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パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 
 
 

■営業企画情報    パルコのバレンタインキャンペーンご案内 
 

■アート情報      楳図かずお恐怖マンガ展「楳恐」 
 

■映画情報       シネクイントロードショー「洋菓子店コアンドル」 
 

■演劇情報       パルコ劇場「ラヴレターズ」 
 

■音楽情報       クラブクアトロ ２月の主なラインナップ 
 

■出版情報       「志村正彦全詩集」 
 

■その他の公演情報 マリア・パヘス舞踏団 創立 20 周年記念公演 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆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 

２０１１．２ 
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今年のパルコのバレンタインは、昨年より続く「手作り」をキーワードに、『手作りギフト（チョコ＋α）』を強化していきます。

メインテーマに「一緒に作る、始まる、育てる」を掲げ、チョコだけに限定せず手作りをどこかにプラスして心をこめよう

というメッセージを伝えていきます。また、2 人 1 組での参加型イベントを実施することで、プレゼントを贈るだけではない、

バレンタインの新しい過ごし方を提案いたします。 

 

■2011 年バレンタイン傾向■ 
＜傾向１＞OL の「会社用義理チョコ」需要は前年に比べて上昇 

⇒14 日が月曜日のため、義理チョコ増加が見込まれる。手頃な価格、サイズのチョコ需要が増。 

＜傾向２＞オリジナリティ・手作り商品の需要が増加 

⇒2010 年 無印良品「自分でつくるシリーズ」がヒット！2011 年は前年比 1.5 倍の在庫準備 

＜傾向３＞自家需要・ファミリー需要の増加 

⇒昨今の節約傾向、巣ごもり傾向を受け、自分や家族用に手作り、購入する傾向が上昇。「友チョコ」も定番化。 

（09 年森永製菓アンケート：自分用にﾁｮｺを購入したことがある 69.7%、彼や家族にあげたﾁｮｺを食べた 89.6%） 

 

 

 

   

 

 

■バレンタイン・スペシャルイベント■ 
 

２人ペアで体験！コケ玉づくりワークショップ開催 
チョコやプレゼントを贈るだけではなく、２人で作るワークショップに参加する

ことで、新鮮なコミュニケーションが生まれ、心に残るバレンタインイベントの場

をご用意いたします。２人で非日常的な土いじりを体験し、出来上がったコケ

玉は、貴重なバレンタインの記念となります。 

   （※出来上がったコケ玉の写真をパルコのバレンタイン特設サイトに 

投稿すると、審査の結果、特設サイトにて披露される予定です） 

 

★ワークショップ開催店舗＆日程 

渋谷店 2/11、福岡店 2/12、名古屋店、2/13、広島店 2/13、 

津田沼店 2/12、新所沢店 2/13、宇都宮店 2/12 

 

 

渋谷パルコ スペシャルイベント 

POPTEEN モデル くみっきーと泥んこバレンタイン 
渋谷パルコのバレンタインスペシャルイベントとして、The Green Friend Project（※1）との 

コラボ「くみっきーと一緒にコケ玉作り」ワークショップを開催します。 

コドモゴコロに戻って行う『どろんこ遊び＝小さなみどりのコケ玉作り』は、普段見せない 

ピュアスマイルが自然とこぼれ、恋人、好きな人、そして友だちとの距離がグッと縮まるかも 

しれません。POPTEEN モデル、くみっきーも参加する LOVE PROJECT（※2）の LIVE&トークショーも同日開催。 

 

パルコのバレンタインは 

「一緒に作る、始まる、育てる」をテーマに 

ふたりで楽しみながら過ごすバレンタインを提案します 

（上）コケ玉 イメージ

パルコのバレンタイン・キーワードは「手作り」 

パルコ各店において「手作りキット」「ラッピンググッズ」の販売強化や、 

「クッキングスクールでの手作りチョコレッスン」の訴求強化を行います 
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開催日時：2 月 11 日（金・祝）  

