
 

報道資料 

 
 

ＰＡＲＣＯ 

ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 
● 

２００４･９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2004年の秋のパルコのトピックスをお知らせいたします。 

 

＜Pickup Topics＞ 

・渋谷パルコ・パート 3 全面リニューアル。９／１７グランドオープン！ 

・『SCHAUER；Der Urenbauer 彫金師のつくる誇り高き腕時計』展 

・パルコホームページ上での「月次売上情報（前年比）」公開のご案内 

・映画「笑の大学」今秋ロードショー 

・映画「スウィングガールズ」公開記念イベントご紹介 

・２００５年 ＰＡＲＣＯカレンダー発売！ 

＜アート関連＞ 

・ブラニフ エアライン エキスポ         

・Cocoo絵本原画展「南の島の恋の歌」    ・印刷解体 -20世紀の印刷を支えてきたモノたち- 

・ローリング・コージズキン展 

＜演劇関連＞ 

・美輪明宏音楽会＜愛＞  ・LOVE LETTERS    ・ピローマン    ・志の輔らくご 

・ローズのジレンマ      ・フィリップ・ジャンティ・カンパニー  

＜音楽関連＞ 

・クラブクアトロ ９月の主要企画  ・モーサム・トンベンダー、アナログフィッシュ新譜リリース 

＜映画関連＞ 

・「女の子のための ロマンポルノ入門講座」 

＜PARCO出版新刊＞ 

・「傾奇者 Kabuki-mono」   著者：天明屋尚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本紙掲載情報等のお問合せ先 
 

㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR） 
担当：松本（マツモト） e-mail：matu-hiro@parco.jp

電話：03-3477-5710  FAX：03-3477-5769  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

○本資料のPDF版をPARCOホームページで提供しております。 
ダウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 
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パルコのトピックス 

◆９月１７日（金）、渋谷パルコ・パート３がリニューアル。待望のグランドオープン       
 
「SIBUYA REAL LIFE LIBRARY」をコンセプトに、渋谷
パルコ・パート３が全面改装を実施（シネクイント、パルコミュ

ージアムのエンターテインメント施設を除く）を行い、この９月

１７日にグランドオープンします。 
 新しいパート 3は、ガラスを多用したオープンでスタイリッシ
ュな外装に変わり（右図）、内部も１階から５階までのフロア中央

に上下エスカレーターを新設と、ビル自体をリフレッシュ。そこ

に東京初登場を含む８０のショップが一斉にオープンします。 
※渋谷パルコ・パート３改装に関する資料は別途ご用意しておりますので、

ご請求ください。 
 
 なお、パート３リニューアルにあわせて、渋谷パルコでは全館１１２ショップから「渋谷パルコ限

定商品」の販売など、多数のイベントを開催する予定です。 
 
 
◆『SCHAUER；Der Urenbauer 彫金師のつくる誇り高き腕時計』展              
 
 9月 17日、渋谷パルコ・パート３に「ウォッチのセレクト
ショップ」チックタックの本店である渋谷パルコ店がオープ

ンします。 
これを記念して、同館７階のウォールギャラリー（パルコミ

ュージアム横）で『SCHAUER（シャウアー）；Der Urenbauer 
彫金師のつくる誇り高き腕時計』展（※Der Urenbauer＝ドイツ
語でウォッチビルダーの意）が開催されます。 
 「シャウアー」は国内ではチックタックのみが展開してい

るドイツの新興時計ブランドで、彫金師であるオーナーデザ

イナーのヨルク・シャウアーによる、ドイツ製品らしい剛健

さ、繊細さを合わせ持つ、卓越した金属加工によるハンドメ

イドの腕時計がコアな時計マニアに支持されています。 
 本展では、写真によるシャウアー氏の工房の紹介、素材･部品･工具など興味深い実物の展示、チッ

クタック本店のオープンを記念して発売される限定ウォッチなど製品の展示を行う他、シャウアー本

人が来日し、会場でユーザーと時計談義でコミュニケーションを行う機会も用意しています。 
 
○開催概要  期間   ： 2004年 9月 1７日（金）～9月２６日（日）  

開場時間は、チックタック渋谷パルコ店までご確認ください。 
 
 
◆パルコホームページ上での「月次売上情報（前年比）」公開のご案内                   
 
 （株）パルコでは、IR活動の一環として、株主、投資家の皆様へ適確かつスピーディーな情報提供
を実施していくために、ホームページ上での月次売上情報の掲載を開始いたしました。以下のＵＲＬ

