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ARCO MONTHLY INFO
2005年のはじまり。パルコのトピックスをお知らせいたします。

 

ルコ「グランバザール」ご案内 

ィ）汐留」が２月１６日にグランドオープン決定！ 

ザール2004－05 WINTER 

スコ写真展 「EVA(エヴァ) ‒夢の妖精」 

紙展 

イ   ・ ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ'Ｓ Ｒ＆Ｊ 

 -Family Tale-    

ピリチュアル・ヴォイス 

 １月の主要企画 

ラインナップ 

の新刊予定ご紹介 
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
710  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。 

ドはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 

. 2005/1                                     1 

mailto:matu-hiro@parco.jp


◆２００５年冬のパルコ「グランバザール」キャンペーンのご案内                

 
2005 年冬のパルコのセール「グランバザール」

は、各店にて 1 月上旬からスタートいたします。 
2004 年夏のグランバザールでは、侍に扮した嵐

のビジュアルが話題を呼びましたが、今回のグラ

ンバザールでは、日本とニューヨークをまたぎ活

躍するタップダンサー、熊谷和徳さんを起用した

広告キャンペーンを展開いたします。 
TV-CF のイメージは、タップダンスを踊る熊谷

さんを真下からカメラが見上げ、タップに合わせ

て靴跡が「！」マークになり画面が埋め尽くされ

ていくというもの。タップのサウンドやリズムで、

セールの高揚感を表現します。ポスター等もそのイメージを流用して展開いたします（写真上。関東地方

用のビジュアル）。 
 なお、パルコ各店のグランバザールは以下の日程で開催いたします。 
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2005年冬グランバザール開催日程 （セール開始日／開催店舗 ＊全店1月16日（日）で終了） 

1 月 2 日（日） ／ 大津   1 月３日（月） ／ 札幌、名古屋、岐阜、松本、広島、大分、熊本 
1 月４日（火） ／ 宇都宮   
1 月 6 日（木） ／ 渋谷、池袋、吉祥寺、千葉、津田沼、新所沢、ひばりが丘、調布、厚木 
汐留にパルコが新たなスタイルで提案する商業施設「Ｐｅｄｉ（ぺディ）汐留」 

月１６日グランドオープン決定！      

 
東京･汐留の大規模再開発「汐留シオサイト」で

年２月竣工予定の「東京汐留ビルディング」内

、パルコが企画・運営いたします新しい商業施

「ぺディ汐留」を開業いたします。 

 

そのグランドオープンが、2005年2月16日（水）

決定いたしました。 
出店テナントの一覧等詳細につきましては、別

資料を用意し改めてご案内する予定です） 

「ぺディ汐留」は、「東京汐留ビルディング」の

下２階・地下１階・２階の３層、営業面積約

470 ㎡、22 店のテナントで構成され、ビル内の

フィスワーカー、ホテル宿泊者や来街者の方々

向けた、アーバンライフスタイルサポート型の

業施設です。 
◆ 

  

