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水着に、W杯に、夏本番を間近にして盛り上がるパルコのトピックスです 

 

＜Pickup Topics＞ 

◆ パルコ各店で展開中の「三愛水着楽園」「ピーク＆パイン」にパルコ限定水着が登場！ 

◆ ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ １０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

＜同時開催＞ 

ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＬＩＦＥ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

 

＜アート関連＞ 

･ 代表チームユニフォーム コレクション「National Team Uniform Collections」 

・ 2006 summer LOGOS洋書バザール 
 

＜演劇関連＞ 

・プライベート・ライヴズ  ・ ルーマーズ ～口から耳へ 耳から口へ～   

・噂の男   
 

＜音楽関連＞ 

・ クラブクアトロ ６月の主要企画   ・パルコ制作コンサートの御案内 
 

＜出版関連＞ 

◇パルコ出版の新刊◇   ・別冊 風とロック ／ 風とロック 著 
 

＜映画関連＞ 

・ シネクイント 今後の上映予定 「ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男」 

「おさるのジョージ Curious George」(夏休み公開予定） 

 

 報道資料 

 
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 

電話：03-3477-5710 
  〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ 

・ 
○本資料のカラー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.htm
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◆パルコ各店で展開中の「三愛水着楽園」「ピーク＆パイン」にパルコ限定水着が登場！   

 

今年の夏もパルコは、全国の 18店舗で水着を強力に展開しています。 
おなじみの「三愛水着楽園」のほか、昨年注目されたブラジル水着を扱う「ラウレア」もショップ数を拡

大するなど、最盛期には各店トータルで 4,000㎡を超える水着ショップが登場する予定です。 
そして、水着ショップをオープンしているパルコ 18店舗中、16店舗で展開中の「三愛水着楽園」、5店
舗が展開の「ピーク＆パイン」では、パルコでしか買えない限定水着が登場します。 
 

                               ☆パルコ限定水着のご紹介☆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
② 

 

[写真①] ピーク＆パイン／ドット柄フ
カラフル水玉がキュートなビ

フリルバンドゥは小胸さんに

[写真②] 三愛水着楽園／水着 12,6
トレンドカラーのＷｈｉｔｅはナ

透ける素材のファッションが

[写真③] ピーク＆パイン／レトロフラ
ブラウン×ラベンダーのレト

下半身カバーにすぐれたス

 

○その他、パルコ内「三愛水着楽園

のパルコ限定アイテムを販売。 

[水着] トライアングルビキニ 11,550円・
オフホワイト、ブラック、ブラウン／ワイヤー

キャミソールビキニ 13,650円・ブラック、
[その他] ミニスカート 5,145円・オフホワイ
ラウン／ケープ* 4,095円・オフホワイト、ブ
イト、ブラック／ワンピース* 8,295円・オフ
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③ 

リルビキニ（オレンジ） バンドゥブラ 8,925円・スカパン 7,350円 
キニ。 

 

 

 

人気のデザイン。スカパンとのセットでスタイルが良く見える。

00円・ケープ 4,095円 
チュラル＆セクシーな魅力たっぷり。シフォンやオーガンジーなど

注目の今シーズンなら、インナーとしても活躍。 

ワー柄ビキニ ホルターブラ 8,925円・スカパン 6,825円 
ロでポップなフラワープリントがかわいいホルターネックブラと 

カパン。

」各店では、水着４型（各2～4色）、周辺アイテム６型（各2～4色）

オフホワイト、ブラック、ブラウン、ピンク／トライアングルビキニ（T バック）12,600円・
ホルターネックビキニ 12,600円・オフホワイト、ブラック、ブラウン／ 
ブラウン 

ト、ブラック、ブラウン、ピンク／ショートパンツ* 5,145円･オフホワイト、ブラック、ブ
ラック／アラビアンパンツ* 5,145円・ブラック／キャミソール* 7,245円・オフホワ
ホワイト、ブラック 【品名に*印つきの商品は6月10日頃発売、そのほかは発売中】 

                        
＊表示価格はずべて税込みです 
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◆ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ  

１０ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ  

ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

（同時開催） 

ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＬＩＦＥ  

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

 

コレクターズアイテムを次々と生み出した 

あのメディコム・トイが今年で10周年を迎えました。 

この度パルコミュージアムではメディコム・トイ誕生10

周年を記念してエキシビションを行うことになりました。 

メディコム・トイが駆け抜けた10年、メディコム・トイ

が駆け抜ける未来・・・「集大成」と「無限の可能性」を

秘めたエキシビションを是非ご覧下さい！ 

 

