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パルコのトピックスをご紹介いたします。

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 ～渋谷パルコ
【パルコファクトリー】 ・アストロノーツ EXHIBITION～SNOOPY はヒーロー～
【ロゴスギャラリー】

・～和の LOHAS 再発見～古代紫草の世界展
・ボタニカルアート

■演劇情報 『カフカの変身』『なにわバタフライ N.V』
■音楽情報 ・クラブクアトロ 3 月の主要企画
■映画関連 『パレード』
■出版関連 『ラヴァーズ・ダイアリー more』『【tecona bagle works】レシピブック』
『立原道造詩集 僕はひとりで 夜がひろがる』
■全国パルコ企画・イベント情報
・海外店舗シンガポールパルコ オープン

◆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

■PARCO ART 情報

【パルコファクトリー】

アストロノーツ EXHIBITION
～SNOOPY＜スヌーピー＞はヒーロー～
★第 1 会場：パルコファクトリー
（渋谷パルコ パート 1/6Ｆ） 03-3477-5873
■会期：2010 年 3 月 5 日（金）～3 月 22 日（月・祝）
10：00～21：00（入場は閉場の 30 分前まで
最終日は 18 時閉場）
■入場料：
一般 300 円、学生 200 円、小学生以下無料
★第 2 会場：ロゴスギャラリー
（渋谷パルコ パート 1/Ｂ1Ｆ） 03-3496-1287
■会期：2010 年 3 月 10 日（水）～22 日（月・祝）
10：00～21：00（最終日は 18 時閉場）
■入場料：無料
■主催：パルコ 企画・制作：吉田企画

PEANUT

Ⓒ

United Feature Syndicate, Inc. www.snoopy.co.jp

世界的に大人から子どもまで人気のキャラクター「スヌーピー」がＮＡＳＡの有人宇宙飛行プログラム
の公式シンボルとなってから、2008 年で 40 周年！また、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのコールネーム
で知られるアポロ 10 号は、人類初の月面着陸を果たしたアポロ 11 号に 2 ケ月先立つドレスリハーサル
号として月に飛び立ってから 2009 年で 40 周年を迎えました。「スヌーピー×ＮＡＳＡ」40 周年を記念し、
日本各地で「ＡＳＴＲＯＮＡＵＴ ＳＮＯＯＰＹ展」を開催してきましたが、2 年目の本年は「アストロノーツ
ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ～ＳＮＯＯＰＹはヒーロー～」とタイトルを変え、渋谷パルコから新たにスタートいたしま
す！スヌーピーとＮＡＳＡの 40 年の歴史を紹介するコーナーや、スヌーピーと一緒に写真が撮れるブ
ースのほか、本展覧会限定商品のスヌーピーグッズを多数販売いたします。
☆★イベント限定商品 一部をご紹介☆★

←クリップスタンド

←天然石ストラップ

サイズ：W50×H100×D50mm

サイズ：W20×H105×D25mm

価格：788 円（税込）

価格：788 円（税込）
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■PARCO ART 情報

【ロゴスギャラリー】

～和の LOHAS 再発見～
む ら さ き

古代紫草の世界展
■会期：2010 年 2 月 25 日（木）～3 月 8 日（月）

10：00～21：00（最終日は 17：00 終了）
■入場無料
古代から優雅・高貴・神秘・永久性を象徴する最高
級の色彩として伝承され、「万葉集」にも詠まれるなど、
今日まで日本文化と密接なかかわりを持っている紫
草色。伝統的な色作り、布作りの紹介と、それを使っ
た服やストール、アクセサリー等の展示販売をいたします。
＜石川貴啓（よしひろ）プロフィール＞
1988 年群馬県沼田市利根村に「日本古代紫意匠工房」を設立。紫草の試験栽培と創作に励む。

★紫草染めワークショップ★3 月 3 日（水）、6 日（土） 各日 13：00～/15：00～（予定）
参加費：4,900 円（税込） 定員：各回 7 名様限定（各回 5 名様からの実施とさせていただきます）
紫草から抽出した色で和紙を染め、自然素材独特の美しいグラデーションや、さわやかな香りを体験
していただけます。

