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PARCO MONTHL
2006年の終わりを楽しく！クリスマスに向けたパルコのトピックスの御案内です 

Pickup Topics＞ 

 ２００６年パルコのＸＭＡＳはゴスペラーズとタイアップ！ 

ＷＩＳＨＩＮＧ ＦＯＲ ＹＯＵ．ＰＡＲＣＯ ＸＭＡＳ！ featuring ゴスペラーズ  

 広島クラブクアトロ５周年！ “ＧＯ！ＧＯ！ＱＵＡＴＴＲＯ ５ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ” 
 年末のダイアリーシーズンに向け、PARCO出版「質問ダイアリーフェア」を開催 

アート関連＞ 

ブジェクツ・サブジェクツ イマジネイション オブ ウルトラ 

尾たいこ原画展「Hanako 2006 HOROSCOPE」 

XHIBITION “Happy Christmas”from Savignac 

006－07 WINTER LOGOS洋書バザール 

演劇関連＞ 

ルコ劇場企画公演新着情報 － みんな昔はリーだった ～EXIT FROM THE DRAGON～ 

フール・フォア・ラブ Fool for Love 

音楽関連＞ 

クラブクアトロ 注目の主要企画      ・ パルコマネジメントアーティスト情報 

映画関連＞ 
クイント（渋谷パルコPART3）次回上映作品 － いちばんきれいな水 

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） 
 

  〒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。 
ンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.htm
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◆２００６年パルコのＸＭＡＳはゴスペラーズとタイアップ！ 

ＷＩＳＨＩＮＧ ＦＯＲ ＹＯＵ．ＰＡＲＣＯ ＸＭＡＳ！ featuring ゴスペラーズ  

 

ｐａｒｃｏはイタリア語で公園の意。公園のように「人が集まって何かが始まる」－そんなＰＡＲＣＯの

原点をお客様に伝えていく広告キャンペーンとして、

2006年秋、「WISHING FOR YOU.PARCO」キャンペーンを

展開いたしました。 

そして、2006年のクリスマスは、『みんなが集まればもっ

と楽しい！』というコンセプトで、ファンタジックな世

界に女の子たちのビッグスマイルが集うイメージを表現、

クリスマスの華やかでわくわくする気持を、ポスターや

TVCFで伝えていきます。 

 

ＣＦソングは人気グループ「ゴスペラーズ」の新曲パルコオリ

ジナルバージョン！ 

 

パルコ XMAS キャンペーンの CF ソングには、ゴスペラー

ズが 11 月 22 日リリースされる彼らのアルバム『Be as 

One』に収録の「Let it go」を、このCFのために新たに

書き下ろした「Let it go ～パルコオリジナルXMASバー

ジョン～」が登場。このCFソングは、それぞれの道へと

歩いていく旅立ちを歌った原曲を英語詞にリメイク、曲

調もより華やかでXMASらしくアレンジした、パルコXMAS

キャンペーンCFのためだけの超レアなスペシャル・バー

ジョンです！ 

 

ゴスペラーズの楽曲で光る！ ＰＡＲＣＯ ＸＭＡＳ ＴＲＥＥが登場！ 

 
毎年恒例のパルコXMASツリー「SINGING TREE」が 11月初めより、パルコ店頭に登場！今年のツリ
ーは、パルコXMASキャンペーンソングを含むゴスペラーズメドレーにあわせ、イルミネーションが華や
かに光り輝きます。 
「Royal garden XMAS」をテ
ーマにした今年のパルコクリ

スマス装飾。渋谷パルコでは、

パート 1 の正面入り口を玄関
に見立て、ビル前の広場を前庭

のイメージに演出。モニュメン

ト的な光のツリー型パーゴラ

を中心にレイアウトされた装

飾庭園を出現させています。 
そして、11 月下旬からはこの
ツリーが「ゴスペラーズツリ

ー」に衣替え！。 
ゴスペラーズがプロデュース

した渋谷パルコだけの限定ツ

リーが登場して、渋谷のＸＭＡ

Ｓを一層盛り上げます。 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/11                        
渋谷パルコ・パート 1店頭イメージ 