◆展覧会内容

タイトル： MEDICOM TOY 10TH ANNIVERSARY EXHIBITION 
期間  ：  2006年 6月 24日（土）～2006年 7月 3日（月）  
開場時間： 10:00～21:00・最終日 18:00まで（入場は閉館の 30分前まで） 
会場  ：  パルコミュージアム／渋谷パルコ パート 3・7F 
  東京都渋谷区宇田川町 15-1 ℡・Fax 03-3477-5873 
入場料 ： 500円、小学生以下無料 
内容  ： メディコム・トイ１０年の歴史が集結。世界中に高感度なファンを持つトイメーカー

の１０年を辿る商品の展示、そして１１年目への幕開けを見せるアイテムがパルコミ

ュージアムでご覧いただけます。 
販売商品：    １０周年記念商品などの販売  

 ※数に限りがございます。 
※１０周年記念商品は１アイテムにつきおひとり様１点のみとさせていただきます。 
※商品は先行販売です。パルコミュージアム限定販売ではございません。（１部例外商品有） 

【同時開催】 
タイトル： MEDICOM TOY LIFE Entertainment EXHIBITION 
期間  ： 2006年 6月 24日（土）～6月 28日（水） 
開場時間： 10:00～21:00・最終日 18:00まで 
会場  ： ロゴスギャラリー／渋谷パルコ パート 1 B1F  ℡03-3496-1287 
入場料 ： 無料 
内容  ： メディコム・トイのLIFE Entertainment商品を一同に集結して展示。 
  ※LIFE Entertainment商品＋メディコム・トイ商品の販売を行います。 

※パルコミュージアムで販売する商品はこちらでは販売いたしません。 
 

 

 
 
 
 

〔地方開催〕 
名古屋パルコ 西館８階 パルコギャラリー TEL/FAX:052-264-8370 
MEDICOM TOY LIFE Entertainment EXHIBITION 

2006年 7月 7日（金）～7月 12日（水）入場料無料／最終日は 18:00閉場 
MEDICOM TOY 10TH ANNIVERSARY EXHIBITION  

2006年 7月 14日（金）～7月 24日（月）入場料：300円・小学生以下無料／最終日は 18:00閉場

(

PAR
C)2006 MEDICOM TOY  BE@RBRICK TM & (C)2001-2006 MEDICOM TOY CORPORATION All right reserved. 

CO MONTHLY INFO. 2006/6                                   3 



 
パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー  

代表チームユニフォーム コレクション「National Team Uniform Collections」 

 
2006年 6月 9日にキックオフする、2006年ドイツワ
ールドカップ。今回も、熱い盛り上がりが今から期待さ

れ、予想されています。 
本展はその開幕と同日に立ち上がり、出場する各国代表

チームのユニフォームおよびユニフォームデザインを

一同に展示し、また各チームの最新情報の詳細データも

併せて紹介することで、2006年ドイツワールドカップ
の魅力をお伝えします。 
また、会場ではサッカー関連グッズやサッカー王国ブラ

ジルグッズの販売を行います。 
また、サポーターとしてサッカーの応援には欠かせない

フェイスペイントの紹介とその体験アトラクションも

開催する予定です。 
 
◆開催概要   
 期間：2006年 6月 9日（金）～6月 22日（木）  

＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
◆協力：バウハウス、ハガレックス・ジャパン、大日本印刷株式会社、プチグラパブリッシング 
 
 
2006 summer LOGOS洋書バザール               

 
 

ロゴスギャラリー恒例！。洋書

LOGOS が選りすぐった洋書
約７000 冊を特別価格で放出
する洋書バザールをこの夏も

開催いたします。 
販売される本のジャンルとし

ては、写真、アート、デザイン、

建築、インテリア、ライフスタ

イル、絵本、ファッションと、

ヴィジュアル洋書を幅広く扱

い、その扱い数も 7000 冊と、
昨年よりさらにボリュームアップ！。通常店頭価格の 20～80％（!!）OFF価格で即売します。多少難あ
りモノ含め、超目玉、掘り出しモノが満載！。また、ポストカード・ビデオも、扱う予定です。初日から

放出する目玉商品のほかにも、商品はどんどん追加し、会期を通して充実した内容になります。「ほしか

ったけど手が出なかった」という意中の洋書を、思いもかけない破格値で手に入れる絶好のチャンスです。 
 
◆開催概要    
期間：2006年 6月 30日（金）～7月 18日（火） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 

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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パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 プライベート・ライヴズ            