ボタニカルアート＆博物画展
■会期：2010 年 3 月 24 日（水）～4 月 6 日（火）
10：00～21：00（最終日は 17：00 終了）
■入場料無料
恒例のアンティーク・ボタニカルアート（植物細密画図譜）と博物
画の展覧会を開催します。18～19 世紀の薬草辞典や植物誌の
植物の細密画、自然科学の分野を網羅した博物画辞典からの動
物や昆虫類などの本格博物画のコレクションを結集させた展示
です。また、P＝J・ルドゥーテの『バラ図譜』など、美しい手彩色図
譜の豊富な稀覯本も多数出展いたします。その他、絵本や児童
書の初版本からのアンティーク・イラストも見どころです。
普段は、博物館でしかお目にかかれない本格展示をご覧くださ
い。
ピエール＝ジョセフ・ルドゥーテ『バラ図譜』
多色点刻銅版画手彩色

■本件に関するお問い合わせ先 株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部
パルコファクトリー 渋谷パルコ パート 1/6F TEL：03-3477-5781
ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート 1/B1 F TEL：03-3496-1287
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■ 劇場情報 ■ 3 月の公演ラインナップ
カフカの名作『変身』に世界の鬼才スティーブン・バーコフが再び挑む！
森山未來がバーコフの演出に果敢に体当たりする！

『カフカの変身』
「ある朝目覚めたら、彼は自分が虫になっていることを知っ
た・・・」で知られるカフカの名作『変身』。過去ミハエル・バリシ
ニコフや宮本亜門などが挑み、またその舞台を手掛けてきた
世界の奇才、スティーブン・バーコフの演出で再演が決定。
不条理な運命に翻弄される青年と家族の物語を、身体的な
手法を取り込んで多角的に見せていく。出演は、自身のダン
ス公演また、映画、ドラマに幅広い活躍を見せる森山未來を
迎え、新たな『変身』を作り上げる。
作・演出：スティーブン・バーコフ
出演：森山未來、穂のか、福井貴一、日下部そう/久世星佳/
永島敏行
主催：パルコ 企画制作：株式会社テイト・コーポレーション、
株式会社クオーレ
■会期：3/6（土）～3/22（月・祝）
■会場：ル テアトル銀座
【入場料】S 席 8,000 円・A 席 6,000 円（全席指定・税込）
【お問合せ先】パルコ劇場 03-3477-5858
＊パルコ劇場改装中につき、外部会場での公演となります。
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あの蝶々＜バタフライ＞が還ってきた！待望のニューバージョン上演決定！

『なにわバタフライ N.V』
浪花の喜劇女優『ミヤコ蝶々』をモチーフに、“一人芝居”
のイメージを塗り変えたと絶賛された、三谷幸喜の傑作一
人芝居「なにわバタフライ」のニューバージョン上映が決定
しました。
新たな「なにわバタフライ N.V」、乞うご期待ください！
作・演出：三谷幸喜
出演：戸田恵子
■3/5（金）～3/31（水） 各地巡演
北九州、名古屋、京都、新潟、大阪 5 都市
【お問合せ先】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

4

MONTHLY INFORMATION

■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ 3 月の主な企画
9mm Parabelluｍ Bullet
■2/27（土）渋谷、3/3（水）名古屋、3/5（金）心斎橋、3/7（日）広島
共演：the HIATUS（渋谷）、TRICERATOPS（名古屋、心斎橋、
広島）
あらゆる音楽ジャンルを飲み込んだ独特の音楽性と爆発的
なライブ・パフォーマンスで日本のロック・シーンを席巻する
4 人組。昨年 2009 年 9 月 9 日にはメジャー・デビューから
わずか 2 年足らずで日本武道館ライブを敢行、チケット即完
売させた彼等。1 月リリースの 2nd シングル「命ノゼンマイ」
を携えての全国ライブハウス・ツアー。

Trashcan Sinatras＜トラッシュキャン・シナトラス＞/
サニーデイ・サービス
■3/1（月）渋谷、3/2（火）心斎橋、3/4（木）渋谷【追加公演】
90 年代にその瑞々しいギター・サウンドと詩情豊かなリリックで世界の音楽ファンの心を鷲掴みにした
スコットランド出身のトラッシュキャン・シナトラス。一方 08 年に奇跡の再結成を果たし、今年は本格的
に活動を再開するサニーデイ・サービス。99 年の共演以来、友情を深め合ってきた 2 バンドの 10 年
ぶりの再会ツアー。