 
※詳しくはプレスリリース「２００６年 パルコXMASキャンペーン広告のご案内」をご覧下さい。
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◆ 広島クラブクアトロ５周年！ “ＧＯ！ＧＯ！ＱＵＡＴＴＲＯ ５ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ” 

 

広島クラブクアトロが今年12月1日にオープン5周年を

迎えます。これを記念してオープン記念日である12月 1

日を挟んだ前後約 1 ヶ月間、ビッグネームから先鋭的な

アーティスト、意外性のあるカップリングなど 5 周年を

飾るに相応しいスペシャルなラインナップを集積した特

別企画“ＧＯ！ＧＯ！ＱＵＡＴＴＲＯ ５ＴＨ ＡＮＮ

ＩＶＥＲＳＡＲＹ”を展開します。 

 
主な出演アーティスト： 
東京スカパラダイスオーケストラ/JAMIE CULLUM <ジェイミー・カラム> 
/ELLEGARDEN/菊地成孔/ゆらゆら帝国×MO’SOME TONEBENDER/ 
スチャダラパー×SLY MONGOOSE/他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（写真 左から JAMIE CULLUM／菊地成孔／東京スカパラダイスオーケストラ） 
 
 
◆年末のダイアリーシーズンに向け、PARCO出版「質問ダイアリーフェア」を開催
 
PARCO出版では、年末のダイアリーシーズンの到来を受け、好評の「質問ダイアリーシリーズ」のフェア
を大型書店を始め、ヴィレッジヴァンガード、ロフト各店で展開いたします。 
質問ダイアリーフェアー対象書籍 『質問ダイアリー』 1,528円（税込） 

『ラブ・ダイアリー』『ラヴァーズ・ダイアリー』『マイ・デイズ』『きれい・ダイアリー』 各1,470円（税込） 

 
 

『ラブダイアリ－』 11刷            
「恋の始まりを予感したのは、どんなときですか？」

「消せないメールや留守電はありますか？」「これか

ら１時間後のふたり、何をしていますか？」等の質問

を収録した書き込み式恋愛日記の決定版。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 『ラヴァーズ・ダイアリー』 5刷           

「恋人の、二番目に好きなところはどこですか？」「メー

ルのレス、何分（時間）来ないと不安になりますか？」「あ

なたの体の声は、あの人になんと言っていますか？」等、

好評『ラブ・ダイアリー』続編として、恋人同士が二人で

書き込める新しい恋愛日記が登場。 
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オブジェクツ・サブジェクツ イマジネイション オブ ウルトラ        

 

1966年に誕生したテレビの空想科学番組「ウルト
ラマン」。当時は科学の進歩と宇宙開発時代を向か

え、世界中が宇宙という未知の世界へ空想を馳せ

た時代でした。 
M78星雲から飛来したウルトラマンは、毎週登場
する様々な怪獣と戦い、その活躍は多くの子供た

ちを魅了しました。 
ウルトラマンがテレビシリーズとしてスタートし、

今年で 40 年がたちます。本展は、これを機にア
ートとしての目線であらためてヒーローと怪獣の

造形を、展示される写真とオリジナルプロップを

通して見直してみるという企画主旨のもとに開催

されます。 
同時に、ウルトラマン制作に関わった 20 人を写
真パネルで紹介していく、サブジェクツコーナー

も、併せて展示いたします。 
Photo by KIYOSHI TERUUCHI 
©円谷プロ 

 
※オリジナル限定商品の販売も予定しています。 

 

◆開催概要   期間：12月 8日（金）～12月 31日（日） 会期中無休   
開場時間：10：00～21：00 （入場は 20:30まで。最終日は 17:00閉場予定） 
入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料 
主催：パルコ  特別協力：円谷プロ 

 
 
 
 
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 

パルコ アート関連企画 ／ ロゴスギャラリー -１- 

 
松尾たいこ原画展「       2006 HOROSCOPE」    

 

2006年、雑誌「Ｈanako」の占いページを彩った松尾たいこのイラスト。本展では、その原画を 1月か
ら 11月までに掲載された22枚に、まだ未発表の12月号分2枚を加え合計24枚を一同に展示致します。
また会場では、展示する原画をモチーフにした本展オリジナルのグッズ（トートバッグ、ポーチ、Tシャ
ツ、マグカップ、ポストカード等）販売もおこないます。 
 
