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パルコのトピックスをご紹介いたします。 

 

■ 全国パルコのご案内  
  コーポレートキャンペーン第 2 弾をスタートします 

■ 音楽情報  クラブクアトロ １１月の主なラインナップ 

■ 演劇情報  パルコ劇場 『カーディガン』 

■ 出版情報  パルコ出版 『モロッコの食卓』 

■ 映画情報  シネクイントロードショー  『リトル・ランボーズ 』 

 

 

                
 

◆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 

ＰＡＲＣＯ  

MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２０１０．１１ 
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＜一部訂正がございましたので、再度掲出いたします＞ 

 

 
 

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：平野秀一）は、新たなコーポレートキャンペーンとして、

さまざまな才能の応援や豊かな生活スタイルを提案する『Love human.PARCO』をスタートいたしました。 

いまの時代を見つめ直したときに、ひとりひとりが自分なりの価値観を持って心豊かな人生を送り、若者が 

未来に夢と希望を持てるような元気なメッセージを発信していきます。 

 

コーポレートキャンペーンを具体的に表現する広告には、多様なバックグラウンドを持ち才能溢れるミュージシャン、

マイア・バルー（Maïa Barouh）を起用しております。 

9 月の第１弾に続き、11 月 3 日（水祝）より第 2 弾の広告展開を行います。 

第 2 弾 CM 用に新たに作られた楽曲の配信や限定盤 CD の発売、各パルコでのマイア・バルー（Maïa Barouh）

によるフリーライブなどを展開し、コーポレートキャンペーンを広く伝えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆イベントスケジュール 
ＣＭに出演しているマイア・バルー（Maïa・Barouh）によるライブイ

ベントを実施いたします。日本語、フランス語、英語、ポルトガル語を

自由に操り、フルートを吹きながら歌う独自のスタイルが話題となっ

ているマルチリンガル・アーティストです。 

 

・ 渋谷パルコクリスマスツリー点灯式＆ミニライブ（11/19） 

・ 各パルコでのライブイベント 

（福岡店 12/10、名古屋店 12/11、札幌店 12/17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Love human.PARCO』 

コーポレートキャンペーン第 2 弾がスタートします

   ＜キャンペーンメッセージ＞ 

    

輝く世界は、君がつくる。 
世界の広さに比べれば、君は小さな存在かもしれない。 

でも、そのカラダの中には、世界を変える力がある。 

信じよう。未知数の自分を。楽しもう。自分の中の無限の可能性を。 

世界を変えるのは、知らない誰かじゃなく、 

今、この瞬間を生きている君だから。 

渋谷パルコ クリスマスツリー点灯式にマイア・バルーが登場！

＜日時＞：2010 年 11 月 19 日（金）18:00 スタート 

＜場所＞：渋谷パルコ・パート１ 公園通り広場 特設会場 

マイア・バルーによるミニライブとスペシャルゲストによるトーク

セッション等を予定しています。 

（上）キャンペーンポスターイメージ
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◆ 楽曲展開 
コーポレートキャンペーン『Love human.PARCO』をより具体的なメッセージとして届けるために、第 2 弾 CM に

合わせて新たに作られた楽曲「微笑みとハンマー [Love human ver.]」の配信や、限定盤 CD を発売します。 

新曲「微笑みとハンマー」は、佐藤タイジ（Theater Brook）によるプロデュースです。 

 

＜配信＞  

レコチョク、モバえみ他 主要配信サイトで 11 月 3 日より随時配信 

●微笑みとハンマー [Love human ver.] 

11/3～【着うた】【着うたフル】 ＊レコチョク、モバえみ 先行配信 

11/10～【着うた】【着うたフル】【RBT（待ちうた】 ＊全ＭＳＰ 

11/24～【ＰＣ】【着ムービー】 

●ワルツ [Love human ver.] ●ongaku [Love Human ver.] ●Gelem Gelem [Love human ver.] 

11/10～【着うた】【着うたフル】【RBT（待ちうた】 

11/24～【PC】【着ムービー】【Video Clip】 

12/8～【PC 映像】  

 

＜限定盤 CD 発売＞ 

全国のパルコに入っている TOWER RECORDS（１０店舗）と、渋谷 TOWER RECORDS を中心

に限定盤 CD『Love human tracks』を発売します。 

第２弾 CM タイアップの新曲に加え、第１弾 CM で使用した曲なども収録しています。 

 ※11/27 パルコ劇場にて先行発売、12/1 より店頭発売予定 

 

 

 