にて pdf形式のファイルを公開しておりますのでご参照ください 
⇒ http://www.parco.co.jp/parco/corporate/getsuji_01.html （パルコ企業情報／IR－月次売上ページ） 
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◆三谷幸喜の傑作「笑の大学」映画化。今秋公開。                       
 
パルコプロデュース公演として、1996年に初演され、「読売
演劇大賞・最優秀作品賞」に輝いた三谷幸喜の傑作舞台「笑

の大学」がついに映画化されました。この映画の製作にはパ

ルコも参加しています。 
 対米開戦前夜、日中戦争が続く昭和十五年。演劇上演に

も官憲の事前検閲を受けなければならなかった時代を背景

に、検閲官と喜劇作家の台本をめぐる攻防を二人芝居で描

いた戯曲を、検閲官に役所広司（写真左）、喜劇作家には稲

垣吾郎（写真右）、監督は三谷脚本のＴＶドラマ「古畑任三

郎」の演出でも知られる星護という強力なキャスト、スタ

ッフが映像化しました。 
 「笑の大学」は、この秋、シネクイント（渋谷パルコ・

パート３、8階）他で全国ロードショーの予定です。 
 
 
 パルコでは、「笑の大学」公開に向けて、パルコの顧客対象の試写会、写真パネル展などを実施する

予定です（企画の詳細は現在検討中です）。 
 
 
◆映画「スウィングガールズ」公開記念イベント                       
 
 「ウォーターボーイズ」で話題を集めた矢口史靖監督待望の最新作「スウィングガールズ」が 9月
11日（土）より、シネクイント（渋谷パルコ・パート 3、8階）他で公開されます。 
  
シネクイントがある渋谷パルコ・パート 3は、その公開翌週の 17日（金）にリニューアルしてグラ
ンドオープンとなりますが、これに合わせて 9月 18日（土）には、シネクイントにて舞台挨拶（12
時 15分～）。渋谷パルコ・パート１前で“スウィングガールズ＆ア・ボーイ”によるライブパフォー
マンス（14時～、16時～の 2回）、渋谷パルコ・パート１地下 1階の書店「リブロ」での矢口監督の
サイン会（17時 30分～）と盛りだくさんのイベントを用意しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※イベントに関する詳細は、シネクイント

（℡ 03-3477-5905）までお問い合わせく
ださい。 
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◆おなじみパルコのカレンダー、２００５年版が発売！                         

 

 毎年ご好評を頂いておりますパルコのカレンダー。２００５年版がいよいよ９月に発売になります。 
 今年も、お馴染みの「御教訓カレンダー」を始めとして、パルコならではのカレンダーをラインナップしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
めくるたびに大笑いの超ロングセラー！ 
「御教訓カレンダー」（1,365円・税込） 
全国公募で選ばれたパロディーが楽しめる、お笑

いカレンダーの王様です。 

 
 

かわいいイラストの月が光ります！ 
「ムーンカレンダー」（1,680円・税込） 
夜になると月が光る月齢カレンダー。月の満ち欠け

と天気予報もわかります。 
（オリジナルステッカー付） 

 
 
 
 
 
 