パルコミュージアムについてのご案内 

渋谷パルコ・パート 3、7 階のパルコミュージアムでは、1 月 15 日（土）から 3 月 4 日（金

「ディズニーストア」の営業が行われます。 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

 ロゴス洋書バザール2004-05 WINTER       

 
恒例！ 洋書 LOGOS が選りすぐった洋書約 6000 冊を

特別価格で放出する、冬の洋書バーゲンセールを開催しま

す。写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタ

イル、絵本などの洋書籍約 6000 冊を、通常店頭価格の 20
～80％（！！）OFF 価格で即売、多少難ありモノ含め、超

目玉、掘り出しモノが満載！その他ビデオ、ポストカード

などもバーゲン価格で販売します。 
 
◆開催概要    期間   ： 2004 年 12 月 29 日（水）～2005 年 1 月 11 日（火） 

開場時間 ： 10：00～21：00  
（2004 年 12 月 31 日 19:00 閉場、2005 年 1 月 1 日休館、最終日は 17：00 閉場） 

 
 イリナ・イオネスコ写真展 「EVA(エヴァ) -夢の妖精」                   

 
男女の性を超えて、人間の本能を揺さぶる扇情的な写真

を撮り続けてきた写真家イリナ・イオネスコ。その作品の

中心となるモデルがイリナの娘エヴァでした。本展は、そ

のエヴァの写真をまとめた写真集の出版を記念して開催い

たします。 
会場では、荘厳なバロック調の装飾に彩られた舞台で、

幼年期から少女期にわたって饗宴くりひろげてきた主人公

エヴァの写真（オリジナルプリント 30 点）、および撮影に

使用された装飾品と、モダンプリントおよびヴィンテージ

プリントを展示販売する予定です。 
© Irina Ionesco /  G.I.P.Tokyo 

 
◆開催概要    期間   ： 2005 年 1 月 13 日（木）～25 日（火） 

開場時間 ： 10：00～21：00  （会期中無休・最終日は 17：00 閉場） 
 
 きもの染色型紙展  消え行く職人たちの手仕事／昭和３０年代の江戸染小紋型紙        

 
「染色型紙」は、きものの柄を生地に染めるための文様を

彫り込んだ型紙です。１千年以上の歴史あるもの、とも言わ

れていますが、きもの需要の衰退や写真製版の発達によって、

今まさに消え行く運命にあります 
本展では、豊島区に３代続いた東京染小紋染色工芸店に残

されていた型紙２万枚の中から、昭和３０年代頃に制作され

たもの約５００枚を展示販売、あわせて江戸末期の貴重なも

のも展示します。 
（型紙の一例） 

 
◆開催概要    期間   ： 2005 年 1 月 28 日（金）～2 月 9 日（水）  

開場時間 ： 10：00～21：00  （会期中無休・最終日は 17：00 閉場） 
 

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）注目の公演ラインナップ             

 
パルコ・プロデュース公演  

なにわバタフライ ＮＡＮＩＷＡ ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ              

 

 2004 年はＮＨＫの大河ドラマ「新選組！」で 1 年を通して話題を呼

び続けた三谷幸喜。彼が大河ドラマの仕事を終えて取り組んだ待望の舞

台最新作が、ただいまパルコ劇場で上演中です。 

今回の作品は、浪花の名女優・ミヤコ蝶々をモチーフにしたもので、

三谷幸喜にとって初めてとなる一人芝居として上演されます。 

その一人芝居の主演という重要な役を担うのは、三谷幸喜の舞台では

お馴染みの戸田恵子。 

これまでの三谷作品とは異なったスタイルの本作。どんな舞台に仕上

がっているのか、興味津々でお客様が劇場に詰め掛けています。 

なお、本作品は2月に大阪での公演も予定しております。 

 

＜作・演出> 三谷幸喜  <出演> 戸田恵子  <生演奏> 小竹満里 
 

［期間］ 公演中   2005 年 1 月 26 日（水）まで 
[料金] 8,000 円（全席指定･税込） ＊未就学児の入場不可  
※大阪公演 2005年 2月2日（水）～13日(日) 会場：シアター・ドラマシティ 

  
パルコ・プロデュース公演 

ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ’Ｓ Ｒ＆Ｊ          

「Ｒ＆Ｊ」とは、「ロミオとジュリエット」のこと。1998 年ブロード

ウェイで上演され高い評価を得たこの作品は、シェイクスピアの物語を

そのまま上演するのでなく、厳格なカソリックの全寮制男子校を舞台に、

4人の男子高校生が「ロミオとジュリエット」を演じるという、モダン

な脚色を加えたものです。 

 ブロードウェイより、オリジナルの作・演出家であるジョー･カラル

コを招いて制作されるこの舞台では、今年春まで東京バレエ団に所属し、

ベジャールやマシュー・ボーンの作品で賞賛されてきた世界に誇るプリ

ンシパル首藤康之が、ストレートプレイに初挑戦するのも注目されてい

ます。 

 

＜作・演出> ジョー・カラルコ  <出演> 首藤康之 佐藤隆太 

小林高鹿 浦井健治 
 
［期間］ 2005 年 2 月 1 日（火）～20 日（日）        
［料金］ 8,000 円（全席指定･税込） ＊未就学児の入場不可       ●前売券発売中 
※大阪公演 2005年 2月26日（土）、27日(日) 会場：シアター・ドラマシティ 
名古屋、福岡、広島、長野、鎌倉公演も予定 

 

PARCO MONTHLY INFO. 2005/1                                     4 
 



パルコ・プロデュース公演  

 お父さんの恋 -Family Tale-                                                

 サードステージSHOWCASEシリーズとして「ビューティフル・サン

デイ」、「ペーパーマリッジ」、「今度は愛妻家」と切なくて温かいコメ

ディを発表、着実に人気を得ている作・中谷まゆみ、演出・板垣恭一

のコンビが、最新作でパルコ劇場に初登場します。 

二人の作品は、笑いながら切なくなり、身につまされ、最後にはす

べての登場人物が愛しくてたまらなくなる、現代の家族のおとぎばな

し。ウェルメイドでありながら、決して予定調和にはならない…、期

待以上に満足いただける芝居です。 

今回の舞台では、大河ドラマ「新選組！」の山南敬助役でお茶の間

の人気者となった堺雅人をはじめ、星野真里、前田吟らフレッシュな

顔合わせのキャストを迎えて、家族それぞれの思いと葛藤、そして寝

たきりの生活を余儀なくされた「お父さん」のせつない恋の行方を描

きます。 

 