開催場所： LIVE＆ﾄｰｸｼｮｰ：渋谷パルコ PART１・公園通り広場   

◎報道取材受付：14:30～  

●LIVE＆ﾄｰｸｼｮｰ（トークゲスト：くみっきー、ゲスト LIVE：未定）：15:00～  

●くみっきーと泥んこ遊び：16:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

■ パルコ バレンタイン販売拠点■ 

店名 電話番号 販売拠点 店名 

渋谷パルコ 代表  03-3464-5111 パート 1・1F BABBI（ﾊﾞﾋﾞ）/ﾁｮｺﾚｰﾄ 

    パート 3・1F Neyn（ﾈｲﾝ）/ﾄﾞｰﾅﾂ、ｸｯｷｰ 

    パート 1・1F アイアム/ｷﾞﾌﾄ雑貨 

池袋パルコ 代表  03-5391-8000 本館 B1F プラザバレンタインショップ 

    本館 3F ラシャス/ﾒﾝｽﾞｱﾝﾀﾞｰｳｪｱ 

    本館 5F 無印良品バレンタインショップ 

吉祥寺パルコ 代表 0422-21-8111 1F ゴディバ/ﾁｮｺﾚｰﾄ 

    6F ラッピングサービス 

調布パルコ 代表 042-489-5111 1F バレンタイン特設会場 

浦和パルコ 代表 048-611-8000 B1F 大丸 特設会場 

    1F ゴディバ/ﾁｮｺﾚｰﾄ 

新所沢パルコ 代表 04-2998-8111 パルコ館 1F バレンタイン特設会場 

ひばりが丘パルコ 代表  042-425-5000 B1F クイーンズ伊勢丹 特設会場 

    1F バレンタイン特設会場 

千葉パルコ 代表  043-225-6161 1F バレンタイン特設会場 

    1F ｴｽｶﾚｰﾀｰ前 ラ・セールブランシュ スイーツショップ 

    1F 銀座通り側入口店頭 アイスコルネット/ｱｲｽ移動販売車 

津田沼パルコ 代表 047-478-5555 A 館・2F/3F ゴディバ・スペシャリティショップ 

宇都宮パルコ 代表 028-611-2111 5F バレンタイン特設会場 

静岡パルコ 代表 054－272-8111 B1F デリチカ バレンタインキャンペーン 

    2F バレンタインギフトショップ 

    7F フォーチュンキュア（ﾀﾛｯﾄ占い） 

仙台パルコ 代表 022-774-8000 1F/2F バレンタイン特設会場 

松本パルコ 代表  0263-38-2111 1F バレンタイン特設会場 

広島パルコ 代表  082-542-2111 新館 7F バレンタイン特設会場 

※1 月 17 日現在 ※販売拠点、店名は変更となる場合がございます ※開催日程は店舗により異なります 

★パルコ HP にて、バレンタイン特別サイト オープン！！ ＜http://www.parco.co.jp/parco/11valentine/＞ 

＜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  FAX 03-5489-7481 

※1．※2 The Green Friend Project /  LOVE PROJECT とは 
The Green Friend Project…運営事務局：株式会社和大地（東京都渋谷区）が楽しい“コト作り”から自然を大切に想うココロ

を育むプロジェクト。自然とココロがリンクするきっかけ作りをエンターテインメントの視点でプロデュースしています。 

LOVE PROJECT…くみっきー達と一緒に“ギャルでも社会に貢献できるんだ”をモットーに、ファションや音楽から気軽に 

チャリティーやボランティアに参加してもらい、社会貢献への意義の啓発を行っています。 

（右）くみっきー 
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MONTHLY INFORMATION 

■PARCO ART 展覧会情報                                                  

天天天才才才生生生誕誕誕 777555 周周周年年年記記記念念念   楳楳楳図図図かかかずずずおおお恐恐恐怖怖怖マママンンンガガガ展展展   

『『『   楳楳楳   恐恐恐   ---うううめめめこここわわわ---』』』   
   

■■■期期期間間間：：：222000111111 年年年 111 月月月 222111 日日日（（（金金金）））～～～222 月月月 111444 日日日（（（月月月）））   

■■■場場場所所所：：：渋渋渋谷谷谷パパパルルルコココ   パパパーーートトト１１１   ６６６ＦＦＦ   パパパルルルコココフフファァァクククトトトリリリーーー         

   ※※※会会会期期期中中中無無無休休休      ※※※入入入場場場ははは閉閉閉場場場ののの 333000 分分分前前前まままででで      

※※※最最最終終終日日日 111888：：：000000 営営営業業業終終終了了了   

■■■入入入場場場料料料：：：一一一般般般 333000000 円円円   学学学生生生 222000000 円円円   ※※※小小小学学学生生生未未未満満満無無無料料料      

■■■主主主催催催：：：パパパルルルコココ   

■■■企企企画画画制制制作作作：：：バババウウウコココミミミュュュニニニケケケーーーシシショョョンンンズズズ   HHHEEEPPP   HHHAAALLLLLL   

■■■企企企画画画協協協力力力：：：小小小学学学館館館集集集英英英社社社プププロロロダダダクククシシショョョンンン、、、UUUMMMEEEZZZZZZ...ｃｃｃｏｏｏｍｍｍ   