◆その他発売予定の2005年カレンダー◆ 
 
小さくても光ります！ 
「卓上ムーンカレンダー」（840円・税込） 
大好評「ムーンカレンダー」の卓上版、コンパクト

で使いやすいＣＤケース型です。 
 
今年はむかしばなしです 
「お天気ケロ太の2005 むかしばなしカレンダー」

（1,155円・税込）
ケロ太とケロ美が、“桃太郎”など、様々なむかしば

なしを紹介します。いろんな役で登場するおじさん

にも注目です。 
 
おもしろ記念日が大集合！ 
「今日は何の日」（1,155円・税込） 
“おむすびの日”“初恋の日”など、記念日を知れば

毎日がもっと楽し くなりますよ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日々の生活に旬の味わいを！ 
「スローフードカレンダー」（1,575円・税込） 
四季ならではのおいしさを楽しむために必要な“旬”

のたべものをカレンダーにしました。 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム 

BRANIFF AIRLINE EXPO  ブラニフ エアライン エキスポ                             
 
 1960年代後半から、アメリカにアート・ファ
ッション・デザインを第一に打ち出して一際異

彩を放った航空会社がありました。当時のトッ

プクリエイターのデザインした制服が空港で注

目を集め、世界初のペイント飛行機を飛ばした

その会社が「ブラニフ航空」です。同社はアメ

リカの航空市場の競争激化の煽りを受け既にな

くなってしまいましたが、「THE END OF 
PLAIN PLANE（さよなら退屈な飛行機）」を
テーマに最先端のアーティストたちとのコラボ

レーションの成果により、いまだ航空業界だけ

でなく、デザイン、広告の世界でも語り継がれ

ています。 
 本展はそのブラニフ航空のクリエイティブの

数々の貴重なコレクションを紹介すると共に、

「もし今ブラニフ航空があったら、どんなアー

ティストとコラボレートするか？」をテーマに、 ©Braniff International / Giyph. 

ヴァージン・アトランティック航空のオフィスなどを手がける注目の建築家ユニット「クライン ダイ
サム アーキテクツ」が制作した作品の展示、ブラニフ航空の復刻グッズのショップ開設なども行いま
す。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 9月 17日（金）－10月 11日（月・祝） 会期中無休 
開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前まで） 
入場料  ： 一般／500円・学生／400円・小学生以下無料（予定） 
 
 

 

パルコミュージアム  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F   ℡ 03-3477-5873 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

Cocoo絵本原画展 「南の島の恋の歌」                            
 
 2001年 4月、突然音楽活動を中止した沖縄出身のミュージシャン、
Cocoo。2002年の秋より絵本作家として活動を再開し人気を得ていま
す。本展では 8月 15日に発売されたファン待望の新作絵本「南の島
の恋の歌」の原画 17点と自画像 1点を展示いたします。 
 2002年に刊行された処女作である前作「南の島の星の砂」は絵本と
しては異例な 22 万部のベストセラーとなり、原画展は沖縄、大阪、
東京の 3会場で 3万人を動員しました。 
 今回の展覧会では、絵本の原画の展示だけでなく、絵本購入者のみ

購入可能なCDに収録された新曲も会場内で流される予定で、ファン
にとっては喜びが倍増の企画となるでしょう。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 9月 1日（水）～9月 8日（水）  
開場時間 ： 10：00～21：00（会期中無休・入場は閉場 30分前まで。最終日は 17：00閉場） 
 
 
印  刷  解  体   ― ２ ０ 世 紀 の 印 刷 を 支 え て き た モ ノ た ち ー       

 
世の中の全体が急速にデジタル化していく今、多くの人々の手と経験によって支えられてきた‘印

刷’も例外なく猛スピードでデジタルへと変換が進められています。つい最近まで使われていた写植

（写真植字）の需要激減により印刷に使う「文字盤」は日々廃棄処分の運命にあります。ましてや活

版印刷に至っては、絶滅危機に瀕しているのです。こうして戦後の日本の印刷を支えてきたものたち

が今、私たちが見る機会さえ持つことなくこの世から消えようとしています。 
 本展では、活版活字と文字盤を中心に、日本の戦前

戦後の印刷を支えてきたモノたちを一堂に集めます。

鉛の活版活字、ガラス板に文字や特殊記号が並んでい

る文字盤など、実際に使われてきたモノには不思議な

存在感があります。通常、我々の眼には触れることの

ない印刷工程に関する資料や現物を展示し、活版活字

や文字盤などを販売いたします（活字の販売では、印

刷会社の活字棚を会場に展示、かつて職人たちが活字

を拾っていたように、文選箱に活字を拾っていただき

ます）。 
また、若い人達を中心に関心を集めている活版印刷

の名刺やカードなどのセミ・オーダーも承ります。 
 
 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 9月 11日（土）～9月 29日（水）  
開場時間 ： 10：00～21：00 

