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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 Ｘｍａｓ・全国パルコでもらえる 40 種の超限定コラボ缶
『PARCO 40th ALL-STARS 史上最大のＣＡＮぺーン』
■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】
【パルコファクトリー】 ・｢ＳＨＯＯＴ：Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｏｍｅｎｔ
－カメラが捉えた一瞬が語ること｣

・｢～みうらじゅんジャンボリー 2009-2010
みうらじゅん 100 冊展 -Book on Rock’n Roll-｣
【ロゴスギャラリー】

・『ＵＳＡＶＩＣＨ“プチキレ”展』
・『Ｅｎｊｏｙ Ｓｈｉｂｕｙａ!! しぶやロディ展 Rody Exhibition at Shibuya』
・『ロゴス洋書バザール’09－’10 WINTER』

■演劇情報

手紙で綴られる 2 時間のドラマがあなたを感動で包みます

『ラヴ・レターズ ～2009 Christmas Special～』
■音楽情報

・クラブクアトロ１２月の主要企画

■出版関連

・大好評を博した舞台の戯曲が待望の書籍化！ 『今度は愛妻家』

・ハリウッド俳優“サミュエル・L・ジャクソン”が大絶賛！
注目を集めるジャパニメーションの原作が発売決定 『AFRO SAMURAI』

■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』 絶賛上映中！

◆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

Ｘｍａｓ・全国パルコでもらえる ４０種類の超限定コラボ缶！
飲んどく？それとも飾っとく？ 『PARCO 40ｔｈ ALL-STARS史上最大のＣＡＮぺーン』
40周年謝恩企画としまして、これまでパルコで展開したキャンペ
ーン・展覧会・イベントに参加・登場してきた数々の人気アーティ
スト・キャラクターや、今が旬の人気キャラクター、パルコに出店
している人気ブランドとのコラボレーションによるファン必見・
４０種類のオリジナルデザイン缶をプレゼントする“PARCO 40ｔｈ
ALL-STARS 史上最大のＣＡＮぺーン”の開催が決定！
本キャンペーンのために特別に書き下ろしていただいたデザ
インも多数登場します。クリスマスに向けて、パルコ40周年クライ
マックスを盛り上げてまいります。
■企画タイトル： ＰＡＲＣＯ ４０ｔｈ ＡＬＬ-ＳＴＡＲＳ

『史上最大のＣＡＮぺーン』
■会期：

12月19日(土)－25日(金)

■実施店舗：

全国パルコ20店舗

■企画内容：

期間中、パルコ館内で4,000円以上（税込）お買
上げの方にコインを1枚進呈。店内に設置した
自動販売機にてコイン１枚につき１本オリジナルデザインの缶ドリンクをプレゼント！４０種類
の中から、どのデザインが出るかはお楽しみ！更に、アタリ缶が出た方には“異業種
コラボレーションの元祖”梶原由景氏がプロデュースした「〈PARCO×PORTER〉40ｔｈ限定グ
ッズ｣等スペシャルアイテムをプレゼント！

梶原由景氏プロフィール：元ビームス・クリエイティブレクター。 ナイキ、ディズニー、レゴなど様々な企業、ブランド
と画期的なプロジェクトに取り組みセレクトショップの再定義を行った。ソニーと組んだビームス 25 周年記念の「hotel id+」
は日本初のデザインホテル・プロジェクトとして話題に。現在クリエイティブ・コンサルティングファーム"LOWERCASE"を主
宰。ブランディング、コンサルテーションを多く手掛る。

■参加ブランド・アーティスト・キャラクター・ブランド
【ブランド】

ツモリチサト・ＳＬＹ・リズリサ・Ne-net

【アーティスト】

みうらじゅん・しりあがり寿・箭内道彦

他

RIP SLYME 他
【キャラクター】

せんとくん（平城遷都1300年祭キャラクター）
BE@RBRICK・スポンジボブ
パラダイス山元（日本唯一の公認サンタクロース）他

■プレゼント企画：
①パルコ・モバイルメルマガ会員限定：
デザイン缶の待ち受け画面を無料ダウンロード(一部除外有)
②WEB限定：全40種類のコンプリートセットが当たる
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Artwork concept inspired by “天才バカボン“（©赤塚不二夫）
©Heijo-kyo 1300th Anniv.
©Hasbro. ©CWC
©2009Viacom International Inc. All Rights Reserved.
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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