■ 会場：青山円形劇場 

新婚旅行の夜に、別れた彼が！彼女が！、隣の部屋に、やは

り新婚旅行にやって来ていた！。いつの時代も変わらない男

と女。イチャイチャしていたのにメチャメチャ！？。 
魅力的なキャストで贈る名作コメディの究極が青山円形劇場

に登場。 
 
＜作＞ ノエル・カワード ＜台本＞ 飯島早苗  
＜演出＞ 山田和也 
＜出演＞ 葛山信吾、久世星佳、西川浩幸、ともさと衣 
 
［公演日程］ 2006年 9月 4日（月）～9月 24日（日） 
［料金］ 7,500円（全席指定･税込）  

 前売開始 2006年 6月 25日（日）  
 

地方公演＜予定＞  9月 27日、28日－名古屋アートピアホール、10月 7日～9日－大阪OBP円形ホール 
 
 
 
パルコ・ル テアトル銀座提携公演 黒柳徹子主演海外コメディ第20作 

ルーマーズ ～口から耳へ 耳から口へ～               

■ 会場：ル テアトル銀座 

女優・黒柳徹子のライフワーク、海外コメディシリーズの記念す

べき 20 回目は、「ローズのジレンマ」でもおなじみ、喜劇の王様
ニール・サイモンの傑作「ルーマーズ」。 
シリーズ第 2回公演として 1990年に初演、700回以上も爆笑が起
こったという伝説の作品をリニューアル上演いたします。 
 
＜作＞ ニール・サイモン ＜訳＞ 黒田絵美子  
＜演出＞ 高橋昌也 
＜出演＞ 黒柳徹子 益岡徹 かとうかず子 大森博史  

茅島成美 光枝明彦 椿真由美 木下浩之 ほか 
 

［公演日程］ 2006年 10月 11日（水）～10月 29日（日） 
       ＊10月 22日、25日／公演終了後 黒柳徹子トークショーあり 
［料金］ S席 9,000円  A席 6,000円  BOX席 18,000円（2名様） （全席指定･税込） 
  

 
＜

S

パルコ劇場・その他演劇公演 

PARCO MONT
グッドプライスデー＝10/14,21,28 17:30~ 10/27 18:30~の各回＞ 
 
 前売開始 2006年 9月 3日（日）  

席 8,000円  A席 5,000円  BOX席 16,000円（2名様） （全席指定･税込） 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）  これからの主な公演ラインナップ       
 

噂の男             
 

 

福島三郎×ケラリーノ・サンドロヴィッチの初顔合わせ

で贈る、予測不可能なサスペンス・コメディ。 

いやーな男たちの、いやーなお話。 

 

パルコ劇場で上演された「お休みの前に」など、ウェルメ

イドな現代の人情喜劇を描いてきた福島三郎。 

「劇団健康」時代から現在に至るまで様々な作品で、ナン

センスでブラックな独自の乾いた笑いの世界を描いてき

たケラリーノ・サンドロヴィッチ。 

この対極的な作風の二人が「作×演出」で共同作業に取り

組む話題の舞台。 

５人の男性のみという登場人物を演じるのは、いずれも小

劇場出身の個性派たち。 

堺雅人以外は関西弁のスピーカー、元「劇団☆新感線」の

橋本さとしは橋本じゅんとおよそ 10 年ぶりの共演、など

キャストも見所がたくさんです。 

 

＜作＞ 福島三郎 ＜演出＞ ケラリーノ・サンドロヴィッチ 
＜出演＞ 堺雅人、橋本じゅん、八嶋智人、山内圭哉、橋本さとし 
 
［公演日程］ 2006年 8月 11日（金）～9月３日（日） 
［料金］ 8,000円（全席指定･税込）             前売開始 2006年 7月 2日（日）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■地方公演スケジュール 
 
＜大阪公演＞    2006年 9月 7日(木)～10日(日)    会場 ： 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

 [お問合せ：キョードーチケットセンター 06-6233-8888]

＜福岡公演＞    2006年 9月 15日(金)～16日(土)      会場 ： メルパルクホールFUKUOKA 
[お問合せ：ピクニック 092-715-0374]

＜名古屋公演＞   2006年 9月 21日(木)～22日(金)      会場 ： 名古屋市民会館 中ホール 
[お問合せ：メ～テレ（名古屋テレビ） 052-331-9966]

 

各会場とも 7月 8日(土)前売開始

 

 
 

PAR
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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パルコ出版の新刊情報 

別冊 風とロック        風とロック 著    

2006年 5月 31日発売予定 
定価：2,100円（税込） 判型：A4判 頁数：288頁 
 

 