◆開催概要    
期間：2006年 11月 22日（水）～11月 29日（水） 
 ＊会期中無休 

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 

期間：11月 22日(水)～11月 29日(水) 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/11                                   
パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 
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/ 
<同時開催> 松尾たいこパネル展 Hanako2006HOROSCOPE 
本展展示作品のパネル展示とグッズ販売を以下店舗で行います。

・吉祥寺パルコB2F/リブロ ・池袋パルコ本館7F/リブロ 
○C松尾たいこ 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴスギャラリー ‒２-  

 
EXHIBITION “Happy Christmas”from Savignac  

サヴィニャックからの贈りもの。ハッピークリスマス！

 
サヴィニャックは、そのシンプルでユーモア

と個性あふれる作風で、日本でも人気の高い

ポスターアーティストです。 
本展では、なかなか手に入れることのできな

い彼の原画やオリジナルヴィンテージポスタ

ーを展示販売するほか、復刻ポスターを含め

たサヴィニャックグッズを集めました。 
さらに、サヴィニャックが毎年、友人 50人の
ためだけにデザイン・印刷して送っていたと

いうクリスマスカードの貴重な実物も展示。

サヴィニャックの描いた素敵なサンタさんた

ちに会い、是非おこしください！。会場限定

販売のクリスマストートバックもご用意しています。 
 
◆開催概要  期間：2006年 12月 15日（金）～12月 27日（水） ＊会期中無

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 

＜Raymond Savignac (レイモン・サヴィニャック) 1907‐2002＞ 
20 世紀を代表するフランスのポスター作家。単純な構図、わかりやすい表現、ユーモアと個性あふれる作品は

語を生み、親しみやすく優しい画風のポスターは、日本でも人気。アールデコの巨匠カッサンドルに学び、194

サヴォン）で一躍有名なポスタリストに。 ミシュラン、エール・フランスや、日本でも森永チョコレート、サントリー

近なものも手掛けた。 

 
2006－07 WINTER LOGOS洋書バザール 

 

恒例！洋書専門店 LOGOS が選りすぐった洋書を特別価格で
放出する、冬の洋書バザールの開催です。「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

で手に入れるチャンスです。 
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 7000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！そのほか、雑誌、

ビデオ、ポストカードなどもバーゲン価格で販売！。商品はどんどん

追加しますので、会期を通して充実した内容になります。 
さらに今回は、会期中に期間を限定して以下の特別企画を行います

（数量限定、無くなり次第終了）。 
□第一弾 1/4(木)～1/10（水) 「¥500・¥1,000均一セール」 

[10000円が 500円！]や[95％オフ！]もありの超お買い得均一価格セール 
□第二弾 1/11(木)～1/15(火) 「Visionaire 20%～50%オフ」 

セールでもMAX30％オフくらいにしかならない Visionaireバックタイトルを
たします。Visionaireファンなら見逃せない！ 

 
◆開催概要 期間：2006年 12月 29日（金）～2007年 1月 15日（月） 開場時
      ＊1月 1日は休館。12月 31日は 19:00まで。最終日 1月 15日は 1

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.p
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-

PARCO MONTHLY INFO. 2006/11                           
○C ADAGP,Paris & SPDA,Tokyo,2006 

休 

 

、「ビジュアル・スキャンダル」の

9 年に描いた 「Monsavon」（モン

、豊島園などのポスターなど、身

、限定数のみ格安で販売い

間：10：00～21：00 
7:00まで。 

arco-art.com/ 
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パルコ劇場・その他演劇公演 

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜１＞ 

 
 

 
 

みんな昔はリーだった       

～EXIT FROM THE DRAGON～     

 

■ 会場：パルコ劇場 

 
龍が出てくる時代、 

男のかっこよさは男が決めていた時代があった。 
 
2005年、『Shuffle』で、作家としてだけでなく
演出家としても、パルコ劇場にデビューした”