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。

パルコ開店４０周年、みうらじゅんデビュー３０周年 記念

〜みうらじゅんジャンボリー〜
みうらじゅんの１００冊展
Book on Rock’n’ Roll
■会期：2009年12月18日（金）～ 2010年1月11日（月・祝）
10:00-21:00／会期中無休／入場は閉場の30分前まで

■入場料：一般500円 学生：400円 小学生以下無料
■主 催 ：パルコ
■制作協力 ：TBSサービス／みうらじゅん事務所／ディスクベリードットコム／スマイル・ヴィークル
■協 力 ：TBSラジオ（みうらじゅんのMJ RADIO アワー）
パルコ開店４０周年、みうらじゅんデビュー３０周年。
そんなダブルアニバーサリーに贈るスペシャルなコラボイベント「みうらじゅんジャンボリー」を渋谷パルコにて
開催致します。みうらじゅんの出版人生を大回顧し、書籍から関係する私物を一挙に展示する「みうらじゅん
の１００冊展 Book on Rock’n’ Roll」と、みうらじゅんが書きまくった自作エッセイを、豪華声優陣がみうらじゅ
んの目の前で朗読する「みうらじゅんのDSショー（パルコ劇場）」。２大イベントが２００９年から２０１０年の年末
年始の渋谷パルコを席巻する！

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】

ＵＳＡＶＩＣＨ "プチキレ" 展
圧倒的なセンスとクオリティで大人気の
アニメーションのギャラリー展！
■会期：11 月 26 日（木）～12 月 9 日（水）
会期中無休 10:00～21:00（最終日は 17:00 にて終了）／入場無料
ロシアの監獄に閉じ込められたウサギのキレネンコとプーチンによる、
様々なキャラクターたちとの刑務所ライフから、脱獄、逃避行を描いた
アニメ、ウサビッチ。極悪死刑囚キレネンコとちょっとしたサボタージュ
で懲役をくらってしまった善良市民のプーチン。時には陽気で楽しく、
時にはスリリングに、リズミカルな展開の中にドタバタやトラブルが満載
のシチュエーション・コメディーだ。現在までに Season1-3 まで MTV に

© 2009 MTV Networks

て放送され、制作はカナバングラフィックスが担当。本展示は、かわいらしく楽しくなるサウンドと、がいっぱい
につまった『USAVICH オリジナル・サウンド・トラック』の発売を記念したギャラリー展だ。
映像上映はもちろんのこと、今までほとんど公開されていないデザイン画や絵コンテなども展示。また大人
気の USAVICH グッズや新商品までを集めて販売する。是非この機会に USAVICH の世界に触れてみよう！

世界中の誰からも愛されるロディ。コラボレーション企画展が開催決定！

Enjoy Shibuya!!しぶやでロディ展 Rody Exhibition At Shibuya
■会期：12 月 11 日（金）～12 月 24 日（木）
会期中無休 10:00～21:00（最終日は 17:00 にて終了）
イタリアのレードラプラスティック社が生み出した馬をモチーフにした乗用玩具
ロディ。体を動かして遊びながらバランス感覚を養い、子供たちのおもちゃとし
て、遊び友達として世界中で愛されている。その愛らしい姿は大人たちをも魅
了し、インテリア商品としても高く評価されている。また、ロディをモチーフとし
たさまざまなグッズも展開されている。今回の展示では、ロディが、いろいろな
ブランドやアーティストとコラボレートした、限定商品の展示や販売を行う。
ここでしか見ることのできないレアなアイテムも登場する。

■コラボグッズ作品例：Rody×Manhattan Portage コラボバッグ
Rody×The Wonderful! design works. ワンダフルロディの展示
Rody×New Era コラボ商品の展示販売

© 2009 LEDRAPLASTIC JAMMY

／ Rody×New Era×X-kids のトリプルコラボの展示

12 月 26 日(土)～1 月 13 日(水) ロゴス洋書バザール’09～’10 WINTER、開催
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 ■