【コーポレートキャンペーン広告展開】 

今回のコーポレートメッセージ『Love human. 輝く世界は、君がつくる』には、才能のある人たちを応援してい

くパルコとしての企業姿勢を表現しており、このメッセージにふさわしいキャストとしてマイア・バルー（Maïa 

Barouh）を起用いたしました。彼女はフランス人と日本人の両親を持ち、各国をめぐりながらさまざまな音楽に

触れ、真のワールドミュージックを発信している才能溢れる若きミュージシャンです。 

 

 

◆媒体展開 

第二弾ＴＶＣＭ ：11 月 3 日（水祝）～12 月 25 日（土）  

その他：ポスター＜全国パルコにて掲出＞、WEB、シブヤテレビ 

 

 

◆キャストプロフィール 

【マイア・バルー（Maïa Barouh）】 

ミュージシャン。フランスの俳優/歌手 ピエール・バルーと日本人の母との間に東京で

生まれ、パリで育つ。幼い時から共に世界中を旅し、さまざまな音楽を肌で吸収。０９年

にデビューし、３枚のオリジナルアルバムをリリース。ボーカルを基本にしながら、フルー

トをはじめ、ギター、ピアノ、パーカッション、サックス等も演奏。類い 稀な経験と圧倒的

な実力、音楽への限りない愛を武器に、日本発のワールドミュージックを発信。 

★11/27 パルコ劇場にて初のホールコンサートを開催！ 

公式ホームページ⇒http://maia-zoku.com/ 

 

（右）限定盤 CD ジャケットイメージ 5 曲入り 1,000 円（税込）

＜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 小野 ono-jun@parco.jp 

TEL 03-3477-5781  FAX 03-5489-7481 
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MONTHLY INFORMATION 

■PARCO ART 展覧会情報                                                  

Ｇｏｏｄ Ｓｍｉｌｅ Ｃｏｍｐａｎｙ × Ｕｐｐｅｒ Ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 

ＬＡ Ｓｅｃｒｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ 

■会期：10月29日（金）～11月14日（日） ※会期中無休 ※最終日は6:00PMで閉場  

■会場：渋谷パルコ パート1・６F パルコファクトリー 

 1976年にロサンゼルスに生まれたデイヴィッド・チョーは、LAを中心

としたアート／カルチャーシーンで今最も注目されている新進気鋭の 

アーティスト。 

キャンパス、人間の身体、見知らぬ国の壊れかけた壁など、あらゆる

物体の上にあらゆる材料で描くことができる彼の多様性に富んだ表現

作品は、美術・壁面・映画のセット・映画のポスター・アルバムカバー・

スニーカー・Tシャツ・トイ・カレンダー・CM・車・雑誌・本・ポルノ・絵本イ

ラスト・コミック・アニメーションなど多岐に及び、新しいスタイルのアー

トとしてシーンに新風を吹き込んでいます。 

 

 

 

 

 

Exhibition of Wonderwall archives 01 

10 Project Models 
■ 会期：10 月 29 日(金)～11 月 28 日(日) 

■ 会場：ポーラ ミュージアム アネックス 

インテリアデザインのみならず、建築デザインディレクション、プロダクトデザインなど幅広い分野において、内外を問わ

ず活動の場を広げているのが、片山正 通率い「Wonderwall」。彼らの仕事には大胆さと緻密さが同居し、見るものに新

鮮な気持ちを確実に抱かせ、そして多くの消費者の共感を得ています。 

そのデザインプロセスに欠かせないのが模型であり、空間全体、そして素材のバランス、動線、空気感といったものが

把握できるのは CG ではなく、模型な のだと片山は言う。極めてアナログなツールである「模型」に、最前線のデザインが

凝縮されています。 

今回の展覧会では、片山が手がけた 10 のプロジェク ト模型を展示する。普段目にすることのない「小さなリアルの世界」

をつぶさに見ることのできるまたとない機会であり、実際の空間を疑似体験し、しかも片山の頭の中をのぞき込めるかの

ようなユニークな試みです。国内初となる作品集『WONDERWALL ARCHIVES 01』も、会場で先行発売されます。 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問合せ先■ 

株式会社パルコ 営業企画 大森 

℡ 03-3477-5781 Fax 03-5489-7481  omo-yuka@parco.jp 

■本件に関するお問合せ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部  

コンテンツ事業担当 開発チーム 手塚 TEL03-3477-7921 
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MONTHLY INFORMATION 

■音楽情報 クラブクアトロ １１月の主なラインナップ                                          

安藤裕子 

■11/7（日）広島 
透明感溢れる唯一無二の歌声とソングライティング能力で圧倒的な支持を集め

る女性シンガー・ソングライター。自身のすべての作品のアートワークをこなすなど

音楽以外の才能も注目される彼女。2 年 4 ヶ月ぶりとなるニュー・アルバム

『JAPANESE POP』を引っさげての全国ツアー。 

 

 