■■■制制制作作作協協協力力力：：：小小小学学学館館館、、、小小小学学学館館館クククリリリエエエイイイテテティィィブブブ、、、美美美エエエンンンタタタ、、、アアアダダダチチチ版版版画画画研研研究究究所所所   

                           プププリリリンンンツツツ２２２１１１、、、AAARRRTTT   SSSTTTOOORRRMMM、、、ラララッッッキキキーーースススタタターーー   

■■■   協協協力力力：：：EEECCCCCC アアアーーーテテティィィススストトト専専専門門門学学学校校校   

   

天天天才才才漫漫漫画画画家家家・・・楳楳楳図図図かかかずずずおおおののの生生生誕誕誕 777555 周周周年年年ををを日日日本本本一一一早早早くくく記記記念念念ししし   

「「「天天天才才才生生生誕誕誕 777555 周周周年年年記記記念念念   楳楳楳図図図かかかずずずおおお恐恐恐怖怖怖マママンンンガガガ展展展『『『楳楳楳恐恐恐（（（うううめめめこここわわわ）））』』』」」」ををを開開開催催催すすするるるここことととににに   

いいいたたたしししままましししたたた。。。   

本本本企企企画画画ははは、、、恐恐恐怖怖怖漫漫漫画画画ののの神神神様様様「「「楳楳楳図図図かかかずずずおおお」」」ががが生生生みみみ出出出しししたたた、、、数数数々々々ののの作作作品品品ののの魅魅魅力力力ををを体体体感感感すすするるるホホホラララーーーエエエンンンタタターーー   

テテテイイインンンメメメンンントトトののの提提提供供供ととと、、、今今今ややや、、、世世世界界界ににに誇誇誇るるるジジジャャャパパパニニニーーーズズズカカカルルルチチチャャャーーー「「「マママンンンガガガ」」」ののの創創創世世世記記記かかかららら活活活躍躍躍ささされれれててて   

こここららられれれたたた、、、漫漫漫画画画家家家・・・楳楳楳図図図かかかずずずおおおののの壮壮壮大大大ななな作作作品品品ととと偉偉偉大大大ななな足足足跡跡跡ををを世世世ののの中中中へへへ発発発信信信すすするるるとととととともももににに、、、   

楳楳楳図図図かかかずずずおおお先先先生生生ののの「「「日日日本本本一一一早早早いいいおおお誕誕誕生生生日日日会会会」」」とととしししててて展展展開開開しししてててまままいいいりりりままますすす。。。   

   

   

   

   

   
 

■映画情報 シネクイント 2月のロードショー                                              

『洋菓子店コアンドル』 
2月11日(金・祝)よりロードショー 

江口洋介×蒼井優×スイーツ 

美味しいケーキとたくさんの人生で溢れる街角の洋菓子店で出会った、

元・天才パティシエの十村と、恋人を追って上京したなつめ。東京で評

判の洋菓子店を舞台に、スイーツを通して出会う、たくさんの人生。悲

しみを乗り越えること、夢を諦めないこと、そして人生を楽しむこと。その

大切さを瑞々しく描き、優しく温かい涙が幸せを紡ぐ、ビター＆スイート

な感動作。監督は『60歳のラブレター』や『半分の月がのぼる空』などを

手がけた深川栄洋。主演の江口洋介、蒼井優の他に戸田恵子、加賀まりこなど個性的な面々が彩りを添える。 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部 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 

＜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 重藤（しげとう） sige-rui@parco.jp TEL 03-3477-5781  FAX 03-5489-7481 
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■演劇情報 2 月のラインナップ                                                     

「ラヴ・レターズ」 

２０th Anniversary Valentine Special 
■ 期間：2月2日（水）～2月8日（火） 

■ 場所：パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１ ９F） 

■料金＝５,０００円（全席指定・税込み） 

1990年8月のスタート以来、のべ388組が読み継いできた朗読劇の傑作『ラヴ・レターズ』が、 

昨年ついに20周年を迎えました。そして、その２０周年企画、フィナーレを飾るValentine Special公演を 

豪華カップルで、華やかにお届けします。 

舞台にはテーブルと二脚の椅子。並んで座った男優と女優が、手にした台本を読み上げるだけの2時間。 

大掛かりな仕掛けも、目をひく照明や音響もない。 

このシンプルな舞台が、これほど見るものをとらえてはなさないと、誰が想像できたでしょうか？ 

手紙で綴られる2時間のドラマがあなたを感動で包みます。 

◇作＝Ａ.Ｒ.ガーニー  ◇訳・演出＝青井陽治  ◇企画・製作＝パルコ 

 

