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２０１０．６
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
・夏、早割 ・ワールドカップ目前、サッカー関連ショップオープン

・ホリプロ×パルコ

■アート情報 【パルコファクトリー】 蒼井優展～うそっ。～
■出版情報 蒼井優ポップアップブック『うそっ。』
■映画情報 シネクイント『告白』、『宇宙ショーへようこそ』
■演劇情報 『ラヴ・レターズ』20 周年記念公演、『裏切りの街』
■音楽情報 クラブクアトロ 6 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
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『夏、早割

～夏を先取る 5 日間～ PARCO 5DAYS SALE』

全店にて開催！

パルコでは夏物商材がそろうこの時期に、早くも「全館セール」を実施しお客様へ還元いたします。
●夏を先取るトレンドアイテム●
花柄マキシ丈ワンピース、デニムシャツワンピース、サンダル、サロペット、
サンダル、UV 対策のストール、カーディガン etc.

■タイトル：『夏、早割 ～夏を先取る 5 日間～ PARCO 5DAYS SALE』
■会期：5/27（木）～31（月）5 日間
※名古屋店 5/21（金）～31（月） ※福岡店 5/27（木）～30（日）

■実施店舗：全国 20 店舗
（池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘、千葉、津田沼、新所沢、浦
和、宇都宮、仙台、札幌、静岡、名古屋、松本、大津、広島、福岡、大分、
熊本）※心斎橋店は未実施
■ 企画内容：
・

テナント各ショップ 10％OFF （※一部除外店舗、商品あり）

・

＜PARCO カード＞5％OFF （※ご請求時）

・

クラス S メンバーズ初日限定 キックバックキャンペーン
（1 万円お買上ごとに 500 円の優待券を進呈）

・

モバイルメルマガ会員 5/29～30 限定 お買上優待券進呈（5 千円以上お買上で 500 円の優待券を進呈）

■ 媒体：ポスターB 全、B３各 1 種（全店にて掲出）、TVCF15 秒 1 種（地方店のみ、首都圏は電車内媒体）

＜各店イベント情報＞
【広島】5/29（土）13：00～/14：10～/15：10～本館 3F セシルマクビー
安西ひろこ

握手＆サイン会

【名古屋】5/30（日）15：30～西館 1F 店頭
水着ファッションショー＆2010 パルコ水着キャンペーンモデル桐谷美玲トークショー
【ひばりが丘】5/30（日）16：00～1F 店頭
TKO 木本

家電トークショー
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ワールドカップ目前、サッカー関連ショップオープン！
ワールドカップを目前に控え、パルコではサッカーをファッショナブルに楽しむショップが続々とオープンいたします。

FIGURA（フィギュラ）/フットボールアパレル
■5/27（木）～6/13（日） 渋谷パルコ PART3・1F
南米をキーワードにしたオリジナルや、新しいサッカー・ファッションを提案します。

SFIDA（スフィーダ）/フットボールプロダクツ
■ 6/15（火）～29（火） 渋谷パルコ PART3・１F
フットボールの「ボール」をブランドの核とし、フットボールとライフスタイルを融合させた新しいプロダクトを創造。

GREEN（グリーン）/フットサル専門店
■5/27（木）～

浦和パルコ１F

フットボールカルチャーマガジン「Green」編集部がプロデュースするフットサル専門店。

GRANDE（グランデ）/フットボールアパレル
■好評営業中

浦和パルコ１F

昨夏に 1 ヶ月で 12,000 千円を売り上げた人気限定催事が、常設ショップとしてオープン。コラボアイテムや浦和限定品
も充実しています。

「Theatre of Football」清水和良
■ 浦和パルコ１F 特設会場

写真＆コレクション展

観覧無料

1978 年から FIFA ワールドカップを 8 大会連続で取材している浦和出身のスポーツフォトグラファー・清水
和良氏による写真展を開催いたします。同氏が世界各国で収集してきた関連グッズも披露いたします。
協力：浦和フットボール通信社
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PARCO に来るとデビューのチャンス？！

ホリプロ スカウト隊が来館！！
深田恭子、綾瀬はるかを発掘したオーディション“ホリプロ タレント
スカウトキャラバン。”35 回目を迎える今回は、自薦他薦応募の受
付のほか、ホリプロ スカウト隊がパルコに来館します。
■対象：14～20 歳までの女性
■日程：5/29（土）、30（日）
■場所：渋谷、池袋、吉祥寺、千葉、津田沼、ひばりが丘、浦和
他各パルコにて

【企画概要】
タイトル：
第 35 回タレントスカウトキャラバン×PARCO
募集期間：5/1（土）～7/5（日）
地方予選：7/18（日）以降
※ パルコ女性社員が審査員として参加
決勝戦：8/29（日）
第 31 回ﾎﾘﾌﾟﾛﾀﾚﾝﾄｽｶｳﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ石橋杏奈

