MONTHLY INFORMATION

■全国パルコの情報

2010 PARCO SWIM DRESS キャンペーン スタート
水着を着て、モテに行こう！
今年のテーマは“モテ水着”！
パルコ各店ではいよいよ水着ショップがオープンいたし
ます。これにあわせて「PARCO SWIM DRESS」キャンペー
ンをスタートいたします。
今年のテーマは『水着を着て、モテに行こう！』。女性の
新しい魅力を引き出すべく、パルコの女性社員がチーム
を作り、女性のために企画をいたしました。キャンペーン
モデルは Seventeen のトップモデルであり、女優としても活
躍がめざましい桐谷美玲。女性を綺麗にみせることに定
評のあるアーティスト・清川あさみのプロデュースにより、
「ゆるカワ」ガールのイメージから真逆の“パワフルでセク
シーな女性”という一面を引き出しています。

◆『2010PARCO SWIM DRESS』キャンペーン◆
・水着 WEB サイトでポスター撮影メイキングを公開！
桐谷美玲さんからの、貴重なメッセージは必見です。

※詳しくは www.parco-swim.com/
・「三愛水着楽園」「PEAK&PINE」など人気ブランドとのコ
ラボ限定水着が登場！
・パルコのおすすめ水着カタログをリリース。掲載商品は
すべて EC サイトで購入できます。

※4 月下旬より配布 ※一部商品除く
その他、ポスター着用モデルの水着プレゼントや売れ筋
ランキング情報など、見逃せない水着キャンペーンを展

ポスター着用水着…大手水着ブランド「三愛水着楽園」2010 年イチオシ

開します！

水着。シンプルな無地のビキニに光るたくさんのスワロフスキー。クールな
中にも女性らしさが光るコンパクトなビキニ。
＜桐谷美玲プロフィール＞

＜清川あさみプロフィール＞

1989 年千葉県生まれ。

1979 年淡路島生まれ。

2005 年スカウトされ、映画「春の居場所」でデビュー。

糸や布を使った独自の手法でアート作品、衣装、空

ティーン誌「Seventeen」の表紙を飾り「ゆるカワ」ガールの

間、映像、イラストレーションを創作するアーティスト

代名詞として若い人たちに熱狂的な支持を得ている。

として多方面で活躍中。また、数々の CD ジャケット

昨年 8 月に発売した 1st 単行本「美玲さんの生活」は既

や広告のアートディレクションも手掛ける。主な著書

に 4 万部を突破。また彼女のブログアクセス数がモデル

に『美女採集 Asami Kiyokawa catch the girl』

部門 NO1 を記録。2010 年 5 月公開映画「音楽人」では

（INFAS）

初主演を果たし、ティーン誌のトップモデルにとどまらず、
女優としての今後の活躍が期待されている。

■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社パルコ 営業企画部
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■PARCO ART 情報

【パルコファクトリー】

NHK どーもくん展
～どーもくん コマ撮りアニメーションの世界～
■会期：2010 年 3 月 26 日（金）～4 月 12 日（月）
10：00～21：00（最終日は 18：00 終了）
■会場：パルコファクトリー
（渋谷パルコ パート 1・6F） ■入場料無料 ■主催：NHK
NHK キャラクターとしておなじみの「どーもくん」が NHK を飛び
出して、展覧会を開催いたします。どーもくんは、人形や小道具
を人の手によって少しずつ動かしながら撮影していく「コマ撮りア
ニメーション」という伝統的な手法で制作されています。本展覧
Ⓒ NHK・TYO
会では、どーもくんコマ撮りアニメーションの実物セットを一挙公
開。精巧に作られたミニチュアの小道具や、登場人物たちの実物の人形も勢ぞろいします。また、今年 11 年目を迎えたどー
もくんの 30 秒アニメーション作品の中から、選りすぐりの作品を上映。ひそかに話題の「龍馬どーもくん」や、この春迎えるど
ーもくんの新展開の展示もあります。

★期間中、どーもくんの来場、「コマ撮りアニメーションワークショップ」などイベントを予定いたしております。

アリス・イン・ワンダーランド展
★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 4 月 16 日（金）～5 月 5 日（日）
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 4 月 8 日（火）～4 月 21 日（水）
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：スタジオ・エーワン企画
ようこそ、驚きに満ちた“新アリス伝説”へ――――――――
ルイス・キャロルのあまりにも有名な小説「不思議の国のアリス」から誕生した
© Disney
永遠のヒロイン、アリス。19 歳に成長した彼女の“新たなる冒険”と、ワンダーランドの運命を賭けた戦いを、驚異の映像で描
くティム・バートン監督の新作「アリス イン ワンダーランド」が、4 月 17 日（土）全国一斉公開されます。それを記念して、パ
ルコファクトリーとロゴスギャラリーでは、「アリス イン ワンダーランド展」を開催します。
マッド・ハッター演じるジョニー・デップをはじめ、赤の女王へレナ・ボナム・カーター、白の女王アン・ハサウェイ、そしてアリス
を演じるオーストラリアの新星ミア・ワシコウスカなど、豪華なキャストが撮影で使用した、貴重な衣装や小道具の展示加え、
ストーリーボードやパネル、メイキング映像などで、新たなアリスの世界を再現します。また、会場内ショップでは、映画関連
グッズを多数取り揃え販売いたします。
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■PARCO ART 情報

