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MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２００９．７ 

パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 

■全国パルコ 企画・イベント情報 

全館ＭＡＸ５０％ＯＦＦ 半期に一度のＢＩＧ ＯＦＦ！ 

パルコの夏セール 『グランバザール』 ７／１（水） 全店一斉スタート！  

     

       速報！ ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳ キャンペーン 今年の水着トレンド 

 

 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】 

【ロゴスギャラリー】   ・恒例企画 『ＬＯＧＯＳ洋書バザール ‘０９Ｓｕｍｍｅｒ』 

・スポンジ・ボブ ＨＡＰＰＹ ＹＥＬＬＯＷ展 

 

■演劇情報  パルコ劇場  

ピューリッツァー賞に輝いた、スティーヴン・ソンドハイムの傑作ミュージカル 

『サンデー･イン･ザ･パーク･ウィズ･ジョージ』～日曜日にジョージと公園で～  

 

■音楽情報  クラブクアトロ７月の主要企画 ／ 名古屋クラブクアトロ 20 周年企画 

 

■出版関連  高知・赤岡の<絵金祭り>芝居絵屏風二十三点を全点収録 

『絵金』  ７月中旬、刊行 

 

■映画関連  ・『サンシャイン・クリーニング』  ７月１１日（土）よりロードショー予定 

       ・ふわふわのムーミンが帰ってきた！３週間限定モーニングショー  
『劇場版 ムーミン パペット・アニメーション ～ムーミン谷の夏まつり～』 

 

◆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 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

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 



 
MONTHLY INFORMATION

■全国パルコ  企画・イベント情報                                   

半期に 1 度のＢＩＧ ＯＦＦ！ 

全館ＭＡＸ５０％ＯＦＦ 

『グランバザール』  

７／１（水）全店一斉スタート 
 
パルコでは、2009 年夏のクリアランスセール『グランバザール』 

を全店一斉７月１日(水)～15 日(水)に開催いたします。 

■日程：７月１日(水)～15 日(水) ・ １５日間 

■対象パルコ：下記一覧  

※心斎橋パルコは７月１日(水)～17 日(金)｢サマーセール｣開催 

■ＯＦＦ率：全館ＭＡＸ５０％ＯＦＦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店名 電話番号 営業時間（一部変更になる場合もございます） 住所

札幌パルコ 代表  011-214-2111
10:00-20:00（土曜は20:30まで）
本館8Ｆダイニングパレット11:00-24:00

札幌市中央区南1条西3-3

仙台パルコ 代表　022-774-8000 10:00-21:00　レストラン11:00-23:30 仙台市青葉区中央1-2-3

宇都宮パルコ 代表  028-611-2111 10:00-20:30 宇都宮市馬場通り3-1-1

新所沢パルコ 代表  04-2998-8111 10:00-20:00 所沢市緑町1-2-1

浦和パルコ 代表　048-611-8000 10:00-21:00　ダイニングテラス11:00-23:00 さいたま市浦和区東高砂町11番1号

池袋パルコ 代表  03-5391-8000 本館10:00-21:00　別館P'11:00-21:00 豊島区南池袋1-28-2

渋谷パルコ 代表  03-3464-5111
10:00-21:00
パート1/7･8Fレストラン11:00-24:00

渋谷区宇田川町15-1

ひばりが丘パルコ 代表  042-425-5000
10:00-20:00（B1F食品22:00まで
5Fレストラン11:00-22:00）

西東京市ひばりヶ丘1-1-1

吉祥寺パルコ 代表  0422-21-8111 10:00-21:00 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

