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２００９．１１
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
パルコ 40 周年企画 40th Anniversary PARTY&SALE、開催！
■渋谷パルコ 40th Anniversary 渋谷パルコクリスマスツリープロジェクト
気鋭の映像アーティスト・MASARU OZAKI による｢40 周年記念 Xmas ツリー｣
■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】
【パルコファクトリー】

・映像アーティスト・MASARU OZAKI の最新展覧会
MASARU OZAKI×VJ MASARU“MOTION+DESIGN+MAGIC”EXHIBITON

・｢SHOOT:Photography of the Moment－カメラが捉えた一瞬が語ること｣
【ロゴスギャラリー】
■演劇情報

・デジタルハリネズミ 2 発売記念イベント 『DIGITAL HARINEZUMI 2 YOU!』

アイルランド演劇界・気鋭の若手劇作家コナー・マークファーソンの傑作プレイを上演

パルコ・プロデュース公演 「海をゆく者」
■音楽情報

・クラブクアトロ１１月の主要企画
・ＰＡＲＣＯマネージメントアーティスト SISTER JET／アナログフィッシュ最新情報

■出版関連

・予約でいっぱいの紅茶教室が贈る、初のレシピ集！ 『日々のお茶時間』
・あなたの悩み、ラクにします。 『ブラック会社限界対策委員会』

■映画関連

『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』
11/21 より、ロードショー

◆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
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■全国パルコ

企画・イベント情報

パルコ40周年企画 『40th Anniversary PARTY&SALE』
セール、〈PARCOカード〉ご優待、お楽しみイベントがさらに充実した４日間
全国パルコでは、半期に一度のプロ
パー期におけるパルコファンへの感謝を
目的として展開しております全館セール
『ＰＡＲＣＯ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ』を、今回は
40周年を記念いたしまして、
『40th Anniversary PARTY&SALE』と
題し、セールや〈PARCOカード〉のご優待
をさらにパワーアップ、ご来店でお楽しみ
いただけるイベントをご用意し展開して
まいります。パルコファンにも、新しいお客様にもお買い物をお楽しみ頂ける４日間です。
■企画タイトル：

40th Anniversary PARTY&SALE

■企画会期 ：

11月26日(木)～29日(日)

■実施店舗 ：

全国パルコ１９店舗
(札幌・仙台・宇都宮・浦和・千葉・津田沼・池袋・渋谷・吉祥寺・調布・ひばりが丘・新所沢・松本
静岡・名古屋・大津・広島・熊本・大分）
※心斎橋パルコは対象外となります。※名古屋パルコは11/20（金）～29（日）となります。

■企画内容 ：

①テナント 各ショップ・全商品１０％ＯＦＦ (※一部除外店舗・商品がございます)
②〈PARCOカード〉５％ＯＦＦ (※ご請求時)
□ＮＥＷ！□ 初日限定、〈PARCOカード・クラスS〉メンバーズ10％OFF
■11月26日（木）
□ＮＥＷ！□

※名古屋パルコは11/19(金)、仙台パルコは11/26（木）～29（日）

〈PARCOカード〉で10,000円以上お買上げ 500円分優待券プレゼント

■11月26日(木)～29日(日)

※当日の新規入会も対象、大泉学園ノボbyPARCOは対象外

〈PARCOカード〉で10,000円（税込・合算不可）以上お買上げの方に500円分優待券、進呈
□ＮＥＷ！□

〈PARCOカード〉お友達紹介キャンペーン

■11月26日(木)～29日(日)