＜作＞ 中谷まゆみ   ＜演出＞ 板垣恭一  
＜出演＞ 堺 雅人 星野真里 ／ 七瀬なつみ 菊池麻衣子 池田成志 ／ 前田 吟 
 

［期間］ 2005 年 3 月 10 日（木）～3 月 2７日（日） ［料金] 7,000 円 （全席指定･税込） 
       ●一般前売開始：2005 年 1 月 22 日（土） 

 

《「お父さんの恋」全国公演スケジュール》 

＜福岡公演＞ ３月３０日（水）～3月３１日（木） ももちパレス           お問合せ：ピクニック 092-715－0374 

＜山口公演＞ ４月２日（土）～４月3日（日） 山口情報芸術センター・スタジオA 

                                               お問合せ：山口情報芸術センター 083－901-2222 

＜松本公演＞ ４月６日（水） まつもと市民芸術館               お問合せ：キョードー北陸 025-245－5100 

＜新潟公演＞ ４月８日（金） 新潟市民芸術文化会館・劇場         お問合せ：キョードー北陸 025-245－5100 

＜仙台公演＞ ４月１０日（日） イズミティ２１・大ホール            お問合せ：キョードー東北 022－296-8888 

＜名古屋公演＞４月１３日（水） 名古屋市民会館・中ホール          お問合せ：名古屋テレビ 052－331-9966 

＜大阪公演＞ ４月１6日（土）～４月１７日（日） シアター・ドラマシティ   

お問合せ：キョードー大阪 06－6233－8888 

パルコ劇場 今後の公演予定 

 

 最悪な人生のためのガイドブック                                          
 
現代の東京を舞台にした、普通の男と女のちょっと普通じゃないラブ・コメディ。 

 

＜作・演出＞ 鈴木 聡  ＜音楽＞ 本多俊之 

＜出演＞ 川平慈英／森山未來／堀内敬子・小林 隆／伊織直加・三鴨絵里子・近江谷太朗／キムラ緑子 

       ／草刈正雄 with トライトーン（ア・カペラ・クインテット） 

 

◇2005年 5月上演予定 ◇前売開始：2005年 3月中旬予定 
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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                   

 

 江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス                                

 数多くの著作、雑誌連載、テレビ、ラジオ、講演会を通して、悩める現代

人の心を癒してきたスピリチュアル･カウンセラー江原啓之が、その枠を超

えた表現者“スピリチュアル・アーティスト”として、全てをつぎ込んだ言

霊と癒しの舞台。 

●Aプログラム「あなたが生きることの意味」 

●Bプログラム「あなたに向けられる愛」   

 ※Aプロ、Bプロともトーク及び曲目等内容が変わります 

 

［料金］ 7,000 円（全席指定・税込）           
［期間］ 2005 年 1 月 3 日（月）～1 月 11 日（火）  
※全国公演 1 月～3 月 
（名古屋、広島、熊本、福岡、仙台、大阪、金沢、長野、新潟、札幌） 

 
 

ル テアトル銀座 今後の公演予定 

  

 黒蜥蜴                                     

 
江戸川乱歩、三島由紀夫、そして美輪明宏の美学が交差する伝説的

名舞台、待望の再演。 

 

＜原作＞ 江戸川乱歩  ＜脚本＞ 三島由紀夫  

＜演出・美術・衣裳＞ 美輪明宏 

＜出演＞ 美輪明宏 高嶋政宏 木村彰吾 ほか 

 

［期間］ 2005 年４月７日（木）～５月８日（日）  
［前売料金］ S席10,500円 A席8,400円 BOX席18,000円（2名様）  

（全席指定・税込） 

           ●前売券一般発売 ２００５年２月５日（土） 
 
 

2003 年公演より 

パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 
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 １月の主要企画                                     

 

・THE MUSIC <ｻﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ> 

1/16（日）広島クラブクアトロ 

99年に英国で結成された4人組ロック・バンド。02年のアルバム・デビュ

ー以来ファンは急増を続け、一躍時代の寵児として世界的バンドへと成長し

た。その強烈なライブ・パフォーマンスにも定評があり、会場全体をダンス・

フロアに変えてしまうとも評されている。2 年ぶりのセカンド・アルバム

「WELCOME TO THE NORTH」を携えての待望の来日公演。 

 

・Lisa Loeb <ﾘｻ･ﾛｰﾌﾞ>  

1/16（日）名古屋クラブクアトロ 

1/17（月）心斎橋クラブクアトロ 

1/19（水）、20（木）渋谷クラブクアトロ 

94年公開の映画「リアリティ・バイツ」に「スティ」が使われ、デビュー

前にもかかわらず大ヒットし、レコード会社と契約がないアーティストとし

て史上初のビルボート・シングル・チャート１位を獲得するという偉業を達

成してから早１０年。ナチュラルな歌声とアコースティック・ギター、そし

てチャーミングなメガネが印象的なリサ・ローブの１年半ぶりの来日公演。 

 