１２月の公演ラインナップ

◇ＰＡＲＣＯ劇場◇ 手紙で綴られる 2 時間のドラマがあなたを感動で包みます

「ＬＯＶＥ ＬＥＴＴＥＲＳ
～2009 Christmas Special～」
手紙で綴られる 2 時間のドラマがあなたを感動で包みます。
舞台にはテーブルと二脚の椅子。並んで座った男優と女優
が手にした台本を読み上げるだけの 2 時間。大掛かりな仕
掛けも、目をひく照明や音響もない、このシンプルな舞台が、
これほど見るものをとらえてはなさないと、誰が想像できた
でしょうか？・・・。 「ラヴ・レターズ」は 1989 年ニューヨーク
で初演されるやいなや、全世界で上演され静かなブームを巻

12 月 9 日(水)溝端淳平×美波

き起こしました。パルコ劇場でも 1990 年 8 月 19 日に幕を開け、以来この一つの台本を、年齢も個性も異なっ
た様々な延べ約 370 組のカップルが読み続けています。俳優によって、観客によって、同じ作品とは思えない
程全く新しく生まれ変わる舞台。世代、年代、個性に応じて全く新しい「ラヴ・レターズ」が誕生します。俳優が
何の身体的演技も行なわないゆえに、一層その声と姿に彼等の演技を超えた真情がほとばしるのを目の当
たりにし、観客は新鮮な感動を共に分かち合うのです。今回の『ラヴ・レターズ ～2009 Christmas Special～』
は、パルコ劇場に魅力的な 5 組のキャストを迎えてお贈りします。
■出演：12 月 9 日(水)溝端淳平×美波／10 日(木)中尾明慶×多部未華子／11 日(金)新納慎也×宮本裕子
12 日(土)内浦純一×西山繭子／13 日(日)宅間孝行×大和田美帆
■料金：5,000 円（全席指定・税込）学生 4,000 円 絶賛発売中！

◇地方公演◇ 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、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≫の出演で日本初演！
■公演スケジュール：チケット絶賛発売中！ 大阪：サンケイホールブリーゼ／12 月 11 日(金)～13(日)
新潟：新潟市民芸術文化会館／12 月 18 日(金)･19(土) 名古屋：名鉄ホール／12 月 22 日(火)･23 日(水・祝)
■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

■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 １２月の主な企画
DIANE BIRCH <ダイアン・バーチ>
■12 月 8 日（火）心斎橋、12 月 9 日（水）・10 日（木）渋谷
ニューヨーク出身の“奇跡の女性シンガー・ソングライター”。今年
リリースデビュー・アルバム『バイブル・ベルト』が世界中で評判を
呼び、キャロル・キングやアレサ･フランクリンを彷彿とさせる歌声
と素晴らしいソングライティング能力、そしてその美貌も相まって、
現代アメリカン・ポップスの代表格として期待されている。
待望の初来日公演。

the pillows
■12 月 13 日（日）広島
息の長い活動を通して、音楽的にもセールス的にも進化を続ける日本ロック界の“モンスター・バンド”。結成
20 周年のアニバーサリー・イヤーとなる今年、9 月には初の武道館公演をソールド･アウトさせた彼等。10 月
にはニュー・アルバム『OOPARTS』をリリース。そして待望のワンマン･ツアーを敢行。

YO LA TENGO 〈ヨ･ラ･テンゴ〉
■12 月 14 日（月）心斎橋、12 月 15 日（火）名古屋
結成 25 年を迎えた現在も、あくまでマイペースに活動を続けながら US インディーズ界に君臨するカリスマ的
バンド。ヘビーなサイケデリック・ロック、フォーク・ロック、パンクから感動的なバラードまで、観る人全ての心
を揺さぶるそのライヴ・パフォーマンスには定評がある。3 年ぶりニュー・アルバム『ポピューラーソングス』を
携えての来日。

DAVID SANBORN <デイヴィッド・サンボーン>
■12 月 17 日（木）広島
ジャズ/フュージョン・シーンで最高の人気と実力を誇る
アルト・サックス奏者。独特の音色と“サンボーン節”と
呼ばれるメロディックなプレイで 70 年代後半にはフュー
ジョンを代表するトップ・プレイヤーに君臨。また、ロック
やソウルなどジャンルを越えたセッション･ワークも数え
切れないほどこなしている。待望のクアトロ初登場。