〈PARCOカード〉にご入会頂けるお友達をご紹介いただいた〈PARCOカード〉会員の方、永
久不滅ポイント100ポイントを進呈
■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要：
・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード ・年会費・入会費無料
(アメリカン・エキスプレス付き〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/年会費無料の２種)
・《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての《セゾン》カード機能＋オリジナル特典
・発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ年数回開催の５％ＯＦＦ期間あり
会員優待企画へのご招待やセール情報をいち早くご案内
■〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズ ・・・ パルコ、及びオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』での年間お買上累計額
が２０万円以上の方は、翌年１年間パルコでのショッピングが年間いつでも５％ＯＦＦ、パルコでのご優待特典が盛りだくさん
の〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉会員となります。
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■渋谷パルコ

クリスマスツリー情報

40th Anniversary 渋谷パルコ・クリスマスツリープロジェクト
気鋭の映像アーティスト・MASARU OZAKIによる「40周年記念Xmasツリー」
『クリスタル・ケイ』(‘07年)、『Capsule』（’08年）と、毎年、“旬”なアーティストとのタイアップが話題の渋谷パ
ルコのクリスマスツリー。「PARCO 40周年記念」となる’09年は、日本を代表するプロジェクションマッピング
アートの第１人者・MASARU OZAKI氏を起用。映像投影による装いも新たなクリスマスツリーが渋谷パルコに
登場いたします。

11月9日(月) 渋谷パルコ・公園通り広場に登場！
日本を代表するプロジェクションマッピングアートの
第一人者“MASARU OZAKI”が、「40周年記念ツリー」
を“光の彫刻”に生まれ変わらせる！
■会期：11月9日（月）－12月25日（金）
■会場：渋谷パルコ・公園通り広場（PART1・１Fエントランス）
「PARCO40周年」を記念した渋谷パルコのクリスマスツリーを手掛
けるのは、日本を代表するプロジェクションアートの第一人者“MA
SARU OZAKI”(TOOR inc.)。ただ「飾る」のではなく、エンターテイ
メントの要素を盛り込み、さらに造形物を変化させてしまう“プロ
ジェクション・アート”。特殊な「quarter Cube vision system」
を採用。積み木のように組み上げたCUBE(立方体)に投影
されたオブジェクトが様々な色や模様の“光の彫刻”にトラン
スフォーム。3D効果まで含めた有機的かつクールな空間
演出により、今までにない視覚効果を体験できます。

※渋谷パルコ公園通り広場イメージ

「PARCO FACTORY」では展覧会も開催！11/7(土)-23(月・祝)
渋谷パルコ・パルコファクトリーにて、『MASARU OZAKI “MOTION+DESIGN+MAGIC”』 EXHIBITIONを同時開
催。VJ・MASARUが放つライヴ感を展覧会にて追体験できます。

※詳細は『パルコファクトリー・40周年ラインナップ』ペ

ージにて掲載

MASARU OZAKI プロフィール：ステージやライヴで音に合わせて映像をリアルタイムに操るパフォーミングアートのパイオニア的存在、
日本を代表する映像演出家。ジョン・ローレンス・サリバン、ニールバレット、ディーゼルをはじめとする世界を代表するトップブランドのフ
ァッションショー映像演出や空間演出なども手がけ、東京コレクションでは高さ30mを超える立体物をスキャンしてリアルタイムに演出。
彼のアート作品「chair」では、様々な視覚トリックを自在に操り、立体物に立体的な映像を展開する「光の彫刻」を作り上げている。2009
年2月に開催された国内最大級のファッションイベントroomsでは世界で初めて国立代々木第一体育館をスキャンし、リアルタイムに建
物を変形させて投影するプロジェクションマッピング演出をするなど、今までにない映像、造形作家として注目を浴びている。
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】 40 周年記念ラインナップ

世界が注目の気鋭アーティスト
MASARU OZAKIの最新展覧会
MASARU OZAKI × VJ MASARU
“MOTION + DESIGN + MAGIC” EXHIBITION
■会期：11月7日（土）－23日（月・祝） 会期中無休10:00―21:00
最終日は18：00まで（入場は閉場の30分前まで）
■入場料：一般300円／学生200円／小学生以下 無料
「MOTION + DESIGN + MAGIC」をキーワードに、MASARU OZAKIの最新
作を展示します。実在の建物や造形物に映像を補正、リアルタイムに投影

©MASARU OZAKI(TooR inc.)