調布パルコ 代表  042-489-5111 10:00-20:30（金曜は21:00まで） 調布市小島町1-38-1

津田沼パルコ 代表  047-478-5555 10:00-21:00　A館6Fレストラン11:00-23:30 船橋市前原西2-18-1

千葉パルコ 代表  043-225-6161 10:00-20:30 千葉市中央区中央2-2-2

松本パルコ 代表  0263-38-2111 10:00-20:00（1Fファイブフォルンは22:00まで） 松本市中央1-10-30

静岡パルコ 代表　054－272-8111 10:00-20:00 静岡市葵区紺屋町6-7

名古屋パルコ 代表  052-264-8111 10:00-21:00　西館7･8Fレストラン11:00-22:30 名古屋市中区栄3-29-1

大津パルコ 代表  077-527-7111 10:00-20:30　レストラン11:00-23:00 大津市打出浜14-30

広島パルコ 代表  082-542-2111 10:00-20:30　レストラン11:00-22:30 広島市中区本通10-1

大分パルコ 代表　097-536-2110 10:00-20:00（金・土曜は20:30まで） 大分市府内町1-1-1 

熊本パルコ 代表  096-327-4008 10:00-20:00（金・土曜は20:30まで） 熊本市手取本町5-1
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【速報】’09 ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳキャンペーン 
 

 

 

パルコ各店で水着ショップの展開が本格化。夏本番に向けて、パルコの売れ筋ランキングから最旬水

着トレンドをいち早くご紹介いたします。 

今年の全体傾向としては、ビビットでカラフルなカラー・プリント柄の拡大が上げられます。単品ビキニ

が増加している中、『美胸ビキニ』などスタイルを良く見せるデザインが進化している点にも注目です。 
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最新水着・売れ筋ランキングで今年のトレンドをチェック！ 

パルコ限定水着、全店の水着ショップ詳細はこちらパルコの水着サイト www.parco-swim.com

パルコの水着がネットで買える！ 

トレンドキーワード① グラデーション・チェック トレンドキーワード② リバティ・花柄 

トレンドキーワード④ スパンコール･ラメトレンドキーワード③ クロシェ・ししゅう 

↑★パルコ限定 

三愛水着楽園 ￥15,750 

←★パルコ限定 

ラウレア ￥14,700 

↑パルコ人気 NO．１

三愛水着楽園  

￥14,700 

ビーズがポイント 

ラウレア ￥14,700 

★パルコ限定→ 

ピーク＆パイン 

￥15,750 

↑三愛水着楽園 

￥13,650 

←エアカラーズ 

→★パルコ限

定 シ ュ シ ュ 付

三愛水着楽園

￥17,850 

三愛水着楽園

人気 NO.３ 

ラウレア ￥17,640 三愛水着楽園 ￥13,650

ビキニ\14,700 

日本最大級 水着サイト『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』 www.parco-city.com 

http://www.parco-swim.com/
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                               
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LOGOS 洋書バザール ’09 SUMMER 

ロゴスギャラリーで開催する、恒例、洋書 LOGOS が選りすぐりの洋書 

を特別価格で放出する、夏の洋書バザール！ 

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 80～20％ OFF 価格で即売します。 

多少難ありモノ含め、超目玉、掘り出し物が満載！ 

そのほか、雑誌、ポストカードなどもバーゲン価格で販売する予定です。 

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。 

「ほしかったけど手が出なかった」という意中の洋書を破格値 

で手に入れるチャンスです。ぜひ、ご来場ください。 
 

今回も、特別オフセールを設定。  

*各企画とも数に限りがありますので、なくなり次第終了いたします。 

 

●「Visionaire 50～20％off」 Visionaire バックタイトルを、限定数のみ格安で販売いたします。 

●「POSTCARD セール」 ポストカードがよりどり 5 枚で￥315(税込)！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２６日(金)～７月１４日(火)    ※最終日は 5：00PM で閉場 

「スポンジ・ボブ HAPPY YELLOW 展」 

タイトル/著者 出版社 ジャンル 定価（税込） 新価格（税込）

Thomas Demand:D'escalier L'esprit Walther Konig 写真 \10,584 \5,250
est Posters 07 Hermann Schmidt デザイン \8,043 \4,200

ity　/Carl De Keyzer textuel 写真 \11,550 \2,310
Dialogues & Attitudes / Luminita Sabau Hatje Cantz 写真 \8,778 \2,625

 / Andrew Phelps Kehrer 写真 \8,820 \4,200
tur / Loan Nguyen Christoph Verlag 写真 \4,389 \2,625

s Vegas / Andreas Schmidt Hatje Cantz 写真 \8,568 \5,250
chitecture /Andreas Gursky Hatje Cantz 写真 \9,198 \5,250
OOD SWEAT AND TEARS / BRUCE WEBER te Neues 写真 \19,950 \15,000