“Down Beat Ruler 2009”
■12 月 19 日（土）渋谷
出演：The Ska Flames

GUEST BAND：The LOCAL’S

DJ：INABA TATSUYA / KURODA"K.Dove"MANABU

スカ・ミュージックの日本における草分けであり、20 年を超える活動を通して常に最先端でシーンを牽引し続
ける大御所バンド。自らが主催するイベントのタイトルを冠したコンピレーション CD“Down Beat Ruler”の第 3
弾をリリースしたばかりの彼等。毎年恒例の年末渋谷クアトロ･ライブが今年も決定。
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“SPACE bootleg X’MAS TOUR 2009”
■12 月 21 日（月）心斎橋、12 月 22 日（火）名古屋、12 月 24 日（木）渋谷
【出演】SHONEN KNIFE（少年ナイフ） / bloodthirsty butchers
【GUEST】サニーディ・サービス（心斎橋）/BEAT CRUSADERS（名古屋）/サンボマスター（渋谷）
大阪を拠点としてワールドワイドに活動するガールズ・パンク・バンド、少年ナイフの年末恒例イベント“SPACE
X’MAS TOUR”。今年は多くのミュージシャンから支持を集める bloodthirsty butchers の自主企画“official
bootleg”と合体。さらに各地日替わりの豪華ゲストを招いてお届けするスペシャル・ツアー。

ザ・クロマニヨンズ
■12 月 25 日（金）・26 日（土）広島
元ザ・ブルーハーツ、ザ・ハイロウズの甲本ヒロトと真島昌利が
中心となって 2006 年に結成。“シンプルでノリがよくてカッコイイ”
というロックの基本にして王道を突っ走る最高のロックンロール
・バンド。今年 10 月にニュー・アルバム『MONDOROCCIA』をリリ
ースした彼等の全国ツアー。広島公演はクアトロ 2DAYS で開催。

【カウントダウン･ライブ】“VINTAGE × DI:GA 2010”
■12 月 31 日（木）渋谷
大晦日、渋谷クアトロでは恒例の年越しカウントダウン･イベントを開催。
【出演】the pillows/9mm Parabellum Bullet/avengers in sci-fi/UNCHAIN/Qomolangma Tomato
/the telephones/VOLA & THE ORIENTAL MACHINE/The Mirraz/UNISON SQUARE GARDEN/他

■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

大好評を博した舞台「今度は愛妻家」の戯曲が
待望の書籍化！

『今度は愛妻家』
発行：１２月上旬
著：中谷まゆみ
予価：1,680 円（税込）
仕様：四六判 224P
2002 年に上演され、大好評を博した舞台「今度は愛妻家」の戯曲
が書籍化決定！また、2010 年 1 月には、監督に行定勲、主演に
豊川悦司・薬師丸ひろ子を迎えた映画版が全国で公開と、現在
話題の作品です。不器用な男女五人が織り成す、カラッと笑えて
ホロッと泣けるちょっとシリアスな物語。

ハリウッド俳優“サミュエル・L・ジャクソン”が大絶賛！
注目を集めるジャパニメーションの原作が発売決定。

『AFRO SAMURAI』
発行：１２月中旬
著：岡崎能士
予価：2,310 円（税込）
仕様：B5 版 312P
ことの起こりは、日本人アーティスト岡崎能士が限定出版した
コミック。これを『ブレイブストーリー』の GONZO が見出し、アニ
メーション化を企画。それを偶然目にしたサミュエル・L・ジャク
ソンが絶賛し、製作＆声優で参加。監督は『バジリスク〜甲賀
忍法帖〜』で海外からも評価の高い木﨑文智。現代カルチャ
ーシーンをリードする数々の才能を巻き込んだこのアニメーションが、公開されるや一夜にして全米を大興奮
の渦に！その“COOL”アニメーションが、12 月に堂々凱旋ロードショー。映画公開に合わせ、原作コミックの
発売がついに決定しました！
■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。

絶賛上映中！

©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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