して立体物や空間そのものを自在に変化させてしまう、日本を代表するプロジェクションマッピングアートの第
一人者である彼が、この展示では造形のデザインから取り組み、逆算したアニメーションを制作しています。
子供から大人まで楽しめるウィットに富んだ彼の作品は、あなたを素敵な魔法で包みこんでくれることでしょ
う。
MASARU OZAKI プロフィール：ステージやライヴで音に合わせて映像をリアルタイムに操るパフォーミングアートのパイオニア的存
在、日本を代表する映像演出家。ジョン・ローレンス・サリバン、ニールバレット、ディーゼルをはじめとする世界を代表するトップブラン
ドのファッションショー映像演出や空間演出なども手がけ、東京コレクションでは高さ30mを超える立体物をスキャンしてリアルタイムに
演出。彼のアート作品「chair」では、様々な視覚トリックを自在に操り、立体物に立体的な映像を展開する「光の彫刻」を作り上げてい
る。2009年2月に開催された国内最大級のファッションイベントroomsでは世界で初めて国立代々木第一体育館をスキャンし、リアルタ
イムに建物を変形させて投影するプロジェクションマッピング演出をするなど、今までにない映像、造形作家として注目を浴びている。

ニューヨーク発、写真家26名による写真展、開催
SHOOT：Photography of the Moment
―カメラが捉えた一瞬が語ることー
■会期：11月26日(木)―12月14日(月)10:00－21：00（入場は30分前まで）
■入場料：一般500円（税込） 学生300円 小学生以下無料
■主催：パルコ 企画：Ken Miller、GALLERY TARGET
本展覧会は、今年9月に元『TOKION』編集長ケン・ミラーがRizzoli New York
より出版した写真集『SHOOT: Photography of the Moment』の出版記念イベ
ントとして、9/17ニューヨークNew Museumにて開催されたレセプションを皮
切りに、世界各地へ巡回をしたもの。東京会場としてパルコファクトリーでの開催が決定いたしました。マーク・
ボズウィックやヴォルフガング･ティルマンスほか世界の第一線で活躍する写真家26名の作品を一堂に集め
た写真展です。

パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3477-5873
■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
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】

DIGITAL HARINEZUMI 2 YOU !
―デジタルハリネズミ 2 発売記念イベント その魅力の全部を見せます―
「デジタルハリネズミ」とは、2009 年 3 月に発売され、日本
のみならず NY・アジアを中心に全世界で人気を博したデジ
タルトイカメラです。
人気の秘密は、今や一般化が進み生活の一部となって
いるデジタルカメラの世界に、「ゆかい」と「オチャメ」を取り

デジタルハリネズミ 2

入れたところにあります。完璧さよりもゆがんだ画面の面白さ、8mm フィルムを思わせるノスタルジックな動画、
失敗を気にせずパシャパシャ撮れる気軽さなどが、他人とは違う自己表現を求める人々にフィットしました。
海外でもブルックリンミュージアム、ニューミュージアム、MoMA、アーバンアウトフィッターズ他で販売され、ス
パイク・ジョーンズ、シャルロット・ゲンズブール、BECKなどのセレブたちに愛用されています。
その第 2 弾がこのたび、全世界に向けて同時発売されることになり、それを記念したイベントをロゴスギャラリ
ーにて開催します。フィルムからデジタルへと進化を遂げたハリネズミカメラの歴史紹介、アーティストたちに
よる写真展示やムービー上映のほか、ここでしか買えない限定バージョンも発売します。
■会期：11 月 12 日（木）～11 月 24 日（火） 10:00～21:00（最終日は 17：00 終了） 会期中無休・入場料無料

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都渋谷区宇田川町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
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■ 演劇情報 ■