大王”後藤ひろひと。『Shuffle』では、予想に
たがわず、大王テイストの炸裂したコメディで

劇場中を爆笑の渦に巻き込みました。 
しかし、後藤ひろひとの持ち味は、爆笑コメデ

ィだけではありません、過去の作品『人間風車』

では恐怖を、『ダブリンの鐘つきカビ人間』では

ダークファンタジーの世界を、『MIDSUMMER 
CAROL』では感動の世界を描いてきました。
どの作品にも大王独特の辛いユーモアが効いて

おり、その独特の世界観は他の追随を許しませ

ん。 
その大王が、次回に描く題材はブルース･リー！ 
その世代を生きてきた人は、一度はその強さとヒーローぶりに心酔したはずのブルース・リー、今でも尚、

伝説として輝かしいオーラを放っている彼に憧れた男たちの過去と現在を描きながら、夢を持って生きて

いくことの素晴らしさを謳い上げていきます。 
“大王”後藤ひろひとが描く夢を忘れてしまった大人たちのための童話、笑いと感動の青春グラフィティ

にご期待下さい!。 
 
［公演日程］ 2006年 12月 13日（水）～12月 30日（土） 
［料金］ 7,500円（全席指定･税込） ※未就学児の入場不可  2006年 11月 18日(土）前売券発売！ 
 
＜作･演出･出演＞ 後藤ひろひと 
＜出演＞ 堀内 健 池田成志 京野ことみ 伊藤正之 

後藤ひろひと 竹下宏太郎 瀬川 亮 
熊井幸平／板尾創路 

 

◇大阪公演のご案内◇ 

 ［会場］梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ 

 ［公演日程］ 2007年 1月 10日（水）～1月 15日（月） 
 

 

 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/11                                   6 



 
 
パルコ劇場・その他演劇公演 

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜２＞ 

 
 

 
 

パルコ劇場「新」スタンダードシリーズ  

フール・フォア・ラブ Fool for Love  

 

■ 会場：パルコ劇場 

 
『GO』、『世界の中心で、愛を叫ぶ』の 

映画監督・行定勲が舞台初演出！ 

 
『埋められた子供』、『トゥルー・ウエスト』、『パ

リ・テキサス』などの作品で知られるピューリッ

ツァー賞作家、サム・シェパードが描く本能剥き

出しの男と女の物語「フール・フォア・ラブ」。本

作品は 1983 年に作家自身の演出によりブロード
ウェイで初演（エディはエド・ハリスが演じた）

され、オビー賞のベストプレイ賞と演出家賞を受

賞し、1000回にも及ぶロングラン公演を果たした
作品です。2006年にはロンドン・アポロシアター
にて、メイをジュリエット・ルイスが演じ、話題

となっています。パルコ劇場では、渋谷パルコの

スペースパート３にて 1986 年に根津甚八、松居
和代によって上演されており、今回は約 20 年ぶ
りに上演となります。 
言葉の持つ無限の想像力を書き出すサム・シェパードの作品。その世界をあらたに掘り起こし、今を生き

る若者たちへ、感情と感動の拡がりを与えてくれるのが、今回、舞台初演出となる行定勲です。 
行定は、2005年は大作『北の零年』を完成、さらに三島由紀夫の『春の雪』を監督、素晴しい映像美で三
島の世界を今の時代に創り上げ、多くの評価を得ました。彼がこだわり抜いて決めたこの４人の俳優－香

川照之、寺島しのぶ、甲本雅裕、大谷亮介－とともに作り上げる舞台は、行定自身も敬愛するサム・シェ

パードの作品にあらたな息吹を与えてくれるに違いありません。 
 
［公演日程］ 2007年 2月 7日（水）～2月 25日（日） 
［料金］ 7,500円（全席指定･税込） ※未就学児の入場不可  2006年 12月 3日(日）前売券発売！ 
      ＊学生券（当日指定席引換）4,000円（劇場受付で整理番号順に指定席券と引換。要学生証提示） 