ホリプロ 50 周年の節目となる今回のスカウトキャラバンは、初の女性実行委員長が実施し、女性目線で「女子受けす
るモデル系女優の発掘」を目指し、ファッションイメージを強く打ち出していきます。（協賛：サンエーインターナショナル）
応募は自薦他薦のほか、ホリプロ スカウト隊、パルコ内のテナントスタッフによるスカウトがあります。これらのスカウトに
より「スカウトパスポート」を受け取ると、一次審査（書類審査）が免除となります。

★グランプリ特典として、ホリプロとの専属契約、賞金のほか、2011 年ＰＡＲＣＯ水着キャンペーンの

広告モデルに起用予定です。

■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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■PARCO ART

パルコファクトリー展覧会情報

蒼井優展～「うそっ。」～
女優・蒼井優がいままで培ってきた独特の空気感を“うそっ”というテーマ
と“飛び出す”という仕掛けで「書籍（ポップアップブック）」と「展覧会（赤
と青のフィルムの３D メガネで楽しむ）」で連動して表現するプロジェクトで
す。
展覧会は、赤と青と白で構成された空間をメガネをかけて回ることで体
感できる不思議な空間。会場でしか体感できない３D 要素の入ったオリ
ジナル企画を、デザイン、撮影、スタイリングの各界トップクラスのスタッ
フで制作しました。
■ 会期：5/27（木）～6/14（月）
10：00～21：00 ※最終日は 18：00 まで
■ 会場：渋谷パルコ PART1．6F パルコファクトリー
■ 入場料：一般 500 円、学生 400 円（小学生以下無料）
※ 赤と青のメガネ付
■ 主催：パルコ

■ 特別協賛：キリンビバレッジ株式会社

女優・蒼井優さんによるトークイベント開催！■5/29（土）21：30～渋谷パルコ PART3・8F ｼﾈｸｲﾝﾄ
5/27～29 の期間中、会場にてポップアップ BOOK「うそっ。」
（PARCO 出版）の展覧会限定セットをお買上の方
から抽選で各日 20 名様ご招待

■本件に関するお問い合わせ■
株式会社パルコ 営業企画部 大森、重藤（シゲトウ）
TEL 03-3477-5781 / パルコファクトリー TEL 03-34775873
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■パルコ出版の新刊情報
蒼井優ポップアップブック

「うそっ。」
読者を「うそっ？！」と思わせる、不思議でおしゃれな世界に
誘います。細部にまでこだわった上質なポップアップブックで
ありながら、蒼井優本人のビジュアル（横顔）がインパクト抜群
の、まったく新しい感覚の書籍です。
■ 発売元：PARCO 出版
■ 発売日：5/27（展覧会先行発売）
6 月下旬全国一般発売
■ 定価：3,800 円（税別）
■ 仕様：A4 版変形 16 頁（6 ポップアップ）

オールカラー

■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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■音楽情報 クラブクアトロ 6 月の主なラインナップ

“第 5 回東京うたの日コンサート”
■6/18（金）・19（土）・20（日）渋谷
出演：BEGIN /岡本定義/渡和久/下地勇/三宅伸治/BLACK
BOTTOM BRASS BAND/
サンタラ/遠藤賢司/向井秀徳/SISTER JET/OKAMOTO’S/他
石垣島出身の BEGIN が沖縄慰霊の日の翌日 6 月 24 日を“う
たの日”として、2001 年に沖縄でスタートさせた“うたの日コン
サート”。それが東京にも広がり、2006 年からスタートした“東京
うたの日”。第 5 回目となる今回も、渋谷・道玄坂の老舗ライブ・
ハウス BYG を拠点とするミュージシャンを中心に、メイン会場の渋谷クアトロ他 4 拠点で同時開催。

LOVE PSYCHEDELICO
■6/27（日）広島
KUMI（Vo,G）と NAOKI（G,B,Key）によるロック・デュオ。2000 年に
デビューし、70 年代ロックを現代に昇華したサウンドと、KUMI の存
在感のあるボーカルで人気を集め、01 のファースト・アルバム以降
すべての作品が好調なセールスを記録している。デビュー10 周年
となる今年、2 年半ぶりとなる 5th アルバム『ABBOT KINNEY』をリ
リース。そして全国ツアーが決定。