今、最も異端なクリエイティブディレクター箭内道彦

が創刊したフリーペーパー『月刊 風とロック』。本人

曰く「自分の好きなものだけ詰めこんだ超素人編集」

「棺桶に入れて欲しい一冊」と、まさにライフワーク

といった趣で、毎号の大赤字による廃刊の危機に幾度

も晒されながらも、全国２万人の読者の温かい支持に

より０６年４月で創刊一周年を迎える事ができました。 

そこで、創刊号からの１０号分のメインコーナーと、

創刊一周年を記念したイベント「風ロックフェス２０

０６」の模様を収録した書籍『別冊 風とロック』を刊

行致します。 

ジャンルを越えて活躍する箭内人脈をフルに活かした

音楽・演劇・テレビ・広告業界等の豪華出演陣（下記

参照）を迎えてのインタビュー、コラム、肖像画をフ

ルカラーで紹介します。特にインタビューでは、豊富

なビジュアルを収録し、写真集といっても過言ではな

い贅沢な仕上がりになっております。 

 

＜箭内道彦プロフィール＞ 

クリエイティブディレクター。1964年福島県生まれ。1990年年東京芸術大学美術学部デザイン科卒。 

博報堂を経て、2003年風とロックを設立。2005年末に1万人が参加した広告のフジロック「広告サミット2005」

の発起人でもある。 

主な仕事：タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.キャンペーン」、資生堂「uno お笑い芸人 52 人ＣＭ」、森永製

菓「ハイチュウ」、フジテレビジョン「きっかけは、フジテレビ」、パルコ「PARCO SAYS,」など。 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出演陣 ＜登場順＞峯田和伸（銀杏BOYZ）/ 山口隆（サンボマスター）/ しりあがり寿 /林直次郎（平川地一丁目）/ 蒼井優 / 
スネオヘアー / 安藤政信 / 宇川直宏 feat. 石野卓球 / UA / 河原雅彦 / アンガールズ / 浅井健一（JUDE・SHERBETS）/ 渡辺

圭一（JUDE）/城戸紘志（JUDE）/ 忌野清志郎 / RIP SLYME / TOSHI-LOW(BRAHMAN) / 浅野忠信 / グループ魂/ 奥田民生

×木村カエラ / U.N.O.BAND / 野宮真貴 / 辛酸なめ子 / 佐藤可士和 / 増子直純（怒髪天）/ 信藤三雄 / しまおまほ / リリー・

フランキー / 中村達也（LOSALIOS）/ コヤマシュウ（SCOOBIE DO）/ 伊藤洋介（東京プリン）/ 多田琢 / 大橋卓弥（スキマ

スイッチ）/ 常田真太郎（スキマスイッチ）/ 菅波栄純（ザ・バックホーン）/ 福里真一 / RYOJI（POTSHOT）/ 龍之介（平川

地一丁目）/ 伊賀大介 / 黒須美彦 / 小宮山雄飛（BANK$・ホフディラン）/ 近藤洋一（サンボマスター）/ 中田裕二（椿屋四重

奏）/ 加瀬亮 / 武藤昭平（勝手にしやがれ）/ 海北大輔（LOST IN TIME）/ 田中知之（FPM）/ 伊藤弘（groovisions）/ 渡和久

（風味堂）/ 志村正彦（フジファブリック）/ 阿部コウセイ（SPARTA LOCALS）/ 権八成裕 / 中島優美（GO!GO!7188・チリヌ

ルヲワカ）/ 百々和宏（MO'SOME TONEBENDER）/ 下山淳（ROCK'N' ROLL GYPSIES）/ タナカカツキ / いとうせいこう 

/ 木内泰史（サンボマスター）/ やまだひさし / 赤松隆一郎 / TUG-BOAT 代表 岡康道 / 竹内芸能企画 社長 竹内鉄郎 / ライト

パブリシティ 代表取締役会長 CEO 秋山晶 / キューンレコード 代表取締役社長 中山道彦 / UK.プロジェクト 代表取締役社長 

遠藤幸一 / アノレ 代表取締役社長 佐藤幸久 / バタフライ・ストローク 代表取締役社長 青木克憲 / エムパイヤ・スネーク・ビ

ルディング 代表取締役 矢田公彦 / KiKi inc. 代表取締役 川崎あゆみ / hiromi yoshiiオーナー・LIFE ON ARTS 代表取締役社

長 吉井仁実 
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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  ６ 月 の 主 要 企 画                             

 