【ロゴスギャラリー】

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
http://www.parco-art.com/
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■ 演劇情報 ■ 4 月の公演ラインナップ
三島由紀夫と美輪明宏の美学が織り成す、美しい日本語の物語。豪華絢爛、ロマンあふれる世界でお届けいたします。

近代能楽集より

『葵上』『卒塔婆小町』
美しく、妖しく、はかなく、悲しい幻想の世界を、美輪演出なら
ではのスペクタクルに、ロマンティックに、ダイナミックに、そして
ドラマティックに展開！そして、美輪明宏の完璧な技巧・演技術
により、『葵上』では生霊を、『卒塔婆小町』では百歳の老婆から
絶世の美女を演じ分けます。恋する女の魂の悲しく恐ろしい物
語『葵上』、美しすぎるがゆえにあまりにも悲哀に満ちた定めを
負わねばならない、時空を超えた無償の愛の物語『卒塔婆小
町』。＜美と醜＞＜若と老＞などを＜正負の法則＞に基づく 2 作
品連続上演です。
作：三島由紀夫、演出・美術・主演：美輪明宏、
出演：木村彰吾 他
【入場料】Ｓ席 10,500 円、Ａ席 7,000 円、ＢＯＸ席 20,000 円（全席指定・税込） 【主催】パルコ
■4 月 6 日（火）～5 月 9 日（日） ■ル・テアトル銀座（※パルコ劇場改装中のため、外部公演）
“運命の歯車は、くるくる回るよ、二人のために”

博覧會 ～世界は二人のために～
日本統治の幕切れが迫る台湾。今まさに開催されようとして
いる大博覧会。その日本館の催しで一旗あげようと海を渡っ
た芸人一座。しかし一座といいながら名ばかりで、師匠・淡水
（篠井英介）とその弟子・千太郎（荒川良々）の極小ユニット。
その彼らを待ち受けていたのは、大陸流れの官僚・秋本（菅原
永二）や自称芸の鬼・周（大谷亮介）、台湾人のリャン（池田成
志）といった屈折した中年ばかり。そして用意された仕事は無
謀ともいえる怪しくも奇妙な演目。運命に吸い寄せられた人々
の出会いは、やがて不遇な人々の暗部を滲みださせて・・・。
果たして、博覧会までに、無謀なリハーサルはクライマックス
を迎えることができるのか・・・師弟の絆が導火線となり、それ
ぞれの悔恨の情が燃え上がる。実力・個性を兼ね備えた役者
陣を一同に介して送る話題作。
作：千葉雅子 演出：池田成志 出演：荒川良々、星野真理、大谷亮介、菅原永二、池田成志、篠井英介
【入場料】5,800 円（全席指定・税込）

【主催】パルコ

■4 月 8 日（木）～4 月 21 日（水） ■東京グローブ座（※パルコ劇場改装中のため、外部公演）
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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 主演：森山未來、穂のか、福井貴一ほか

＜地方公演＞
岡山、大阪、福岡、富山、新潟 全 8 公演
■4 月 2 日（金）～4 月 13 日（火）
【企画・制作】パルコ、テイト・コーポレーション、クオーレ

■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 ４月の主な公演

“Gaz’s Rockin’ Blues 30 years anniversary”
■4/2（金）名古屋、4/3（土）心斎橋
出演：The Skatalites/Sound Dimension featuring Stranger and Patsy/DJ:Gaz Mayall&Baby Soul
ギャズ・メイオールが主催するロンドンで最も長い歴
史を誇るクラブ・イベント Gaz’s Rock’n Blues の 30 周
年記念パーティー。ジャマイカ音楽の基礎を作り、今
なお現役でシーンを牽引するスカタライツと、同じくス
カ～レゲエ黎明期の重要バンド、サウンド・ディメンシ
ョンが奇跡の復活を果たし来日。