【外部公演】

小沢健二
■6/4（金） 名古屋 中京大学文化市民会館オーロラホール
今年最大の話題を集めている 13 年振りの全国ツアー“ひふみよ
小沢健二 コンサートツアー 二零一零年 五月六月”名古屋公
演を名古屋クラブクアトロ主催で開催。
＜小山田圭吾とのユニット、フリッパーズ・ギター解散後、93 年か
らソロ活動を開始。90 年代を代表する金字塔的名盤として名高
いアルバム『ライフ』で大ブレイクし、「渋谷系の王子様」として一
時代を築くが、98 年以降メディアから忽然と姿を消し、ミュージシャンとしては事実上活動休止状態だった。＞
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【弊社マネージメントアーティスト】

SISTER JET
今年に入って、スペースシャワーTV 列伝ツアーに参加し
全会場ソールド・アウトを記録、タワーレコード限定シング
ル「MR.LONELY」が早々に売り切れ、4 月からはオール
ナイトニッポンのレギュラーがスタートするなど、ますます
絶好調の SISTER JET。6/2 にニュー・シングル「キャラメ
ルフレーバー」リリース。そしてボーカル・ギター、ワタルＳ
の誕生日でもある 6 月 6 日に日比谷野外音楽堂ワンマ
ンライブ（チケット料金 1,000 円！）を敢行。

■ニュー・シングル『Caramel Flavor』
6/2（水）リリース

PECF-1019

■SISTER JET 06/06 ALL YOU NEED IS LIVE AT
6/6（日） 東京・日比谷野外音楽堂

¥1,000（税込）

野音ワンマン

■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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■演劇情報 6 月のラインナップ

「ラヴ・レターズ」２０周年記念公演
■会期：６月２１日（月）～６月３０日（水） パルコ劇場
■ 料金：5,000（税込、全席指定）
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、静かなブームを巻き起こしました。パ
ルコ劇場にて、1990 年 8 月のスタート以来、のべ約 380 組が読み継いできた朗読劇の傑作『ラヴ・レターズ』が、今年
ついに 20 周年を迎えます。第 1 回公演に出演した大竹しのぶをはじめ、好評の再演カップル、そして新たなカップルと、
豪華な顔ぶれでお届けする記念公演。作：A.R.ガーニー 演出：青井陽治

●一般発売 ５月２２日

★21 日（月）：松尾スズキ＆大竹しのぶ

★22 日（火）：片岡愛之助＆朝海ひかる

★23 日（水）：石井一孝＆七瀬なつみ

★24 日（木）：竹中直人＆風吹ジュン

★25 日（金）：鶴見辰吾＆松下由樹

★26 日（土）：三木眞一郎＆朴王路美

★27 日（日）：今井清隆＆湖月わたる

★28 日（月）：三上市朗＆石野真子

★29 日（火）：井上芳雄＆中越典子

★30 日（水）：三上博史＆安田成美

演劇界屈指の俳優+注目の若手俳優の顔あわせによる
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」。
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：6 月 5 日（土）、6 日（日）大阪、8 日（火）福岡
■ 料金：一般 7,350 円、学生 5,000 円
■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
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■映画情報 シネクイント 6 月のロードショー
6/5（土）ロードショー

『告白』
09 年度本屋大賞に輝き、上半期単行本フィクション部門
第１位（日販調べ）を記録したベストセラー、『告白』（湊か
なえ／双葉社）。「生徒に娘を殺された」という女教師のシ
ョッキングな告白から始まる物語。監督をつとめるのは、
独創的な映像感覚と確かな演出力で、『下妻物語」『嫌わ
れ松子の一生』『パコと魔法の絵本』などの大傑作を生み
出してきた中島哲也。主人公の女教師森口悠子を演ずる
は『ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜』であらゆる映画賞を総なめにした今最も注目さ
れる女優・松たか子。そして 1000 人以上のオーディションで選ばれた生徒たち、37 人
の 13 歳が出演する。だれも見た事の無い極限のエンターテイメントが誕生する。
監督：中島哲也『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『パコと魔法の絵本』
出演：松たか子 岡田将生 木村佳乃
原作：湊かなえ
配給：東宝
©2010「告白」製作委員会

6/26（土）レイトショー

『宇宙ショーへようこそ』
※第 60 回ベルリン国際映画祭

ジェネレーション部門 (Kplus)ノミネート作品

文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞したテレビシリーズ『かみちゅ！』から 4 年、舛成孝二監督が満を持して送り出すオリ
ジナル劇場アニメーション！舛成監督初の劇場作品となるため、脚本の倉田英之、キャラクターデザインの石浜真史、音
楽の池 頼広らをはじめと、現在のアニメーション界をリードする気鋭のスタッフが集結！
監督：舛成孝二

脚本：倉田英之

キャラクターデザイン・作画監督：石浜真史

声の出演：黒沢ともよ、生月歩花、吉永拓斗、松元環季、鵜澤正太郎、藤原啓治

原作：ベサメムーチョ
配給：アニプレックス

©A-1 Pictures/「宇宙ショーへようこそ」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 8F） TEL 03-3477-8911
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