１１月の公演ラインナップ

◇パルコ劇場◇ パルコ・プロデュース公演

｢海をゆく者｣

アイルランド演劇界をリードする気鋭の若手劇作家、コナー・マクファーソンの
傑作プレイを、この秋パルコ劇場で上演。百戦錬磨の男優 5 人がここに集結
「海をゆく者——The Seafarer」・・・、１９９５年弱冠２５歳で「The
Weir」(ローレンス・オリヴィエ賞ノミネート)を発表, 「Dublin
Carol」、「Shining City」(トニー賞ノミネート)等、アイルランド
演劇界をリードする気鋭の若手劇作家≪コナー・マクファーソ
ン≫が、２００６年に自らの演出により、ロンドン＜ナショナル・
シアター＞デビュー（演出も）を飾った出世作で、＜ローレン
ス・オリヴィエ賞＞“BEST PLAY”他にノミネートされた傑作
ストレートプレイ。２００７年のブロードウェイ公演もスマッシュ
ヒット！＜トニー賞＞”BEST PLAY”他３部門にノミネートされた話題作を、<栗山民也>演出のもと、小日向文
世、吉田鋼太郎、浅野和之、大谷亮介、平田満といった, 人気・実力を兼ね備えた≪百戦錬磨の男優５人≫
の出演により、１１月、パルコ劇場にて日本初演！！
■公演日程：11 月 16 日(月)～12 月 8 日(火) （11 月 14 日(土)・15 日(日)プレビュー公演）
■料金：7,500 円（全席指定・税込）／プレビュー6,500 円／学生 4,000 円 絶賛発売中！
作：コナー・マクファーソン 演出：栗山民也 出演：小日向文世 吉田鋼太郎 浅野和之 大谷亮介 平田 満

◇地方公演◇ パルコ・プロデュース公演 “ねずみの三銃士”第 2 回企画公演

「印獣」

ああ言えば女優、こう言えば大女優。

生瀬勝久、池田成志、そして古田新太。誰が呼んだか・・・「ねずみの三銃士」
“今、一番やりたい芝居を、自分たちの企画で上演したい！” と、演劇界の
チームリーダー3 人が結集しての第 1 回公演「鈍獣」は、2004 年夏、PARCO
劇場を皮切りに、全国 7 箇所で公演、各地ともチケット完売、大盛況のうちに
終了しました。そして、第 1 回公演から 5 年ぶりとなる今秋、「ねずみの三銃
士」第 2 回目の舞台公演が実現することになりました。2 回目となる今回は
PARCO 劇場に初登場となる三田佳子さんをゲスト主役としてお迎えするこ
とが決定！そして”ねずみの三銃士”の 3 人はもちろん、共演に岡田義徳、
若手お笑いトリオキャラメルクラッチのひとり上地春奈を迎えて、異種格闘
技的な演技バトルが観られそうです。この秋、演劇界の話題独占必至！！どうぞご期待下さい。
【公演日程】11 月 11 日（金）-15 日（日）札幌／18 日（水）-23 日（月・祝）大阪／27 日（金）-29 日（日）日名古屋 他

作 宮藤官九郎・演出 河原雅彦

出演 三田佳子/生瀬勝久・池田成志・古田新太/岡田義徳、上地春奈

■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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■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ １１月の主な企画
馬の骨
■11 月 5 日（木）渋谷、11 月 13 日（金）名古屋、11 月 14 日（土）広島
昨年デビュー10 周年を迎えた、ゼロ年代を代表するジャパニーズ・ポップス・グループ、キリンジ。兄弟ユニッ
トであるキリンジの弟にしてメイン・ボーカリストである堀込泰行のソロ・プロジェクト“馬の骨”が 4 年ぶりに再
始動。10/21 リリースのニュー・アルバム『River』を携えて全国ツアーを敢行。

