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２０１０．５
パルコのトピックスをご紹介いたします。

■全国パルコのご案内

・パルコで過ごすＧ．Ｗ

■アート情報 【パルコファクトリー】 ・井上三太展
■映画関連 ・シネクイント 5 月のロードショー
■演劇情報 『裏切りの街』 『近代能楽集』
■音楽情報 ・クラブクアトロ 5 月の主な公演

◆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 営業企画部 小野 ono-jun@parco.jp
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

2010 年 パルコで過ごす Ｇ．Ｗ
Ｇ.Ｗを近場で過ごす方のために、無料で楽しめるイベントを多数実施します
今年の GW は、新型インフルエンザなどの影響で旅行のキャンセルが相次いだ昨年度に比べ、国内・海外とも
に旅行の予約状況が上回っているものの、「自宅周辺で過ごす予定」という人が約３割と、依然として個人の景
況感は緊縮ムードの様子です。（日経 MJ ４/７より）
パルコでは、GWを自宅周辺など近場で過ごす方のために、手軽に楽しめるイベントを豊富に用意しています。

渋谷の街が花で溢れかえる、渋谷公園通りフラワーフェスティバル連動

フラワーアレンジメントライブ
■5 月 4 日（火祝）～5 月 5 日（水祝）渋谷パルコ PART１．１F 店頭 14:00～/16:00～
代々木公園～渋谷公園通りで開催される『フラワーフェスティバル』に連動し、フラワーアレンジメントの達人が渋
谷パルコの店頭で素敵なアレンジメントライブを実施します。作られたものは、観客の方にプレゼントいたします。

ブランドとの限定コラボ商品も豊富！

♯２ ドラミちゃんアラモード
■4 月 23 日（金）～5 月 9 日（日）渋谷パルコ PART1．B1F ロゴスギャラリー ※最終日は 17:00 まで
国民的人気作品であるドラえもんの妹「ドラミちゃん」にスポットを当て、渋谷パルコの人気ショップが「ドラミちゃ
ん」との限定コラボ商品を作りました。
＜コラボ商品例＞

ワールドワイドラブ！

LIVE by Q

ROO TOTE

PART1･1F「moph」にて「ドラミちゃんケーキ」販売
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開催 10 日間で来場 1 万名突破！

アリス・イン・ワンダーランド展
■5 月 5 日（水祝）まで 渋谷パルコ PART1・6F パルコファクトリー
4 月 17 日（土）の公開以来、好調な興行となっているディズニー映画最新作「アリ
ス・イン・ワンダーランド」。4 月 16 日（金）より、豪華キャストが撮影で使用した貴重
な衣装や小道具の展示や、映画関連グッズを多数取り揃えています。

10 人の水着モデルが登場！

PARCO×ムラサキスポーツ 水着ファッションショー

© Disney

■5 月 2 日（日）池袋パルコ別館 ’P・1F 店頭、8F ムラサキスポーツ 14:00～/16:00 ※雨天決行
ムラサキスポーツによるトレンド水着のファッションショーを開催します。10 人の水着モデルが 20 パターン以上の
新作水着をご紹介します。

永久不滅ポイント 2 倍
■4 月 23 日（金）～5 月 5 日（水祝） 全国パルコ
期間中、全国のパルコにて＜PARCO カード＞、セゾンカード、UC カードをご利用いただくと通常 1,000 円につき
1 ポイントの永久不滅ポイントを 2 倍進呈いたします。 ＊一部対象外店舗、商品あり

■本件に関するお問い合わせ■
株式会社パルコ 営業企画部 小野/ono-jun@parco.jp
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TEL 03-3477-5781/FAX 03-5489-7481
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】

井上三太展（イノウエサンタテン）
■ 会期：2010 年 5 月 8 日（土）～23 日（日）
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）
世界中にファンを持つ孤高の漫画家、日本漫画界の最先端、井上三太。
このたび、漫画家生活 20 周年を記念し、個展を開催します。本店では、井上三
太の代表作「Ｔｏｋｙｏ Ｔｒｉｂｅ２」「隣人１３号」をはじめ、過去の作品から最新作
「Ｔｏｋｙｏ Ｔｒｉｂｅ３」「ダン・ダ・バーバリアン」までを網羅した、ここでしか観ること
のできない貴重な生原稿やイラスト、ラフスケッチなどを多数展示。さらに、井上
三太が本展のために描き下ろした巨大イラストも登場！

■本件に関するお問い合わせ■
株式会社パルコ 営業企画部 重藤（シゲトウ）、大森
TEL 03-3477-5781 / パルコファクトリー TEL 03-34775873