・Rachael Yamagata <ﾚｲﾁｪﾙ･ﾔﾏｶﾞﾀ> 

1/28（金）心斎橋クラブクアトロ 

1/30（日）名古屋クラブクアトロ 

1/31（月）、2/1（火）渋谷クラブクアトロ 

日系の父親とイタリア系の母親を持つアメリカ人女性シンガー・ソング

ライター、レイチェル・ヤマガタ。04年9月のデビューながら、聴く者を

瞬時に捉えるハスキー・ヴォイスと新人らしからぬ情感の表現力、卓越し

たソングライティングで、瞬く間に久々の本格派としてノラ・ジョーンズ

と比較される存在になった彼女の初来日ツアーを、東名阪クアトロで開催。 

◇「FLYER」誌通算100号記念イベント／ wabi_sabi presents [strings vibration DELUXE]◇ 

クラブクアトロがマンスリーで発行する音楽情報フリーペーパー「FLYER」誌が04年12月号をもって通算100号を迎えました。

この通算 100 号を記念して開催されるのが、「FLYER」がサポートする wabi_sabi production 企画イベントの“DELUXE”版。オ

リジナルな表現を追求する素晴らしいギター弾きたちによる豊かな弦の響きが醸し出す、リラックスした（だけどアヴァンギャル

ドな）な空間を提供するこの企画。今回は「FLYER」通算 100 号目を記念してのスペシャルとして、場所をいつもの下北沢 440 か

ら、渋谷クラブクアトロに移した拡大版を、1月16日 15時より、新年おめでたムードでお届けします。 

出演：ロンサム・ストリングス/吾妻光良トリオ/山内雄喜/高田漣 with SAKEROCK/塚本功(スペシャルソロセット) 

DJ：今野英明/wabi_sabi sound system他  VJ：FISH & TIPS（LITTLE MASTA + NAKANO BROADWAY） 

 

◆「FLYER」は、通算100号を機に誌面をリニューアルし、新しいサウンド・エンターテインメント・フリーペーパー、 

「CLUB QUATTRO PRESS  “FLYER”」として05年早春よりスタートします。 

 

P
 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報                                

当社所属のアーティスト「アナログフィッシュ」が、2/23 に 5 曲入りミニ・アルバム『BGM?』（品番/価格未定）
をエピック・レコードよりリリース。 
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パルコ 映画関連情報 

◎シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映スケジュール 

 

「約三十の嘘」  ＜上映中＞  

 

 名実兼ね備えた個性派の役者（椎名桔平、中谷美紀、妻夫木聡、

田辺誠一、八嶋智人、伴杏里）たちが、全員、ある仕事のために集結

した詐欺師グループという役どころを演じます。彼らが、大阪から札

幌に向かう豪華寝台特急「トワイライトエキスプレス」の車内を舞台

に、裏切り、鞘当て、駆け引き…様々な人間模様を描きます。 

 

◇今後のラインナップ 

 

←「マシニスト」 2005年新春第二弾ロードショー予定 

 

1年間365日間眠れなかった男の366日目からの物語。 

監督はアメリカのインディペンデント映画界の才人ブラッド・アンダーソ

ン。役作りのために30kgの減量まで行って主人公を演じたクリスチャン･

ベイルはオスカーの有力候補に挙げられています。 

 

「隣人13号」→ 

 2005年春ロードショー予定 

 

 井上三太原作の同名マンガをＣＭディレ

クター井上靖雄が初監督。中村獅童（写真

右）と小栗旬（写真左）の「二人一役」の

演技が注目されています。 

 

 

 

パルコ出版の新刊情報 

「淋しかったからくちづけしたの」    林静一 傑作画集 少女編                           

2005年 2月 7日発行予定 予価：本体２５００円（税別） 版型：四六判 仮フランス装 頁数：176頁 

 

本書は四〇年の永きに渡り、画家／イラストレーターとして活躍

してきた、林静一の「少女」をテーマとした傑作を集め、画集と

して編んだものです。「小梅ちゃん」や「赤色エレジー」など一世

を風靡したものを始めとした作品に登場する、憂いを帯びた、う

つむき加減の少女たちが本書の中で一堂に会します。 

 

また、本書の刊行を記念してイベントが開催されます。銀座スパ

ン・アートギャラリーでの個展。そして、幻の作品と言われた林

静一監督の映画「夜にほほよせ」、一日だけの限定上映の予定もご

ざいます。 
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