（会期中無休・最終日は 15：00閉場） 
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ローリング・コージズキン展                                 
 
「LOVE and PEACE」をモットーに、絵本の世界で異彩を放つスズキコージは、いつの頃からか
別名‘コージズキン’を名乗りはじめ、創作絵本、画集、ポスター、舞台装置や衣装、店の看板やマ

ッチ箱、壁画など、幅広い分野でその多才ぶりを発揮、創作活動を展開しています。 
各地で開催される展覧会へは子供から大人まで多くのファンが足を運び、最近では特にライブペイ

ントや、自ら企画・出演するライブも好評です。閉塞感あるこの時代だからこそ、そのエネルギッシ

ュなキャラクターが注目され、愛されるのかもしれません。 
本展では、大キャンバス絵画、今回初公開となるポップ・アップ作品、コラージュや陶芸から小絵

画までとヴァリエーションに富んだ作品を多数ご紹介します。また会期中会場にてほぼ毎日、本人に

よるライブペイントも行います 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 1日（金）～13日（水）  
開場時間 ： 10：00～21：00（会期中無休・最終日は 17：00閉場） 
 
＊会場にて本人によるライブペインティングを開催予定です。 
時間帯は会場へお問い合わせください。  
＊書籍、オリジナル缶バッチ、Ｔシャツ、手ぬぐい等グッズ類も販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287 
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パルコ劇場・その他演劇公演 

◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）８月からの公演ラインナップ 

 

LOVE LETTERS                                 

 

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…「ラヴ・ レターズ」。 

この秋は、恵 俊彰 と ＹＯＵのカップルがラヴレターを読み上げます。 

［公演日］ 2004年 9月 10日（金） 19:00~ 
<作> A.R.ガーニー  ＜訳・演出＞ 青井陽治  <出演> 恵 俊彰／YＯＵ 

 

美輪明宏音楽会＜愛＞                                                 

 選曲、美術、照明、衣裳、全てに毎年趣向を凝らして繰り広げられる美輪明宏ならではの＜楽しく 優

しく 励まされ 勇気づけられる＞音楽会。今年もパルコ劇場に登場します。 
［期間］ 2004年 9月 16日（木）～10月 6日（水）   <構成・演出> 美輪明宏  

※パルコ劇場の他、大阪、福岡、名古屋、仙台などでの全国公演あり。 
 

ピローマン                                                     

 
 2003年 8月、パルコ劇場で上演され話題を呼んだ「ウ
ィー・トーマス」。その作者であるマーティン・マクドナ

ーと演出の長塚圭史。この二人の才能が再び、マクドナ

ーの最新作「ピローマン」で出会う！。 
 NY・ブロードウェイでも同時上演。個性的な 4人の男
性キャストと共に創る、現在に響く刺激的な舞台。 
 
［期間］ 2004年 11月 6日（土）～11月 23日（火・祝）    

●前売開始：2004年 9月 25日（土） 
＜作＞マーティン・マクドナー ＜翻訳＞目黒 条 <演出>長塚圭史  
<出演> 高橋克実 山崎一 中山祐一朗 近藤芳正   ※パルコ劇場の他、大阪ほかの地方公演も予定。 
 

SHINOSUKE RAKUGO 2004 by PARCO vol.9                                    

 

 今年で9年目。パルコ劇場恒例の立川志の輔の高座。

新・古典落語をお楽しみください。 

 

［期間］ 2004年 11月 25日（木）～11月 30日（火）、
12月 7日（火）～12日（日） 

●前売開始：2004年 9月 26日（日）   
※パルコ劇場の他、大阪、札幌、富山での地方公演あり。 
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◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演ラインナップ 
 