３１１＜スリーイレヴン＞
■4/6（火）渋谷
90 年米国ネブラスカ州で結成、ＬＡを拠点に活動する 5 人組。ヒップホップやレゲエを受けたミクスチャー・
サウンドを展開、95 年のアルバム『３１１』がトリプル・プラチナ・アルバムを記録しスターダムへ駆け上がった。
その後もヒット作を連発し、累計セールスは約 1,000 万枚に上る。パンク・ロックの祭典“PUNK SPRING”出演
に伴う単独公演。

KINGS OF CONVENIENCE＜キングス・オブ・コンビニエンス＞
■4/6（火）心斎橋
ノルウェー出身の男性アコースティック・デュオ。01 年のデビュー以来、極限まで研ぎ澄まされたミニマルな
サウンドでヨーロッパを中心に圧倒的な人気を集めており、日本でもコーネリアスなどアーティストからの支持
も高い。昨年 10 月に 5 年ぶりとなるアルバムをリリースした彼らの 4 年ぶりの来日公演。

HADOUKEN!＜ハドーケン!＞
■4/7（水）心斎橋
日本が生んだ格闘対戦ゲーム「ストリートファイターⅡ」の必殺技から拝借したバンド名を持つロンドン出身の
バンド。レイヴ、ハードコア、エレクトロ、グライムを混ぜ合わせたような超進化系な音作りが特徴で、各方面
から大きな注目を集めている。1 月 20 日リリースのセカンド・アルバムを携えての待望の来日公演。

6

MONTHLY INFORMATION

奥田民生
■4/17（土）広島
これまでも様々な企画で世間を驚かせてきた奥田民生が、まだ斬新な
新企画“ひとりカンタビレ”を全国 9 箇所で敢行。通常のコンサートとは異
なり、一人ですべての楽器を演奏・多重録音し各会場で新曲を１曲制作
する過程をお見せするプレミアム・レコーディング・ライブ。当日できた楽
曲は完成後すみやかに限定配信販売される。

ANVIL＜アンヴィル＞
■4/19（月）、20（火）渋谷、21（水）心斎橋、22（木）広島
カナダ出身のメタル・バンド。30 年にわたる不遇時代を経て今なお
夢を諦めきれずバンドを存続する姿を追ったヒューマン・ドキュメンタ
リー映画『アンヴィル！夢を諦めきれない男たち』が昨年公開され全
米、全英、そして日本でも大ヒットを記録。それを受けて待望の来日
公演が実現。世界が笑い、涙した感動のストーリーの続きを！

渋さ知らズオーケストラ
■4/22（木）渋谷、30（金）名古屋
日本が世界に誇るカテゴリー不可な大所帯音楽集団。不破大輔を中心に 89 年に結成。前衛ジャズ、ロック、
民族音楽、歌謡曲、アングラ演劇、舞踊などジャンルを超越したパフォーマンスで欧米での評価も高い。音楽
以外でも多種多様な人々の支持を集める彼等の、ニュー・アルバム『渋夜旅』発売記念ツアー。
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■ 弊社マネージメント アーティスト情報

アナログフィッシュ
2/10 リリースのニュー・アルバム『Life Goes On』を携えての全国ツアー『Analogfish 2010 “Life Goes
On”TOUR』を開催。
4/8（木）札幌 BESSIE HALL
4/10（土）仙台 PARK SQUARE
4/15（木）福岡 DRUM SON
4/17（土）心斎橋クラブクアトロ
4/18（日）名古屋クラブクアトロ
4/23（金）渋谷クラブクアトロ

SISTER JET
2/3 リリースのタワーレコード限定ワンコイン・シングル「MR.LONELY」を携えた全国ツアーのファイナル『ツア
ーMR.LONELY ～最終ラウンド ONE MAN STAND』を 4/3（土）渋谷クラブクアトロにて開催。

■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

8

MONTHLY INFORMATION

■ 映像情報 ■ シネクイント 4 月のロードショー

ソラニン
＜4/3（土）ロードショー！＞
出会ったころのあたし達は、
心細くて不安もあったけど
いつもどこかでワクワクしてた。
とにかく、あの頃の空は、
なんだかすっごく
広かったんだ―――――。
それは、二人の想いをつなぐ歌
切なく胸に鳴り響く、青春恋愛映画の誕生！
累計 60 万部突破！世代を超えて圧倒的な共感と感動を呼ぶ若手漫画家、浅野いにお作品初の映画化！
原作：浅野いにお「ソラニン」（小学館ヤングサンデーコミック刊）
監督：三木孝浩 脚本：高橋泉 音楽：ent 出演：宮﨑あおい、高良健吾、桐谷健太、近藤洋一（サンボマスター）、伊藤歩、
ＡＲＡＴＡ、永山絢斗、岩田さゆり、美保純／財津和夫
2010 年/日本/126 分/カラー/ヴィスタサイズ/ドルビーデジタル/Ⓒ2010 浅野いにお・小学館/「ソラニン」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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