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２０１０．１２
パルコのトピックスをご紹介いたします。

■ アート情報
・ＤＣ ＣＯＭＩＣＳ ＳＵＰＥＲ ＨＥＲＯＥＳ!!! アメリカン・コミックアート展
・映画『チェブラーシカ』公開記念 チェブラーシカ Art Museum & Shop
■ 音楽情報

クラブクアトロ １２月の主なラインナップ

■ 演劇情報

パルコ劇場 『 抜け穴の会議室 』

■ 映画情報

シネクイントロードショー 『チェブラーシカ』ほか 2 本立て

◆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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■PARCO ART 展覧会情報

ＤＣ ＣＯＭＩＣＳ ＳＵＰＥＲ ＨＥＲＯＥＳ!!!
アメリカン・コミックアート展
■ 会期：11 月 27 日（土）～12 月 19 日（日）
■ 会場：パルコファクトリー（渋谷パルコ PART1．6F）
※入場は閉場の 30 分前まで、※最終日まで 21：00(20：30 受付終了)で閉場
■ 入場料： 一般 300 円 学生 200 円
アメコミの 2 台巨頭の 1 つである、DC コミック設立７５周年を記念して、DC COMICS SUPER HEROES!!! アメリカン・
コミックアート展を開催いたします。
本展では、長い歴史を誇る DC コミックからリリースされた、過去のコミックスのカバーが“アート”として甦り、これまで語
られることのなかったＤＣコミックの歴史を紐解きます。また、映画ファンをも唸らせる、映画「バットマン」「スーパーマン」シ
リーズの劇中で実際に使用された貴重な小道具を特別に展示予定！
さらにクリエイティブの最前線で活躍をする約 22 名の国内アーティスト・クリエイターとアメコミキャラクターが夢のコラ
ボレーション！作品の一部は３D 立体視画像＝３D アートとしても特別展示しこの会場でしか見られない貴重なアートの
数々をご覧いただけます。その他、会場ではオリジナルグッズなども販売。
アメコミファンならずとも、その魅力満載のエンタテインメント空間を楽しんでいただけることでしょう。

ＴＭ & © ＤＣ Ｃｏｍｉｃｓ.
(s10)

＜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 重藤（しげとう） sige-rui@parco.jp
TEL 03-3477-5781
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映画『チェブラーシカ』公開記念

チェブラーシカ Art Museum & Shop
■ 会期：12 月 15 日（水）～12 月 26 日（日）
■ 会場：ロゴスギャラリー（渋谷パルコ PART1.B1F）

※最終日は 5:00PM で閉場 入場無料

「チェブラーシカ」は、現代ロシアで最も有名な児童文学作家の一人、
エドゥアルド・ウスペンスキーの原作を、人形アニメーションの巨匠、ロマ
ン・カチャーノフ監督が映像化したパペットアニメーションで、ロシアでは
1969 年の映画化以来、国民的な人気を誇っています。日本でも 2001
年に公開され、 子供から大人まで数多くのファンを生み出してきました。
そして今年、その魅力に惚れ込んだ日本人スタッフを中心に ロシアサ
イドの協力を得て、27 年ぶりにチェブラーシカの新作が制作され、12 月 18 日(土)より公開されます。
それを記念して、ロゴスギャラリーでは「チェブラーシカ Art Museum & Shop」を開催します。撮影セットやメイキング映
像の展示、グッズ販売に加え、渋谷パルコのショップとチェブラーシカがコラボレートした、おしゃれなＴシャツやトートバッグ
等の展示販売も行います。クリスマスプレゼントをお探しの方にもぴったりの楽しいイベントです。12/18(土)・19(日)は
着ぐるみも来場予定！ぜひ足をお運びください。

■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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■音楽情報 クラブクアトロ １１月の主なラインナップ

植村花菜
■12/5（日）広島
兵庫県出身の女性シンガー・ソングライター。関西各地のストリートやライ
ブハウスで活動を始め、05 年にメジャー・デビュー。今年 3 月にリリース
したミニアルバム『わたしのかけらたち』に収録の「トイレの神様」がラジオ
でのオンエアを皮切りに各方面で驚異的な反響を集め、社会現象を巻
き起こした彼女の全国ツアー。

ASIAN KUNG-FU GENERATION
■12/11（土）・12（日）広島
今や日本を代表するロック・バンドとして、常にその動向が注目されて
いるアジカン。今年 6 月にはニュー・アルバム『マジックディスク』を発表。
7 月には例年 FES 形式で開催している恒例の自主企画イベント
“NANO-MUGEN”をツアー形式で敢行した彼等。年を跨いで開催する
計 75 本の全国ツアー、広島公演をクアトロ 2days で開催。

渋谷クアトロでは恒例の年越しライブ･イベントを開催！

“LIVE DI:GA JUDGEMENT 2010”
■12/30（木）・31（金）渋谷
＜出演＞
12/30= Dirty Old Men / ELECTRIC MAMA / FoZZtone / Half-Life / LUNKHEAD / メレンゲ
MONICA URANGLASS / Prague / serial TV drama / SPANK PAGE / TRIPLANE
12/31= ART-SCHOOL / avengers in sci-fi / plenty / The SALOVERS / UNCHAIN / VOLA & THE ORIENTAL
MACHINE / 女王蜂 / UNISON SQUARE GARDEN / 他.

■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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■演劇情報 12 月のラインナップ

「抜け穴の会議室」
■12/18（土）～12/31（金）
昨年、俳優・佐々木蔵之介と前川知大がタッグを組み、
共演に市川亀治郎、中尾明慶、有川マコト、手塚とおる、
浅野和之という歌舞伎界、映像、演劇界ともに華と実力
を併せ持った役者陣を揃え『狭き門より入れ』を上演、
PARCO 劇場と全国 4 か所で公演を実施。この作品で前
川が 2009 年度読売演劇賞優秀演出家賞、佐々木が優
秀男優賞を受賞し、高い評価を得ることが出来ました。
今回、前川×佐々木が、大杉漣を迎え更に BIG な組み
合わせが実現。不思議な縁で結ばれた男二人が、生と死の狭間にあるらしい会議室(今回は Room No.002 らしい)や、
実人生で他者との関り合いの中から生ずる様々な人間模様の中で生きていく意味、人生の意義を探し惑いながら希望
を見つけ出していく輪廻転生の旅路。新たな傑作『抜け穴の会議室～Room No.002～』の誕生です！
●作・演出 前川知大

●出演：大杉漣、佐々木蔵之介 ●企画・製作：パルコ

※福岡、松本、新潟、金沢、大阪公演予定あり

■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
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■映画情報 シネクイント １２月のロードショー

豪華２本立て！

『チェブラーシカ』
『くまのがっこう ジャッキーとケイティ』
★１２/１８（土）よりロードショー
この冬、2 つの“抱きしめたくなる物語”をお届けします。
『チェブラーシカ』
オレンジの木箱に入っていたのは、茶色くて、耳は大きいのに尻尾は短い、不思
議ないきもの・・・。あのロシアで生まれた大人気パペットアニメーションが新しくな
って帰ってきました！
『くまのがっこう ジャッキーとケイティ』
山の上の寄宿舎で暮らす、12 匹のくまのこたち。その中の最後の 12 番目でたっ
たひとりのおんなのこ“ジャッキー”は、草原で体の弱い女の子“ケイティ”と出会い
ケイティに元気になってもらうため 11 匹のお兄ちゃん達と大冒険を始めます。

■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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