100　B
Trin

Higley
De re
La
Ar
BL

７月１６日(木)～７月２９日(水)  ※最終日は 5：00PM で閉場 

いつも前向き＆陽気なスポンジ･ボブが、この夏皆様にHAPPYな 

気持ちをお届けします♪ 

アメリカでスポンジ･ボブが放送開始して今年で10周年。 

この記念すべきアニバーサリーイヤーに、貴重なアニメーション 

セル画が日本のファンの皆様の前に初登場！ 

またスポンジ･ボブが世界の名画や、ホラー映画ポスターの世界に 

入り込んだ、思わずくすっと笑えるレアなスペシャルアートも展示します。 

©2009 Viacom. Created by Stephen 

 

展示アートをデザインモチーフに使用したグッズを先行販売するほか、 

NY 発の限定生産のおしゃれな腕時計日本初登場。 

(内容は一部変更になる場合がございます) 
*会期中に スポンジ・ボブ グッズ お買上の方に プレミアムグッズ プレゼント！ 

 

 

 

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3496-1287 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当：江本 E-mail:emo-tae@parco.jp 
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■演劇情報                                                      

◇パルコ劇場◇ パルコ・プロデュース公演 

ピューリッツァー賞に輝いた、スティーヴン・ソンドハイムの傑作ミュージカル 

『サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ』 
～日曜日にジョージと公園で～ 

 

19 世紀末、変わりゆくパリの街に一人の画家がいました。 
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その人の名はジョルジュ・スーラ。サロンと決別し、自らの 

手法とともに独自の創作活動を行った男。彼は「点描」と 

いう手法を用いて自分の芸術を創り上げました。そして、 

彼が残した傑作《グランジャット 島の日曜の午後》は、 

私たちに今なお多くの「言葉」を発し続けています。 

 その「言葉」にインスパイアされた一人の芸術家がステ 

ィーヴン・ソンドハイムです。そして彼はミュージカル『サン 

デー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ』を創りました。 

スーラがこの絵の中に描いたものを珠玉のメロディと詞で書き綴ったのです。一人の芸術家の人生とと

もに描く人々の人生。それらが交わる時、そこには壮大な「人生」というハーモニーが生まれる。それが

『サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ～日曜日にジョージと公園で～』です。 

ソンドハイムの『太平洋序曲』でブロードウェイ・デビューを飾り、作家からの絶大な信頼を勝ち得た宮

本亜門が『スウィーニー・トッド』から 2 年ぶりにソンドハイム作品を演出します。そして、ジョルジュ・スー

ラ（ジョージ）役には 2007 年末に劇団四季を退団し、今後の活動を注目されている石丸幹二。ジョージ

の恋人ドットには、三谷幸喜新作の『グッドナイト スリイプタイト』の好演が記憶に新しい戸田恵子。その

他にも実力派俳優を揃え、珠玉のメロディを奏でます。   

【公演日程】７月５日（日)～８月９日（日) 【料金】10,000 円（全席指定・税込） 絶賛発売中 

【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858  

 

◇ル テアトル銀座◇ 「ラヴ･レターズ」 

男と女二人だけ 手紙を書き手紙を読む・・・今夜あなたもラヴレターを書きたくなるでしょう。 

19 周年を迎える『ラヴ・レターズ』。今年も銀座に相応しい、ゴージャスな顔ぶれが揃いました。 

それぞれのカップルが奏でる、それぞれの音色のラヴ・ストーリー。静かな感動が生まれる瞬間に、あな

たも立ち会ってみませんか。 

7 月 21 日（火） 19:00 開演  増沢望 ･ hitomi 

7 月 22 日（水） 19:00 開演  荒木宏文（D-BOYS） ･ 安倍麻美 

7 月 23 日（木） 19:00 開演  光石研 ･ 大貫妙子 

7 月 24 日（金） 19:00 開演  吉満涼太 ･ 島谷ひとみ 

7 月 25 日（土） 15:00 開演  中村優一（D-BOYS） ･ 宇野実彩子(AAA) 