PLACEBO＜プラシーボ＞
■3/8（月）心斎橋、3/9（火）名古屋
94 年にロンドンで結成。96 年にデビューし、グラム・ロック的ルックスとカテゴライズ不能な音楽性で
シーンに衝撃を与える。その後も常に独創的なセンスを活かした美しくも激しい音楽世界で UK ロッ
ク・シーンを代表するバンドとして活躍する彼等。9 年ぶりの来日となった昨年のサマーソニックに続き、
待望の単独来日公演が決定。
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COBRA STARSHIP＜コブラ・スターシップ＞
■3/9（火）心斎橋
アメリカのメロディック・パンク・バンド、ミッドタウンの元フロントマン、ゲイヴ・サポーター率いる 5 人組。
キャッチーなメロディと 80 年代風ダンス・サウンドで話題となり、昨年リリースの 3rd アルバム『HOT
MESS』が全米チャート初登場 4 位を記録するなど遂に大ブレイク。日本でもその人気に火が点きつつ
ある彼らの初の単独来日公演。

MELODY GARDOT＜メロディー・ガルドー＞
■3/18（木）渋谷
フィラデルフィア出身の女性ジャズ・シンガー・ソングライター。08 年にデビュー。交通事故で瀕死の重
傷を負いセラピーで作曲を始めたという“奇跡の生還エピソード”とともに、その心に響くナチュラルな
歌声と天性の才能で世界的ヒットを記録。今最も注目を集める女性シンガー・ソングライターの東京 1
夜限りのプレミアム・ライブ。

“MUSIC CUBE 10”
■3/20（土）、21（日）広島
広島テレビが主催し、2 日間に渡り広島中心部の複数のライブハウス・特設会場で開催するオムニバ
ス・ライブイベント“MUSIC CUBE”。昨年に続き 2 回目となる開催。当社所属アナログフィッシュ、
SPANK PAGE、SISTER JET も出演。
【出演】
avengers in sci-fi/THE BAWDIES/school food punishment/曽我部恵一 BAND/竹内電気/
フ ラ ワ ー カ ン パ ニ ー ズ /YO-KING/lego

big

morl/andymori/ 大 橋 ト リ オ /the

telephones/SCANDAL/

BIGMAMA/bonobos/MASS OF THE FERMENTING DREGS/UNISON SQUARE GARDEN 他

Galactic＜ギャラクティック＞
■3/26（金）心斎橋、3/27（土）名古屋、
3/28（日）・29（月）渋谷
ジャズやファンク発祥の聖地、ニューオーリンズを拠
点とするジャム・バンド。94 年の結成以降、ジャズや
ファンク、ロックの要素を巧みに取り入れた音楽性と
圧倒的なライブ・パフォーマンスで世界中のファンを
虜にしてきた。地元ニューオーリンズの数々のレジェ
ンドが参加したニュー・アルバムを携えての 2 年半ぶ
りの来日ツアー。

■公演に関するお問い合わせ先 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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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内

歪みはじめる、僕らの日常 吉田修一×行定 勲
現代に潜む闇を切り取った深淵なる衝撃の問題作

『パレード』
＜2/20（土）ロードショー＞
都会の片隅、ルームシェアをしている 4 人
穏やかな日々に、突然現れた１人の少年
同じ町では、連続暴行事件が起きている・・・
そして、彼らの生活はゆっくりと歪みはじめる。
やがて待ち受ける衝撃の結末。
共感できるあなたに闇が訪れる-------------。
原作：吉田修一（幻冬舎文庫）
監督、脚本：行定勲
出演：藤原竜也、香里奈、貫地谷しほり、林遣都、小出恵介
配給：ショウゲート/2010 年/日本/118 分/カラー/ビスタ/ド
ルビーSR
Ⓒ2010 映画「パレード」製作委員会

■本件に関するお問い合わせ先 http://www.cinequinto.com/
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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■ パルコ出版の新刊情報

大人気シリーズ、待望の最新刊！もっと仲を深めたい恋人たちのためのダイアリー

『ラヴァーズ・ダイアリー more』
PARCO 出版 編
定価：1,470 円（税込）
仕様：125×143 ミリ・372P
刊行：3 月中旬
恋人たちのあいだで大人気！書込み式質問日記の
決定版『ラヴァーズ・ダイアリー』の第 2 弾がいよいよ
発売決定！待望のシリーズ最新作、そのタイトルは
『ラヴァーズ・ダイアリー more もっと恋する 365
問』。

