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＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ ストアプロモーション部 小野 ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481

次世代ファッションから最先端カルチャーまで盛りだくさん

渋谷パルコで過ごすゴールデンウィーク
～ファッション、アニメ、コミック、映画、演劇、音楽など幅広いジャンルを網羅しています～

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、以下パルコ）が運営する渋谷パルコでは、ゴールデンウィーク期間中に、期間

限定の高感度ファッションショップのオープンや、最先端のカルチャーイベント等盛りだくさんな内容をご用意しております。

1969 年の池袋パルコ開店に続き、1973 年の渋谷パルコ開店以降、ファッションのみならず、音楽や展覧会、演劇、映画

等のカルチャーを積極的に紹介し、新しい才能の発掘や応援をしてまいりました。

今年の渋谷パルコのゴールデンウィークは、若手ファッションデザイナー・クリエーターらによる期間限定ショップのほか、

今話題のアニメ・コミック・ゲームなどをパルコ流の切り口にて展覧会や映画として展開し、さまざまな嗜好のお客様にお楽

しみいただけます。

＜主なラインナップ＞

【展覧会】

アニメ・コミック・ゲームなど今話題の作品・作家のエキシビジョンが渋谷パルコに登場
・TV アニメーション「ZETMAN」放送開始記念 桂正和の世界展

・「僕等がいた」小畑友紀原画展

・渋谷でリアル ダ・カーポ 春に恋

・マクロス 30 周年エキシビジョン MACROSS：THE DESIGN＠PARCO

・増田セバスチャンが見つけた もうひとつの内藤ルネ展

【ファッション】

次世代ファッション業界を担う若手デザイナーらによる、高感度ファッションを提案する期間限定ショップ

・JUN OKAMOTO×palm×SAORI

・クリエーターズマンション

・THE ORCHESTRA SHOW

【映画】

「シネクイント」にて個性的な作品を上映
・テルマエ・ロマエ

・SR サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者

【演劇】

「PARCO劇場」にてパルコ・プロデュースによる

オリジナル性の高い演目を公演
・彼女の言うことには。

・ハンドダウンキッチン

©2012「SR3」製作委員会
©2012「テルマエ・ロマエ」製作委員会
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JUN OKAMOTOクリエーターズマンション
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【展覧会】