7 月 26 日（日） 15:00 開演  片桐仁 ･ 遠山景織子 

【料金】5,000 円（全席指定・税込） 一般発売７月４日（土）  
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舞台のコンセプトは”上演時間 30 分”男女の俳優二人が演ずるドラマ” 

脚本家に託したのは、ワンシチュエーションで異性を意識した感情の 

絡むストーリー。登場人物は男女二人だけ、もちろん未発表のオリジナル 

作品、果たして 30 分でどんなドラマが描けるのだろうか？ 

そのリクエストを受けて過去 2 回、6 人の作家が挑み、30 分ながら珠玉 

のラブ･ストーリーが 6 作品生まれました。今回脚本を担当するのは、 

3 人の女性シナリオライター、TV 等映像の分野で活躍中の 3 人の女性 

作家が、それぞれの視点から描き出す男女二人の物語を、今回も宮田 

慶子の演出、稲本響の音楽で 3 作品を連続上演いたします。                                     
 

7 月 11 日（土）・12 日（日） 大阪シアタードラマシティ                                          

■作：後藤法子「ピアノ･レッスン」  出演：勝村政信＆高岡早紀 

■作：藤本有紀「シャボン」  出演：松重豊＆ともさかりえ 

◇地方公演◇ 『 ＬＯＶＥ ３０  VOL.3 』 

3 人の気鋭の女性シナリオライターによるオリジナルドラマ。 

3 組の男女による 30 分一本勝負。3 話連続上演でお届けする珠玉のラヴストーリー。 

■作：横田理恵「エアコンな夜」  出演：鈴木浩介＆西田尚美  ■演出：宮田慶子 音楽：稲本響              

【料金】7,350 円（全席指定・税込） 絶賛発売中 【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858             

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先   http://www.parco-play.com/

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

パルコ エンタテインメント事業局 劇場営業担当 TEL:03-3477-5857 
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http://www.parco-play.com/


 
MONTHLY INFORMATION

■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ ６月の主な企画                                     

 

the HIATUS （ザ・ハイエイタス） 

■7 月 2 日（木）広島 

08 年 5 月に突如活動休止を発表した人気 

ロック・バンド ELLEGARDEN のヴォーカル＆ 

ギター、細美武士による新プロジェクト。 

4/5 に幕張メッセで開催されたフェスティバル 

“PUNK SPRING 09”で初披露目され 5/27 に 

ファースト・アルバム『Trash We'd Love』をリリ 

ースした。待望の初全国ツアー。 

 

 

曽我部恵一 BAND 

■7 月 5 日（日）心斎橋、7 月 6 日（月）名古屋   

05年の結成以来年間100本以上のライブをこなし、昨年初のスタジオ録音アルバム『キラキラ！』をリリ

ース。その後のリリース・ツアー＆ライブ盤の発売、今年に入ってからはシングル「ほし」を発表、と相変

わらず怒涛の活動を続ける曽我部恵一 BAND。6/9 にリリースした 1 年 2 ヶ月ぶりのセカンド・アルバム

『ハピネス！』を携えての全国ツアー。 

 

 

PUFFY 

■7 月 12 日（日）広島 

アニメ「ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ」が世界中でオンエアされ、今や日本が誇るポップ・アイコンとし

て活躍中の PUFFY。3/25 リリースのカバー・アルバム『PUFFY AMIYUMI ×PUFFY』に続き、6/17 には

国内外の豪華な顔ぶれのアーティストが集結し楽曲を提供したニュー・アルバム『Bring it!』を発表する

彼女達の全国ツアー。 

 

 

佐野元春 & THE COYOTE BAND 

■7 月 16 日（木）広島 

1980 年のデビュー以来、日本の音楽シーンに大きな影響を与え続ける佐野元春。来年のデビュー30 周

年に向けての動きがスタート。2007 年 6 月にリリースされ最高傑作との呼び声も高い最新作『COYOTE』

のレコーディング・メンバーによるバンド THE COYOTE BAND を率いて、レア度の高いライブハウス・ツア

ーを敢行。 
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The Baker Brothers 

 <ザ・ベイカー・ブラザーズ> 

■7 月 22 日（水）渋谷 

兄ダン（g）と弟リチャード（ds）のベイカー兄弟に悪友 

のクリス・ペドリー（b）を加えた UK 産 3 人組爆裂 

ジャズ・ファンク・バンド。日本でも外資系 CD 店を 

中心に“最も売れるジャズ・ファンク・バンド”としての 

地位を確立、過去 3 回の来日公演も大盛況を博して 

いる。最新作『アヴィット・サウンズ』を携えての 

来日公演。 

 