■映画情報

シネクイント 5 月のロードショー

大ヒット上映中！

ソラニン
ＯＬ2 年目を自由を求めて辞めた芽衣子。音楽の夢をあきらめき
れないフリーターの種田。不透明な未来に確信が持てず、寄り添い
ながら、東京の片隅で暮らすふたり。だが、芽衣子の一言で、種田は
あきらめかけていた想いを繋ぐ。夢を追いかけ、ある想いを込めて、
仲間たちと「ソラニン」という曲を書き上げる。そんな中、種田がバイ
ク事故にあってしまう。「ソラニン」という名の歌をモチーフに芽衣子
と種田が織りなす、切なくリアルな恋愛青春映画。リアルな若者の心
情と青春の光と影をヴィヴィットに描き出し、熱狂的な支持を受ける
漫画家・浅野いにおの傑作コミック「ソラニン」が満を持しての映画
化。
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■
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（渋谷パルコ・パート 3 38F） TEL 03-3477-8911

MONTHLY INFORMATION

■演劇情報

5 月のラインナップ

演劇界屈指の俳優＋注目の若手俳優の
顔合わせによる新作がついにパルコ劇場に登場！

裏切りの街
乱交パーティに集う男女を、リアルな会話で描いた作品
『愛の渦』で、2006 年に岸田戯曲賞を受賞した三浦大輔。
彼が率いる劇団「ポツドール」の舞台は常に物議をかもして
きました。また、音楽を手掛けるのは三浦大輔の盟友・岸
田和伸率いる「銀杏 BOYS」。エッジの効きまくった三浦大
輔の劇世界と、すばらしいキャストの出会い。演劇界にとど
まらず、映像、音楽、サブカルチャーの世界にもアピールす
るスリリングな作品がここに誕生する。
作・演出：三浦大輔 音楽：銀杏 BOYS 出演：秋山菜津子、田中圭、安藤サクラ、松尾スズキ他
■会期：5 月 7 日（金）～5 月 30 日（日）

■料金：一般 7,350 円、学生 5,000 円 ■会場：パルコ劇場

三島由紀夫を美輪明宏の美学が織り成す、美しい日本語の物語

近代能楽集
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！
＜地方公演＞
福岡（5 月 13 日）、広島（5 月 15 日）、相模大野（5 月 19 日）、富
山（5 月 21 日）、大阪（5 月 25 日～30 日）

■本件に関するお問い合わせ■
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 5 月の主なラインナップ

矢野顕子
■ 5 月 1 日（土）広島
自由奔放な歌唱と縦横無尽なピアノ・プレイ、そしてポップスの
フィールドにいながらもジャンルに囚われないユニークな活動
で、ミュージシャンとして女性として幅広い支持を集める矢野顕
子。今年 2 月に待望の弾き語り一発録りによるニュー・アルバ
ム『音楽堂』をリリースした彼女。弾き語りスタイルによる全国
ツアー“ここが音楽堂！”を開催。

ＴＯＲＴＯＩＳＥ

＜トータス＞

■ 5 月 10 日（月）心斎橋
90 年代以降全世界的に浸透した“音響派”“ポスト・ロック”とい
う新ジャンルを確立し、インストゥルメンタル・ミュージックのみ
ならずポップ・ミュージックの可能性を拡張させてきたシカゴの
巨匠、トータス。昨年は通算 6 枚目 5 年ぶりのアルバムをリリー
スしＦＵＪＩ ＲＯＣＫにも初出演した彼らの 5 年ぶりの単独来日
ツアー。

チャットモンチー
■ 5 月 15 日（土）広島
徳島出身の 3 ピース・ガールズ・バンド。05 年にデビューし、06
年のファースト・アルバム『耳鳴り』で大ブレイク。以降もリリー
スを重ねるごとに評価を高め、日本のロック・シーンを牽引する
存在に成長した。今年 3 月にシングルのカップリング曲を集め
たアルバム『表情』をリリース。カップリング曲のみのセットリス
トで挑む 1 年ぶりの全国ツアー。
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浜田真理子
■ 5 月 20 日（木）心斎橋、5 月 22 日（土）名古屋、5 月 25 日（火）渋谷
島根出身の女性シンガーソングライター。ＯＬの傍ら自主制作したアルバム
が噂を呼んで伝説化、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』に取り上げられ大反
響を呼んだ。心に染みる深遠な歌声と、圧倒的な表現力で各方面から高い
評価を集めている。今年で 5 回目となる恒例の春のクアトロ・ツアー。

■本件に関するお問い合わせ■
パルコエンタテインメント事業部 運営担当 TEL 03-3477-5831
○渋谷クラブクアトロ TEL 03-3477-8750 ○名古屋クアトロ TEL 052-264-8211
○心斎橋クアトロ TEL 06-6281-8181 ○広島クアトロ TEL 082-542-2280
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