのおじさん、 

ひみつのアッコちゃんなど 14 キャラの目、鼻、くち、ひげ、マユゲ・・・が 

実物大のシールになりました！貼ったところがキャラになる爆笑シール 

ブックは、おまけ満載の 16 シート、全 247 パーツです。 

■ 発売元 ＰＡＲＣＯ出版 

■ 発売日 7 月上旬 

■ 予価  1,260 円（税込） 

■ 仕様  Ａ5 判 簡易装 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

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

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

©2010「告白」製作委員会 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

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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