BEN HARPER <ベン・ハーパー> 

6月 6日（金） 広島クラブクアトロ 
1993 年のデビュー以来ファンキーでアコースティックな生身のグルーヴ感

を活かした真のソウル（魂）ミュージックを追求し続け、ジャック・ジョン

ソンを始め世界中の同世代のアーティストから熱烈なリスペクトを集めるギ

タリスト/シンガー。ルーツ・ミュージックを消化したフリー・フォームな音

楽性は近年ではジャム・バンド/サーフ･ミュージック･シーンでも熱い支持を

集めている。3年ぶりの新作を携えての2年ぶりの来日公演。 

 

 

JAMIE CULLUM <ジェイミー・カラム>

6月 9日（金） 名古屋クラブクアトロ 
6月 10日（土） 心斎橋クラブクアトロ  
6月 12日（月）、13日（火） 渋谷クラブクアトロ 
イギリスが産んだジャズ・ピアニスト界の貴公子、ジェイミー・カラム。03

年のデビュー・アルバムはイギリス国内で 250 万枚というジャズとしては最

も売れたレコードとなり、ジャズとポップスの垣根を越えた人気を獲得した。

昨年は映画『ブリジット・ジョーンズの日記』の主題歌にも抜擢され、その

「キャッチング・テイルズ」は日本でも大ヒットを記録した。初の単独来日

公演。 

 

DRAGONFORCE <ドラゴンフォース> 

6月 19日（月） 名古屋クラブクアトロ 
6月 20日（火） 心斎橋クラブクアトロ  
6月 21日（水） 渋谷クラブクアトロ 
1999年に英国で結成されたヘヴィ・メタル・バンド。03年に

デビュー、04年に発表した『ソニック・ファイアストーム』

で本格的にブレイクを果たした。ドラマティックな展開、親

しみやすいメロディ、“超”速弾きギター、圧巻のライブ・パ

フォーマンスなどメロディック・パワー・メタルの諸要素を

極限まで突き組めたバンドとしてシーンで注目を集めている。

新作『インヒューマン・ランペイジ』を手にした初の本格的な来日ツアー。 

 

DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN 

（ﾃﾞｰﾄ･ｺｰｽ･ﾍﾟﾝﾀｺﾞﾝ･ﾛｲﾔﾙ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ） 

6月 22日（月） 渋谷クラブクアトロ 
6月 28日（水） 名古屋クラブクアトロ  
6月 30日（金） 広島クラブクアトロ 
文筆家としても超売れっ子、もはや“熱狂”と呼んでも過言ではない現象を巻き起こ

している希代の表現者、菊地成孔率いる14人編成のビッグバンド。エレクトリック・

マイルスを基軸にジャズ～ファンク～ソウル～アフロ～現代音楽を融合させたダン

ス・ミュージックを体現し、フロアを熱狂の渦に巻き込む。今回は久々の全国ツアー。 
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パルコ制作コンサートの御案内                                            

 

畠山美由紀 “Miyuki Htakeyama 2006 TOUR 「リフレクション」” 

 

6月 15日（木）  
名古屋氏芸術創造センター 

6月 16日（金） 大阪市中央公会堂 
6月 20日（火） 福岡ももちパレス 
6月 23日（金）  

渋谷文化村オーチャードホール 
 

ポート・オブ・ノーツ、Double Famousなどを経て

ソロ・デビューした女性シンガー・ソングライタ

ー。清涼感をたたえながらもソウルフルなヴォー

カルと洗練されたサウンドが女性を中心に絶大な

支持を集めている。4月にリリースした3rdアルバ

ム『リフレクション』を携えての全国ツアー。 

 

 

 

 

パルコ 映画関連情報 ～ シネクイント(渋谷パルコ パート３・8F) これからの上映予定 

 今夏ロードショー予定  

ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男    

当時のファッションと音楽を再現しながら、ローリングストーンズの誕生から、創設者であったブライアン・ジョーン

ズの死に到るまでのスキャンダラスな出来事を克明に記録し、今尚囁かれる「他殺説」という観点からブライアンジョ

ーンズの“謎の死”の真相を描き出す。３５年の歳月を経て、“真実”が暴かれる、この夏一番の問題作。 

 

 夏休みロードショー予定  

おさるのジョージ Curious George    

みんなが大好きなあの「おさるのジョージ」がついに映画化！！。大都会に迷い込んだジョージの友情と冒険の物語。

サーフミュージック界のカリスマ、ジャック・ジョンソンによるオリジナル・ソングも大きな話題を呼び、ナチュラル

でハートウォーミングな魅力満載のサウンドトラックは全米初登場No1を記録しています。 
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＜トピックス関連、その他パルコへのお問合せ、また本紙他プレス資料のお送り先住所、ご担当者様の変更、追加等のご用

命は、下記担当宛にご連絡ください。＞ 

 

株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）電話：03-3477-5710  