出演：２月２日（水）１５：００ 宇崎竜童＆中井貴惠 

出演：２月５日（土）１５：００ 吉野圭吾＆大和悠河 

出演：２月６日（日）１８：００ 眞木大輔＆小西真奈美 

出演：２月７日（月）１５：００ 岡本健一＆奈良岡朋子 

出演：２月８日（火）１９：００ 遠藤雄弥＆芦名 星 

※各日程、当日券あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部 劇場制作担当 TEL 03-3477-5857 

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

宇崎竜童＆中井貴恵                    眞木大輔＆小西真奈美 
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MONTHLY INFORMATION 

■音楽情報 クラブクアトロ １月の主なラインナップ                                          

田島貴男(オリジナル・ラブ） 

■2/8（火）・9（水）渋谷 

渋谷系ムーブメントの中核として 90 年代の音楽シーンをリード。「接吻」「プライマル」など

の名曲でも知られ、現在も精力的に意欲作を発表し続ける田島貴男。デビュー20 周年を

記念して、渋谷クアトロ 2DAYS ソロ・ライブが決定。「東芝 EMI DAYS」、「ポニーキャニオン 

DAYS」に分け、それぞれの在籍時のナンバーに新曲を加えてお届けする。 

 

 

DEFTONES <デフトーンズ>  

■2/10（木）渋谷 

米ヘヴィ・ロック界のカリスマ・バンド。89 年にカリフォルニア州サクラメントでメキシコ系

米国人チノ・モレノを中心に結成。ヘヴィなサウンドとエモーショナルなボーカル、圧倒的

なライブ・パフォーマンスで人気を集め、00年発表のアルバム『ホワイト・ポニー』で全世

界的にブレイクを果たした。最新作を携えた 4 年ぶりとなる来日公演。 

 

 

ストレイテナー 競演：the HIATUS   

■2/22（火）広島 

98 年にギター＆ドラムスという最少編成で始動、メンバーを加えながら 03 年にメジャ

ー・デビュー。その革新性に溢れた音楽性と圧倒的なライブ・パフォーマンスで人気を集

め、今や日本を代表するロック・バンドに成長した。今年 1/12 に新曲＋セルフカヴァ

ー集『STOUT』を発表した彼等。各地競演バンドを迎えた全国ツアーを敢行。 

 

 

MAE <メイ>   

■2/23（水）渋谷、2/24（木）心斎橋 

米国ヴァージニア州出身。05 年のセカンド・アルバム『ジ・エヴァーグロウ』がロングセー

ルスを記録、ナイーヴなピアノ系美メロ・サウンドで一躍 US エモ・シーンの最前線に躍り

出た。日本でも高い人気を誇り過去 5 回の来日を果たしている。昨年の US ツアーで

解散を表明した彼等がラスト・ツアーとして来日公演を開催。 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ 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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■出版情報 パルコ出版新刊のご案内                                                  

志村正彦全詩集 
2009年12月24日、突然この世を去ったロックバンド「フジファブリック」のフロントマン・志村正彦。 

彼が生前に書き残した、インディーズ時代から最新アルバム「ＭＵＳＩＣ」まで、歌詞のすべてを収録した「全詩集」です。 

■ 発売日：2011年2月発売    ■ 予価：2,100円（税込） 

 

 

 

 

 

■パルコ プロデュース                                                            

マリア・パヘス舞踏団 創立 20 周年記念公演  
■ 期間：2 月 19 日（土）、20 日（日）  

■ 場所：Ｂｕｎｋａｍｕｒａ オーチャードホール 

スペインフラメンコ界を代表する舞踏家、マリア・パヘス。マリア・パヘス舞踏団の創立２０

周年記念公演 世界初演の舞台 「ミラーダ」を 2 月 19・20 日Ｂｕｎｋａｍｕｒａ オーチャード

ホールで上演。 

 

 

 

 

■当社所属アーティスト 最新情報                                                     

 

MO'SOME TONEBENDER＜モーサム・トーンベンダー＞ 
■ 期間：2 月 12 日（土） 

■ 場所：東京 DIFA  有明 

2011 年、ベイエリアを拠点にドキドキとロックだけを発信し続けるイベント”

BAYCAMP"がスタート。 

8 時間ブッとおし狂騒のロックパーティに MO'SOME TONEBENDER の出演が決

定！ 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部  

コンテンツ事業担当 出版チーム TEL：03-3477-5755 

■本件に関するお問合せ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部  

コンテンツ事業担当 開発チーム 手塚 TEL03-3477-7921 
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