ローズのジレンマ                                         

ル テアトル銀座の前身である、銀座セゾン劇場での 1989年公演「レティスとラべッジ」以来、舞台女
優・黒柳徹子のライフワークとなっている「海外コメディシリーズ」は、これまでほぼ毎年新作を上演し

続け、1996年には毎日芸術賞、読売演劇大賞を受賞もしています。今年は、このシリーズの 15周年記念
公演として、喜劇の王様・ニール・サイモンの最新作を、主演・黒柳徹子に岡田眞澄、川上麻衣子、うじ

きつよしと豪華な顔ぶれを加えて上演します。 
 

［会場］ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目） 
［期間］ 2004年 10月 9日（土）～31日（日）    ●前売開始：2004年 9月４日（土） 

<作> ニール・サイモン <演出> 高橋昌也 ＜出演＞ 黒柳徹子、川上麻衣子、うじきつよし、岡田眞澄 
※東京の他、大阪：シアター・ドラマシティ公演有。2004年 11月 3日（水）～7日（日） 

 

 

フィリップ･ジャンティ･カンパニー 「バニッシング・ポイント」                

 1988 年の初来日以来、10 回に及ぶ来日公演を行い、不気味でかわいい人形や、ダンス、マイム、マジ
ックを駆使した魔法のような舞台を作り上げ日本の観客を魅了し続けてきたフィリップ・ジャンティ。2003
年のスイス・ローザンヌでの初演、パリ公演で絶賛

され、世界各地を公演中の彼の新作「バニッシング・

ポイント」がこの秋、日本に上陸します。 
 パルコは、1992年の来日公演「漂流－DERIVES」
以来、フィリップ・ジャンティの発信地となってき

ましたが、今回は初めてル テアトル銀座で全８ステ
ージの東京公演を予定しています。 
 
 

＜公演概要＞ 

［会場］ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目） 
［期間］ 2004年 11月 9日（火）～14日（日）    ●前売開始：2004年 9月 11日（土）  

 
<作・演出> フィリップ・ジャンティ <演出補>メアリー・アンダーウッド <音楽>ルネ・オーブリー  
<出演> ドミニク・カターニ マージョリ・キュレンティ メレディス・キッヒェン スコット・ケーラー ラ

イオネル・メナール ソニア・エンキン 
 
＜地方公演日程＞ 名古屋 11月 18日（木） 山口 11月 20日（土）、21日（日） 大阪 11月 23日（火・祝） 
         松本 11月 26日（金） 新潟 11月 28日（日）  
 

 

※フィリップ・ジャンティとパルコのコラボレーションは、いよいよ日本発のオリジナルプロダクツの製作に着手しま

す。2005年、日本国内でワークショップを開始、2007年を目標とした新作の創作を行います。 

パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-city.co.jp/play/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・９F   ℡ 03-3477-5858 
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報 

◆クラブクアトロ ９月の主要企画                                     

 

・スカタライツ 

9/15（水）広島クラブクアトロ 

9/16（木）心斎橋クラブクアトロ 

9/18（土）名古屋クラブクアトロ 

9/19（日）、20（月･祝）渋谷クラブクアトロ 

 

レゲエを含む全てのジャマイカン・ミュージックのルーツであるスカ

をひとつのジャンルとして確立させた創始者として名高いスカタライ

ツ。近年のスカ・ブームの中で再評価の機運が高まり、日本でもトリビュート・

アルバムが制作されるなど、今なお世界各地の音楽シーンに影響を与え続けてい

る。1964年の結成以来今年で40周年を迎える彼らの記念来日公演。 

スカタライツ 

 