IMPELLITTERI <インペリテリ> 

■7 月 22 日（水）心斎橋 

“世界最速のギタリスト”の異名をとるクリス・インペリテリ率いるヘヴィ・メタル・バンド。86 年のデビュー

以来一貫して超絶技巧のパワフルな様式美メタルを追求し、根強い人気を誇っている。オリジナル・メン

バーのロブ・ロック（Vo.）が 9 年ぶりに電撃復帰。約 5 年ぶりとなる最新アルバム『WICKED MAIDEN』を

携えての来日公演。 

 

 

 

■名古屋クラブクアトロ 20 周年企画■ 

“NAGOYA CLUB QUATTRO 20th ANNIVERSARY SPECIAL” 

1989 年 6 月 29 日にパルコ名古屋店と同時に 

オープンし、今年で 20 周年を迎える名古屋 

クラブクアトロ。オープン日 6 月 29 日を挟んで 

約 1 ヶ月間、縁のアーティストからブレイク間近の 

ニューカマーまで、他では観られないスペシャル 

なチョイスで開催。 

 

【主な企画】 

7 月 1 日（水） BEAT CRUSADERS × THE COLLECTORS 

7 月 4 日（土） the 原爆オナニーズ × BRAHMAN 

7 月 5 日（日） EGO-WRAPPIN' × SHEENA&THE ROCKETS 

7 月 9 日（木） eastern youth × MO'SOME TONEBENDER 

7 月 10 日（金） ZAZEN BOYS × Tha Blue Herb 

7 月 11 日（土） ギターウルフ × MASS OF THE FERMENTING DREGS × にせんねんもんだい 
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■■■■■  ＰＡＲＣＯ マネージメント・アーティスト情報  ■■■■■ 
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各界クリエーターから最注目の新人バンド  

ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ 

7/8（水） メジャー第 2 弾シングル 

「ame ～rain song～」 リリース 
 

【UPCH-5614 \1,000（税込）】 

類稀なソングライティング力と心の奥に響く「声」そして 

「演奏」で、各界のクリエーターから今最も注目を集める 

噂の新人バンド。“雨”の季節にぴったりな珠玉のラブ 

ソング。 

 

■ＢＡＮＤ ＰＲＯＦＩＬＥ 

和製シガーロス、未来の Coldplay とも言われる美しく 

天高く昇るその音楽は、エバーグリーンなメロディと歌 

の世界でロックを新たなものへと昇華させる。09 年 1 

月にシングル『不器用な情景』／『呼吸』をリリース。 

TSUTAYA 限定盤ながらオリコン・インディーズチャート 

７位、TSUTAYA 渋谷店 J-POP シングルチャート３位に 

ランクインするなど、目覚ましいチャートアクションを見 

せている。 

仲手川裕介（Vo.G.Key.）／山下啓一郎（G.Key.）／大成泰（B.）／水野雅昭（Dr.） 

 

 

アナログフィッシュ "ナツフィッシュ 2009" 

■7 月 20 日（月・祝）渋谷 

恒例！夏の始まりを告げる渋谷クアトロ・ワンマン・ライブを今年も開催。 

  

 

 

 

 

 

 □心斎橋クラブクアトロ TEL:06-6281-8181 □広島クラブクアトロ TEL：082-542-2280 

■公演に関するお問い合わせは下記まで http://www.club-quattro.com/ 

パルコ エンタテインメント事業局 音楽担当 TEL:03-3477-5831 

□渋谷クラブクアトロ TEL:03-3477-8750 □名古屋クラブクアトロ TEL:052-264-8211 
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■パルコ出版の新刊情報                                                     

無残絵、宵闇、血みどろの向こうの郷愁。 

高知・赤岡の<絵金祭り>芝居絵屏風二十三点を全点収録。 
 

『絵金』  祭りになった絵師、絵金         
 

７月中旬刊行              

『絵金』  監修・絵金蔵                                 

予価：2,100 円（税込）                                      
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仕様：B５判・120 ページ・オールカラー 