浅井健一
■11 月 7 日（土）心斎橋、11 月 8 日（日）名古屋、11 月 15 日（日）渋谷
1 月 16 日（土）広島
BLANKY JET CITY のフロントマンとして 2000 年の解散までカリスマ的人気
を獲得。その後も SHERBETS や AJICO、JUDE などのバンドも率いて活躍す
る浅井健一が 2 年ぶりにソロ活動を再開。この夏数々のフェス出演を経て、
9/30 にニュー・アルバム『Sphinx Rose』をリリース。
そして全国ツアーが決定。

MUTEMATH <ミュートマス>
■11 月 17 日（火）心斎橋
03 年結成、ニューオーリンズ出身の 4 人組。強力なリズム・セクションを中心にした見る者の度肝を抜くパフォ
ーマンスでファンベースを拡大、今や“史上最強のライブ・バンド”とも称されるている。また、大ヒット映画『ト
ワイライト』に楽曲を提供するなどブレイク間近の彼等。最新作『アーミスティス』を引っ提げて待望のジャパ
ン・ツアー。

木村カエラ
■11 月 22 日（日）、11 月 23 日（月・祝）広島
今年でデビュー5 周年を迎え、ニュー・アルバム『HOCUS POCUS』を発表、
5 周年記念野外ライブ、Perfume との一夜限りのユニット、また数々の CM
出演など、正に各メディアを席巻中。11/4 には 5 周年記念ライブの DVD
をリリースする彼女の全国ライブ・ハウス・ツアー。

mae <メイ> guest： OWL CITY <アウル・シティ>
■11 月 24 日（火）渋谷、11 月 25 日（水）心斎橋、11 月 26 日（木）名古屋
切ないキャッチーなメロディでファンを増やし続けているヴァージニア州出身の 5 人組“切な系ピアノ･エモ・バ
ンド”、メイが新作『(M)ORNING』を携え来日。ゲストには珠玉のドリーミー・エレクトロニカ・サウンドが話題のミ
ネソタ州出身の大型新人、アウル・シティの出演が決定。
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FINCH〈フィンチ〉 / FUNERAL FOR A FRIEND〈ﾌｭｰﾈﾗﾙ･ﾌｫｰ･ｱ･ﾌﾚﾝﾄﾞ〉
■11 月 30 日（月）名古屋、12 月 1 日（火）心斎橋
06 年の活動休止でシーンを騒然とさせ、今年まさかの再結成そして初来日公演を果たし完全復活したカリフ
ォルニア出身のフィンチ。そして憂いのあるメロディと疾走感溢れるサウンドで日本でも安定した人気を誇る
英国出身の FFAF。絶妙のタイミングで実現した英米スクリーモ巨頭のカップリング・ツアー。

■■■■■

ＰＡＲＣＯ マネージメント・アーティスト情報

■■■■■

ＳＩＳＴＥＲ ＪＥＴ
ミニ・アルバム『JETBOY JETGIRL』 11 月 6 日（金）リリース
PECF-1015/felicity cap-94

6 曲入り/\1,500（税込）

■ＢＡＮＤ ＰＲＯＦＩＬＥ■ ワタル（vo/g）、ショウサカベ（ba/cho）、ケンスケアオ
キ（dr/cho）の 3 人からなる福生発、東京ニュービートジェネレーション（東京
NBG）代表のロックバンド。00 年代以降のクールなロックとエバーグリーンな
胸キュンな歌がミラクルに合体した傑作『三次元ダンス LP』をこの春リリースした
アツアツな状態。世界をキュンとさせ、宇宙をグッとさせることを使命に日夜色々
な事に取り組んでいる。

アナログフィッシュ

“アナログフィッシュ Pre tour 2009”