・ロン・セクスミス 

  9/29（水）心斎橋クラブクアトロ 

9/30（木）渋谷クラブクアトロ 

カナダ出身、90年代以降の音楽シーンを代表するシンガー・ソングライターと言

われるロン・セクスミス。心を癒す繊細で優しいメロディ、温もりのある艶やか

なボーカル、ポップでポジティブなメッセージで日本でも熱狂的なファンを持つ

彼の6度目の来日公演。 

 ロン・セクスミス

・ザ・ダットサンズ  

9/16（木）名古屋クラブクアトロ 、9/18（土）心斎橋クラブクアトロ 

ニュージーランドのケンブリッジという人口 1 万人の町で結成されたロックンロール・バンド。レコード会社各社に

よる争奪戦の末2002年にリリースされたデビュー・アルバムによって全世界的にブレイク。ジョン・ポール・ジョー

ンズ（ﾚｯﾄﾞ･ﾂｪｯﾍﾟﾘﾝ）プロデュースによる待望のセカンド・アルバムを携えた2度目の日本ツアー。 

 

 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報       

 

ＭＯ‘ ＳＯＭＥ ＴＯＮＥＢＥＮＤＥＲ ニューアルバム 

「The Stories of Adventure」   9/22リリース 

 

ガレージからポップで切ないロックまで幅広くその音楽性を進化させてきたモーサ

ム・トンベンダー（写真右）のコロムビア/トライアド移籍第一弾アルバムが発売。

遂に到達した更にスケールの大きいロックが美しいメロディに乗って鳴らされる最

高傑作！ 

 

アナログフィッシュ エピック・レコード移籍後初の新録音によるミニ・アルバム 

「Hello Hello Hello」      9/23リリース 

 

圧倒的なオリジナリティとポップ・センスを持つロック・バンドとして各方面から評価がうなぎ上りのアナログフィッ

シュ。エピック・レコード移籍後初の新録音によるミニ・アルバムリリース！ 
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パルコ 映画関連情報 

◆女の子のための ロマンポルノ入門講座                           
 

＜上映日＞ 2004 年 9 月 18 日（土）23:50 Start   

※終了予定 翌朝6時 

 

＜上映作品＞ 「人妻集団暴行致死事件」 1978年 96分 

        監督：田中登 主演：黒沢のり子・古尾谷雅人 

       「女子大寮vs看護学園寮」 1984年 67分 

        監督：斉藤信幸 主演：浅見美那・林亜里沙 

       「ロリータ妻 微熱」 1984年 68分 

        監督：黒沢直輔 主演：山本奈津子・小川亜佐美 

                 ＋ 

       当日のシークレットゲストに関連した作品 1本         計 4本上映

 

＜スペシャルトークショー＞ 鴻上尚史 × シークレットゲスト（ロマンポルノ出演者？） 

 

※チケットは全席指定。チケットぴあにて発売中！。 

※１８歳未満の方、及び男性はご入場いただけません。 

 

 

 

 

 

パルコ出版の新刊 

 

「傾奇者 Kabuki-mono」     著：天明屋尚                                       

予価2.625円（税込） 2004年 9月中旬発売予定 

 

斬新なハイ・アート？ 大衆的アウトロー？ 

アート界の風雲児、武闘派絵師・天明屋尚（てんみょうや・ひさし）、

見参！ 「ネオ日本画集」ここに誕生！ 

 

格闘技や改造車、刺青、グラフィティ、ヤンキー・・・等々、およそ現

代美術のテーマで扱われたことのないロウなモチーフを、日本美術の画

風を引用して描く画家、天明屋尚。海外のアートシーンで高く評価され

る一方、ストリートファッション誌で若者からリスペクトされるなど、

幅広く支持者増殖中。豪華絢爛・大胆不敵かつ洒脱で軽妙な“ネオ日本

画”は、硬直した美術界に風穴を明けるはずです。 

 

画 天明屋尚 

装丁 鈴木成一デザイン室 

判型・頁数 Ｂ５判変型（257mm×190mm）・88ページ 

 

天明屋尚プロフィール 

1966年生まれ。レコード会社のアートディレクターなどを経て独学で絵画を学び、現代美術家に。日本伝統美術を継承、

破壊、進化させあらゆる芸術や権威と闘うべく、絵で闘う流派『武闘派』を旗揚げ活動中。 
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