デザイン・東學 写真・森善之 解説・樋口ヒロユキ 

 

幕末に活躍したアウトロー絵師・絵金、待望の作品集。 

高知・赤岡の＜絵金祭り＞芝居絵屏風２３点を全点収録。 

年に一度の祭の時のみ公開される秘蔵の絵を一冊に 

まとめました。 

 

【絵金】                                                                      

絵師・金蔵（1812〜1876）の略。江戸時代末期から明治 

初期にかけて高知で活躍。もとは土佐藩家老・桐間家の 

御用を勤める狩野派絵師だったが、贋作事件に巻き込まれたことで身分を剥奪され、一介の町絵師に。

土佐の町や村を放浪しながら、芝居絵屏風や笑い絵、幟、凧絵などを描きまくった。 

 

【絵金祭り】 

高知・赤岡町にある絵金の芝居絵屏風二十三点を、夜、商家の軒先に立て、蝋燭の灯で楽しむ祭り。赤

岡町・須留田八幡宮の大祭に、芝居、もしくは芝居絵を奉納したことから始まったとされ、江戸時代末期

に現在行われている祭りに近い形となる。毎年、須留田八幡宮の宵宮にあたる 7 月 14 日に開かれ、

1977 年からは商店街の発展を願って 7 月第三週の土曜と日曜にも開催されている。 

 

 

 

 

パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755 

■当社出版物に関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

『サンシャイン･クリーニング 』  
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『リトル･ミス･サンシャイン』のプロデュースチーム再び！ 

７月１１日（土） ロードショー予定！ 

がけっぷちの姉妹が見つけた仕事は…事件現場のハウスクリー 

ニング!?切なさと爽快感がブレンドされ、晴れやかな気持ちにな 

る、今夏最高のヒューマン･ドラマが豪華キャストでいよいよ登場！ 

監督： クリスティン･ジェフズ脚本： メーガン･ホリー 

出演： エイミー･アダムス 『魔法にかけられて』 

エミリー･ブラント 『プラダを着た悪魔』 

アラン･アーキン 『リトル･ミス･サンシャイン』 

メアリー･リン･ライズカブ 『24 Twenty Four』 ほか  

原題： Sunshine Cleaning  
©2008 Big Beach LLC.ALL RIGHTS RESERVED. DISTRIBUTED BY PHANTOM FILM 

 

ふわふわのムーミンが帰ってきた！3 週間限定モーニングショー！ 

『劇場版 ムーミン パペット・アニメーション  

～ムーミン谷の夏まつり～』 Moomin and Midsummer Madness 
 

大洪水で離ればなれになってしまった 

ムーミン一家と仲間たちの、夏の日の大冒険。 
 

北欧らしい豊かな色彩と、キャラクターたちのふわふわしたユ 

ニークな質感が魅力のとても愛らしいこのパペット・アニメーシ 

ョンは、原作者トーベ・ヤンソンの大のお気に入り。そして彼自 

身が監修に携わった貴重な作品でもあります。2003 年に当館 

で大ヒットを記録し、数々の伝説を作った『ムーミン パペット・ 

アニメーション』が、最新技術によるクリアで美しい映像と、再 

編集したストーリーとともにリニューアルし帰ってきます。 
 

■8 月 1 日(土)～21 日(金)、3 週間限定モーニングショー！ 

連日 10:00 より１回上映 

 

 

 配給：アスミック・エース  DLP 上映  2008 年/フィンランド/84 分/カラー 

（C）Oy Filmkompaniet / Filmoteka Narodowa / Jupiter-Film / Moomin Characters TM 

監督：マリア・リンドバーグ 助監督：イーヴォ・バリック  

プロデューサー：トム・カーペラン  

脚本：ミーナ・カーヴォネン＆イーヴォ・バリック 

シネクイント（渋谷パルコ・パート 3 8F） TEL:03-3477-5905 

パルコ エンタテインメント事業局 映像担当 TEL:03-3477-8911 

■シネクイント上映スケジュールに関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 