今年 10 周年を迎え、10 月 10 日(土)に新木場スタジオ・コーストで 10 周年記念ライブを成功させたアナログ
フィッシュが全国ツアーを開催。
■11 月 23 日（月・祝） 仙台 PARK SQUARE、11 月 26 日（木）福岡 DRUM SON
11 月 28 日（土）心斎橋クラブクアトロ、11 月 29 日（日）名古屋クラブクアトロ、12 月 5 日（土）渋谷クラブクアトロ
■ＢＡＮＤ ＰＲＯＦＩＬＥ■ 佐々木健太郎（Vo.B.）、下岡晃（Vo.G.）、斉藤州一郎（Dr.）からなるツインボーカル/3 ピースバ
ンド。 1999 年長野県喬木村にて佐々木、下岡の 2 人で結成。上京後、斉藤と出会い 3 ピースバンドに。2004 年デビュー。
現在までにシングル 4 枚、ミニアルバム 2 枚、フルアルバム 4 枚をリリース。
2008 年ドラムが病気療養のため脱退。しかしサポートドラム、キーボードをむかえ精力的にライブ活動を行い、2009 年
10 月にはバンド結成 10 周年記念イベントを新木場スタジオコーストにて開催し大成功を収める。そして同ステージにて
オリジナルドラムの斉藤がバンドに復帰、磐石の体制での再スタートを切った。

■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
□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
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■パルコ出版の新刊情報

予約でいっぱいの紅茶教室が贈る、初のレシピ集！

『日々のお茶時間』
Ordinary Tea and Sweets
発行：１１月上旬
著：村上みゆき
定価：1,680 円（税込）
仕様：B5 版変型 112P
丁寧にいれた紅茶と、焼きたてのお菓子。日々の暮らしにティー
タイムのある楽しさ、豊かさを伝える、東京・西荻窪の超人気紅茶
教室「お茶時間」。その「お茶時間」が、とっておきの紅茶のいれ方
楽しみ方、紅茶に欠かせないお菓子の数々を紹介します。
紅茶好きなら知っておきたい情報が、ぎっしり詰まった一冊です。

あなたの悩み、ラクにします。デスクに一冊、限界時のほんわか栄養補給。

『ブラック会社限界対策委員会』
発行：１１月下旬
著：ヨシタケシンスケ
予価：1,260 円（税込）
仕様：B6 版変型 144P
11 月下旬公開映画「ブラック会社に
勤めてるんだが、もう俺は限界かも
しれない」からのスピンオフ企画！
映画公式ウェブサイトにて公募した
働く人々の不満、悩み。そのストレスを
爆発させず、うまくやり過ごすヒントを
ひょうひょうと可愛い画風で人気のイラストレーター、ヨシタケシンスケがお答えします！

■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/
パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内

『ブラック会社に勤めてるんだが、
もう俺は限界かもしれない 』
やっと就職したのは、
想像を絶するブラック会社だった！
高校中退でニートのマ男は、母の死をキッカケに一大決心。プログラマの
資格を取得し、なんとか小さな IT 企業へ就職する。しかし、そこは想像を
絶する“ブラック会社”だった！果たして、マ男の運命は?!会社の行方は、
いかに?! 実話から生まれた、勇気と感動の物語。
崖っぷちの時代、仕事が大変な人も、最高に笑って泣いて、元気が出るワ
ーキング･エンタテインメント！これは、今を働く＆働きたい、みんなの物語。

11 月 21 日(土)より、 “どうなる俺!?”ロードショー！

©ブラック会社限界対策委員会

監督：佐藤祐市『キサラギ』
脚本：いずみ吉紘『ROOKIES-卒業-』
原作：黒井勇人｢ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない｣(新潮社刊)
出演： 小池徹平 マイコ 池田鉄洋 田中圭／品川祐／中村靖日 千葉雅子 森本レオ／田辺誠一
主題歌： TOKYO MOOD PUNKS 「ストロベリー」(tearbridge records)
配給：アスミック・エース 2009 年/日本/カラー/ヴィスタサイズ/ドルビーSRD
■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/
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
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