“QUATTRO MIRAGE VOL.1 ～ROCK'N'ROLL ADDICTION～”  

powered by TOWER RECORDS 

■11/15（月）～11/19（金）渋谷、11/29（月）～12/1（水）心斎橋 
【出演】 

11/15（月） 怒髪天 × THEATRE BROOK 

11/16（火） MO' SOME TONEBENDER × EOR  

11/17（水） THE COLLECTORS × UNISON SQUARE GARDEN 

11/18（木） the pillows × LOVE LOVE LOVE 

11/19（金） GRAPEVINE × ストレイテナー 

11/29（月） GLORY HILL × SCANDAL 

11/30（火） SPARKS GO GO × 175R 

12/1（水） THEATRE BROOK × 怒髪天 

クアトロがお届けする新企画。ベテラン、新人、ジャンルを越えてバンドが集結し、各日 1 対 1 のガチンコ勝負でロック・ス

ピリッツをぶつけ合う 8 日間。TOWER RECORDS 渋谷店と大阪梅田マルビル店の 15 周年、梅田 NU 茶屋町店の 5 周

年とののコラボ企画として開催。 

 

THE CAT EMPIRE <ザ・キャット・エンパイア> 

■11/17（水）心斎橋 
本国オーストラリアで国民的な人気を誇るバンド。ラテン、レゲエ、ヒップホップ

にソウルやジャズ等世界中の音楽を吸収した万人が共感できるキャッチーなソ

ングライティングとライブ・バンドとしての揺るぎのない実力でアメリカ、カナダ、

ヨーロッパ諸国でも人気を博している。待望の新作『シネマ』を携えての 4 年ぶ

りの来日公演。 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ 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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MONTHLY INFORMATION 

■演劇情報 1１月のラインナップ                                                     

カーディガン 
■11/1（月）～11/23（火） 
 劇団 ONEOR8 の作・演出家である田村孝裕が満を持してパルコ劇場に初挑戦する。 

『LOVE30 VOL2』ですでに脚本家としての実力は開示していたが、今回は作だけで

なくその定評のある演出で、人間の心の奥深くに潜んでいる二面性と危うさをはらん

だ骨太な人間ドラマを描いていく。 

出演は、実力派でパルコ劇場には『グッドナイトスリイプタイト』以来 2 年振りの中井

貴一、今回が初舞台となる若手人気注目株の市原隼人、若手実力派として中尾明慶、

石橋杏奈、菊池均也、伊藤俊輔、外山誠二、キムラ緑子という豪華なキャスト陣が集

まった。対決か？友情か？ドキドキして切ない極上人間ドラマ！ 

                                                                           

★大阪、福岡 公演予定 

■作・演出：田村孝裕  

■出演：中井貴一、市原隼人、中尾明慶、石橋杏奈、菊池均也、伊藤俊輔、外山誠二、キムラ緑子   

 

 

 

 

 

■映画情報 シネクイント １１月のロードショー                                               

リトル･ランボーズ 
■11/6（土）よりロードショー 
ボクたちの、想像力と友情が世界をちょっとだけ変えるんだ。 

イギリスの片田舎に住む主人公のウィルは厳格な戒律を守るプリマス同胞教会

の家庭に生まれ育った 11 歳の少年。 

娯楽の一切を禁じられ、閉じた世界で毎日を過ごす。 

そんなウィルが、ある日学校の不良少年リー・カーターと出会い、彼の強烈な世界

に引き込まれていく。 

意気投合した二人は“ランボー”をオマージュした映画を作り始めるのだが・・・。                                 

 

監督･脚本は世界最高峰の映像制作集団、ハマー＆トングスを率いるガ-ス・ジ

ェニングス。彼自身の“夢の出発点”や“モノを作る喜びの原点”が、何もかもがポ

ップだった 80 年代へのオマージュたっぷりに描かれている。 

    

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業局 劇場制作担当 TEL 03-3477-5857 

○パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１ ９F）TEL 03-3477-5858 

■本件に関するお問い合わせ■ 

株式ｶ会社パルコ 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 03-3477-5905 
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MONTHLY INFORMATION 

■パルコ出版情報 １１月の新刊ラインナップ                                               

モロッコの食卓 
■ 著者 エットハミ ムライ アメド/寺田 なほ 

■ 予価 1,680 円（税込） 

 

モロッコ料理の代表「タジン」と「クスクス」を中心に、前菜、スープ、

焼き物、煮込み、スイーツ、ドリンクまで全８３レシピを収録！ 本場

カサブランカ出身のシェフと、モロッコ料理教室の日本人講師による、

家庭でおいしくつくれるモロッコ料理のレシピ集です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業局  

エンタテインメント事業部 出版チーム TEL：03-3477-5755 
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