＊手をつなぎたいとき、どんなテレパシーを送りますか？
＊昨日よりもっと好きになったところは、どこですか？
＊キスは、ふたりのなんの合図ですか？

恋が深まる『恋愛日記』です。

高橋雅子のベーグルショップ、初のレシピ集！

『【tecona bagel works】レシピブック』
著者：高橋雅子
定価：1,680 円（税込）
仕様：182×230 ミリ・112P
刊行：3 月上旬
パン教室「わいんのある 12 ヶ月」を主宰、『ゆっくり
発酵パン』シリーズで大人気の著者が、東京・代々木
八幡に開いたベーグル専門店「テコナベーグルワーク
ス」。雑誌を中心に数多く紹介され、連日大盛況が続
いています。本書では、定番ベーグル、フレイバーベ
ーグル、ベーグルサンド、スコーンやワッフルなどのス
イーツまで、テコナのとっておきレシピを一挙公開しま
す。
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すゞやかで優しい、奇跡のような言葉の結晶は今も光を放ち続ける。

『立原道造詩集
僕はひとりで 夜がひろがる』
詩：立原道造 画：魚喃キリコ
予価：1,260 円
仕様：B6 判、160P
刊行：3 月
昭和初期に早世した、永遠の青春詩人・立原道造と、繊
細なタッチで人気のマンガ家・魚喃キリコの時代を越えたコ
ラボレーション！熱狂的道造ファンを自認する魚喃キリコの
描き下ろしイラスト、40 点以上を収録。道造の透明ではか
ない世界観を、いまの風景の中に見出すような新鮮な詩画
集です。

■本件に関するお問い合わせ先 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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■PARCO 海外店舗情報

シンガポール
「PARCO Marina Bay」3 月 31 日（水）オープン
※一般のお客様へのオープンは PM3:00～
東南アジアのビジネス・商業の拠点シンガポールに「PARCO Marina Bay」がオープンいたします。
豊かな感性を持つ消費者に向けて、ファッション・食・雑貨・カルチャー・ビューティなど幅広いアイテム
を編集したファッションビルとなっております。

■所在地 ： 9 Raffles Boulevard，Millenia Walk，Singapore 039596
■アクセス： MRT Circle Line「Promenade」駅（2010年4月17日 開業予定） 直結
MRT East-West Line / North-South Line 「City Hall」駅 徒歩 １０分
■施設規模： 地上１階～３階
■契約面積 約7,825㎡（2,367坪）
＜フロア構成＞
1F/ 【ファッション・コスメ・雑貨・カフェ】
自然派コスメを中心としたコスメゾーンほか、ファッション雑貨、スポーツアイテム、
カフェなど幅広いバラエティで構成
2F/ 【レディスファッション・シンガポール若手デザイナーゾーン「PARCO next NEXT」】
ローカルのファッションブランドを中心に編集。
シンガポール若手デザイナーのブランドの集まる「PARCO next NEXT」を展開
3F/ 【レストラン・バラエティ雑貨・食材・ビューティ】
シンガポール初登場の日系レストラン等、選りすぐりの 7 店舗がラインナップするレストラン
ゾーンほか、日系のステーショナリーショップ・食材店等も登場。
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「PARCO next NEXT」
シンガポールの若手デザイナー25 ブランドを、シンガポール政府機関「SPRING Singapore」・ファッション
協会「TaFf」と連動し、育てあげていきます。「シンガポールでしか買えないファッションブランドが集まる場所」
となります。

２Ｆ 若手デザイナーインキュベーターゾーン 「PARCO next NEXT」

TOKYO POP UP STORE
～33days limited store by 33 creators from Japan～
■企画会期：3 月 31 日（土）～5 月 2 日（日）
東京発パルコからのメッセージとして、国立新美術館「スーベニアフロムトーキョー」、羽田空港「Tokyo’s
Tokyo」などを手掛ける method・山田遊氏のディレクションによる「TOKYO POP UP STORE」(期間限定ショッ
プ)を 33 日間限定でオープン。
33 組のアーティストの作品を展示し、販売いたします。参加クリエイターのプロダクトほとんどがシンガポール
初上陸となると同時に、山田氏ディレクションの企画としては、海外初実施となります。
●主な参加ブランド・アーティスト
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■本件に関するお問い合わせ先
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パルコ 海外事業部 TEL：03-3477-8781