学生券はチケットぴあのみ取扱い。 
 
＜作＞ サム・シェパード ＜訳＞ 訳 伊藤美代子 ＜演出＞ 行定 勲 
＜出演＞ 香川照之 寺島しのぶ 甲本雅裕 大谷亮介 
 

◇大阪公演のご案内◇ 

 ［会場］梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ 

 ［公演日程］ 2007年 2月 27日（火）～3月 1日（木） 
 

PA
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 １１月の主要企画                                             
 

MYSTERY JETS <ミステリー・ジェッツ> 

11月 2日（木） 名古屋クラブクアトロ 
11月 4日（金） 心斎橋クラブクアトロ 
11月 5日（日）、6日（月） 渋谷クラブクアトロ  
 

テムズ川中流に位置するボヘミアンの砦、イール・パイ・アイランド出身の

5 人組。昨年デビューの新人バンドながらヴォーカルとギターが実の親子と
いう変り種。60 年代風のサイケデリック･サウンドに絶妙にマッチするポッ
プなメロディが魅力。今年のフジロックフェスティバルで初来日、唯一無二

のパフォーマンスで話題をさらった彼等の初単独来日ツアー。 

 

LAGWAGON <ラグワゴン> 

11月 10日（金） 名古屋クラブクアトロ  
11月 11日（土） 広島クラブクアトロ  
11月 13日（月） 心斎橋クラブクアトロ 
11月 14日（火） 渋谷クラブクアトロ 
 

1990 年アメリカ/カリフォルニアで結成されたメロディック・
パンク・バンド。92 年にアルバム･デビュー以来、アメリカを
代表するパンク・レーベル“Fat Wreck Chords”の看板バンドと
して活躍し続けている。ポップでキャッチーなメロディーと疾

走感溢れるパンク･サウンドは結成 15年を超え重鎮とも言える
存在になった今でもキッズ達の圧倒的な支持を集めている。約

2年ぶりとなる来日公演。 
 

Edgar“Jones”Jones & The Jonses <ｴﾄﾞｶﾞｰ"ｼﾞｮｰﾝｽﾞ"ｼﾞｮｰﾝｽﾞ&ｻﾞ･ｼﾞｮｰﾝｾﾞｽﾞ> 

11月 14日（火） 名古屋クラブクアトロ 
11月 15日（水） 心斎橋クラブクアトロ 
11月 17日（日） 渋谷クラブクアトロ 
 

1990 年代初頭のリバプールに現れ 1 枚のアルバムのみを残して消え
ながら、現在活躍している多くのバンドに影響を与えている幻のバン

ド、ステアーズの中心人物。バンド解散後 10 年以上の時を経て昨年
突如として発表したソロ・アルバムは、ジャズやブルース、ソウルな

ど最良の音楽のエッセンスが奇跡的にミックスされた傑作として

OASIS をはじめ各方面から大絶賛を集めた。その草の根的な盛り上
がりから実現した奇跡の来日公演。 

 
 

パルコ・マネジメント アーティスト情報 

 

■アナログフィッシュ   

セカンド・アルバム『ROCK IS HARMONY』(写真右） 

11月 22日（水）リリース！  

初回限定盤ESCL2874-2875 ¥3,500（税込） 
通常盤   ESCL2876    ¥3,059（税込） 
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 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 

 

 

 期間限定レイトロードショー 11/11(土)～11/30(木）  
 

いちばんきれいな水    

 

『小学６年生の夏美（菅野莉央）には、

むずかしい病気で 11 年間眠ったままの

姉・愛（加藤ローサ）がいる。ある夜、

奇蹟は起こった。愛が突然目を覚ました

のだ。いつの間にか 19 歳になった事に

戸惑う愛。そして、8歳の心のままの姉

に振り回される夏美。愛は強引に夏美を

誘い出し、“いちばんきれいな水”のあ

る場所へ向かう。そこで夏美が愛から受

け取る、思いがけないプレゼント、そし

て、その場所に封印されていた 11 年前

の愛の秘密とは…？』 

 

女性のいきいきとした輝きを映像化する名手として、サザンオールスターズ、東京事変、一青窈など数々

のミュージックビデオを手掛け、多くのアーティストから信頼を受けるウスイヒロシ監督。映画初監督と

なる本作で、少女の繊細な胸の内を透明感溢れる映像で描き出したハートフルストーリーをシネクイント

でレイトロードショーいたします。 

 

 

 

   

 

 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/11                                   9 