アニメ・コミック・ゲームなど今話題の作品・作家のエキシビションが渋谷パルコに登場！

イベントタイトル/日程/場所 概要 イメージビジュアル

TV アニメ-ｼｮﾝ「ZETMAN」

放送開始記念 桂正和の世界展

◇3/30（金）～4/16（月）

◇パルコファクトリー（PART1・6F）

「ウィングマン」「電影少女」「I’’s」など数々の

話題作を発表している巨匠・桂正和が 10 年

の 歳 月 を 経 て 連 載 中 の 人 気 コ ミ ッ ク

「ZETMAN」の TV アニメ化を記念した、自身

初の個展。

「僕等がいた」小畑友紀原画展

◇4/6（金）～4/23（月）

◇パルコミュージアム（PART1･3F）

2002年より小学館「月刊ベツコミ」にて連載を

スタートし、少女コミックスとして驚異的な

1,200 万部の累計発行部数を記録している

「僕等がいた」の原画展。

「渋谷でリアル ダ・カーポ 春に恋」

◇4/20（金）～5/6（日）

◇パルコファクトリー（PART1・6F）

発売から 10年を迎え、シリーズ累計 70万本

の販売数を誇る、PC ゲーム「D.C.～ダ･カー

ポ～」シリーズの世界が登場。歴史を辿る展

覧会に加え、ダ・カーポの世界を体験できる

「リアル謎解きゲーム!!」も開催。

マクロス 30 周年エキシビション

MACROSS：THE DESIGN＠PARCO

◇4/26（木）～5/13（日）

◇パルコミュージアム（PART1･3F）

「マクロスシリーズ」30 周年を記念して、これ

までの歴史をデザインという切り口で見せる

企画展を開催。キャラクターやメカニック、歌

などを貴重な原画や動画、セル等の資料とと

もに展示。

増田セバスチャンが見つけた

もうひとつの内藤ルネ展

◇5/17（木）～6/4（月）

◇パルコミュージアム（PART1･3F）

昭和 30 年代ポップカルチャーの最先端を担

う“カワイイ”文化の礎を創ったアーティスト

「内藤ルネ」を、新たな視点で紹介する貴重

な展覧会。

★各展覧会の詳細は HP にてご確認ください⇒ URL http://www.praco-art.com

©RUNE NAITO
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【ファッション】

次世代ファッション業界を担う若手デザイナーらによる、高感度ファッションを提案する期間限定ショップ

イベントタイトル/日程/場所 概要 イメージビジュアル

JUN OKAMOTO×palm×SAORI

◇3/3（土）～4/1（日）

◇PART1

B1F ワンスアマンス

繊細かつストーリー性のある女性ファッションウェアを提

案し注目を集める若手デザイナー「JUN OKAMOTO」の

期間限定ショップ。コレクションラインに加え、活動の一

環である障害者支援から生まれた「さをり織り」をフュー

チャーした作品なども紹介。

クリエーターズマンション

◇4/3（火）～5/1（火）

◇PART1

B1F ワンスアマンス

パルコの EC サイト「PARCO-City（パルコシティ）」が運

営する、個性派デザイナーやクリエーターたちの商品が

集合している WEB ショップ『クリエーターズマンション』。

この WEB ショップがリアルショップとして登場。特徴のあ

る洋服からユニークな雑貨など豊富な品揃え。

THE ORCHESTRA SHOW

◇3/16（金）～4/15（日）

◇PART1

イベントスペース SR6

（スペイン坂上）

ファッション業界で話題のクリエイティブユニット

『GYPSYTHREEORCHESTRA（ジプシースリーオーケス

トラ）』による、セレクトショップ。メインディレクター志鎌英

明がセレクトしたファッションシーンを牽引するブランド

や、次世代ブランドが登場。デザイナーによるワークショ

ップやイベント等も開催予定。

【その他エンタテインメント】
＜劇場＞「PARCO 劇場」（PART1･9F）を活用したオリジナル性の高い演目のプロデュース公演を実施。

◆公演予定◆ 詳細 URL⇒ http://www.parco-play.com/

日程 演目 概要

4/15（日）～5/6（日） 彼女の言うことには。
作：北川悦吏子/ 真矢みき、筒井道隆、矢田亜希子らによる大人のラブコメ

ディ。

5/12（土）～6/3（日） ハンドダウンキッチン
作：蓬莱竜太/中村トオル、YOU らによる、地方都市の人気レストランの 1 日

をテーマとした舞台。

＜映画＞ロードショー館「シネクイント」（PART3･8F）で個性的な作品を上映。

◆上映予定作品◆ 詳細 URL⇒ http://www.cinequinto.com

日程 作品 概要

4/28（土）～ テルマエ・ロマエ

原作：ヤマザキ エリ/シリーズ累計 500 万部を突破し、マンガ大賞＆手塚治

虫大賞を受賞した、抱腹絶倒の“風呂”漫画「テルマエ・ロマエ」がついに映

画化。

4/14（土）～

※レイトショー

SR サイタマノラッパー

ロードサイドの逃亡者

脚本・監督：入江悠/『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止

まないっ』等で注目を浴びた入江監督の最新作。埼玉の郊外でラッパーを目

指す青年たちの青春映画。

＜音楽＞渋谷、名古屋（名古屋パルコ東館 8F）、梅田（2012 年 4 月 13 日予）、広島（広島パルコ本館 10F）計 4 店舗のライブハウス

「CLUB QUATTRO」において、国内外を問わず新進気鋭のアーティストライブを開催。

詳細 URL⇒http://www.club-quattro.com/
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渋谷パルコ概要

PART1、PART3、ZEROGATE、SR6 からなるショッピング施設。ショッピング施設の他に、PARCO 劇場（劇場）、シネクイント（映画館）、パル

コミュージアム（ギャラリー）、パルコファクトリー（ギャラリー）等エンタテインメント施設も併設。

http://www.parco-play.com/
http://www.cinequinto.com/
http://www.club-quattro.com/

