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ＭＯＮＴＨＬＹ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
●

２００４･１２
年末から 05 年初頭にかけてのパルコのトピックスをお知らせいたします。
＜Pickup Topics＞

◆2004 年パルコのクリスマスキャンペーン、サトエリこと佐藤江梨子が登場
◆パルコが新たなスタイルで提案する商業施設「Ｐｅｄｉ（ぺディ）汐留」が２月オープン
◆新庄剛志写真展 「ＳＨＩＮＪＯ ＨＥＡＲＴ ＢＡＬＬＰＡＲＫ」 東京でも開催
◆2005 年パルコ 初売り！ 福袋！ グランバザール！
＜アート関連＞

・ 「ジョー・ストラマー★過去、現在そして未来」展
・ 山崎まさよしｘハービー・山口 ミシシッピ〜東京
・ ｍｏｕｎｔａｉｎｘｍｏｕｎｔａｉｎ ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ ２００４
＜演劇関連＞

・ ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ'Ｓ Ｒ＆Ｊ・

・ なにわバタフライ
・ お父さんの恋

-Family Tale

・ 江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス
・ PARCO 劇場 2004 年夏公演「鈍獣」DVD 発売のお知らせ
＜音楽関連＞
・ クラブクアトロ １２月の主要企画

・モーサム・トンベンダー、アナログフィッシュ年末イベント出演

＜映画関連＞
・
「約三十の嘘」12/18 シネクイントでロードショー公開
＜PARCO 出版＞
・ＰＡＲＣＯ出版 2004 年のベストセラーご紹介

本紙掲載情報等のお問合せ先
㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）
電話：03-3477-5710

FAX：03-3477-5769
・

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1

○本資料の PDF 版を PARCO ホームページで提供しております。
ダウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html
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◆2004 年パルコクリスマスキャンペーン、サトエリこと佐藤江梨子を迎えて展開中！
テーマは「もっと元気に！ "ＶＥＲＹ"ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ！」
今年のパルコのクリスマスは、メインキャラクターに、
2003 年度ＣＭ好感度調査では６位にランク、ＴＶや映画
のみならず、ファッション誌や村上隆氏の作品のモチー
フとして取り上げられる等、各方面で活躍中、特に 10 代
から 20 代の同性からの高い支持を受ける「サトエリ」こ
と佐藤江梨子さんを迎えて、11 月下旬より TV-CF、ポス
ターによるキャンペーンを展開しています。
アートディレクターに、グラフィックから映像まで幅
広く活躍中の世継恭規氏を起用した今回のキャンペーン
では、
「サトエリ」が登場することで、
「元気な女の子を
応援」
「もっとアクティブに、もっと楽しく」といったメ
ッセージを発信しています。
ハートウォーミングなクリスマスもいいですが、この
季節ならではの楽しさ、高揚感をもっと積極的に楽しみ
ましょう！という意味も込め、
「"ＶＥＲＹ"ＣＨＲＩＳＴ
ＭＡＳ！（"ＶＥＲＹ"＝まさに、とっても ＣＨＲＩＳ
ＴＭＡＳ）
」というキャッチフレーズを取り入れました。

このキャンペーンのTV-CFはパルコのホームページ http://www.parco.co.jp/parco/very̲xmas/ でも公開中です。
今回のキャンペーンに合わせて、パルコ各店では 12 月 3 日よりキャンペーンポスターの先着プレゼントを行い
ます。またパルコ内のタワーレコード、新星堂、ヴァージンメガストア、ＷＡＶＥ、ＨＭＶ、山野楽器の各ショ
ップでは、12 月 22 日発売の佐藤江梨子主演の映画「キューティーハニー」ＤＶＤご予約・ご購入の方にも先着
でキャンペーンポスターのプレゼントを行います。

◆汐留にパルコが新たなスタイルで提案する商業施設「Ｐｅｄｉ（ぺディ）汐留」2005 年 2 月OPEN
都心最大規模の複合開発「汐留シオサイト」の中で浜離宮庭園
に隣接する位置に来年２月竣工予定の「東京汐留ビルディング」
（写真下）内の商業ゾーンに、パルコが運営する商業施設「ぺデ
ィ汐留」がオープンします。
「東京汐留ビルディング」はホテル（｢コンラッド東京｣2005 年
初夏オープン）
、オフィス（ソフトバンクグループ入居予定）
、そ
して商業機能を持つ複合高層ビルディングです。
このようなオフィスビル内の商業施設の開発は、商業ビルデ
ィベロッパーの当社にとっては初の取り組みとなります。商
業施設「パルコ」の開発・運営等を通じてこれまで培ってき
た商業ディベロッパーとしての当社のノウハウを結集し、新
しい業態開発のひとつとして取り組んでまいります。
・
「ぺディ汐留」は、
「東京汐留ビルディング」の地下２階・
地下１階・２階の３層、営業面積約 4,470 ㎡、22 店（物販 4/

PARCO MONTHLY INFO.

2004/12

2

飲食 14/サービス 4）のテナントで構成され、ビル内のオフィスワーカー、ホテル宿泊者や来街者の方々へ
向けた、アーバンライフスタイルサポート型の商業施設です。
・３層で構成されるフロアのうち、２階は＜ペデス
トリアンデッキ＞と直結し（写真右‐イメージ図）
、
シオサイト内すべてのビルとアクセスが可能、地下
階は地下歩道から東京汐留ビルディングに訪れる方
にとってエントランスフロアとなります。
・2005 年 2 月オープンの予定ですが、正式な開業日
は決定次第改めてご案内いたします。

◆東京でも開催！ 新庄剛志写真展 「ＳＨＩＮＪＯ ＨＥＡＲＴ ＢＡＬＬＰＡＲＫ」
去る 11 月 10 日（水）から 17 日(水）までの 8 日間、札幌パル
コ で 開 催 さ れ た 新 庄 剛 志 写 真 展 「 SHINJJO HEART
BALLPARK」には会期中約 2 万 4 千名の方にご来場いただき、大
成功を収めました。また、会場で募らせていただいた中越地震義
援金についても、多くのお客様のご理解ご協力をいただき 100 万
円を超える金額が集まりました。
この「SHINJJO HEART BALLPARK」を関東のファンの皆様
にもご覧いただくため、12 月 28 日（火）から 1 月 4 日（火）ま
で池袋パルコでの同展の開催が決定いたしました。
東京会場でも、札幌と同様に新庄選手の“躍動の瞬間”
“感動の
瞬間”を伝える多数の写真作品や実際に試合で使用されたスパイ
クなどを展示。また、メディコムトイの人気フィギュア「キュー
ブリック」の SHINJO バージョン（限定品）の予約販売、ここで
しか手に入らない SHINJO アイテム等を販売するスペシャルショ
ップの開設もいたします。

※開催概要
池袋P’(ﾋﾟｰﾀﾞｯｼｭ)パルコ ８Ｆ・特設会場
※入場無料
期間
： 2004 年 12 月 28 日（火）〜2005 年 1 月 4 日（火）
◆2005 年パルコ 初売り！ 福袋！ グランバザール！
2005 年のパルコの初売りは、池袋Ｐʻ、調布、新所沢、千葉、津田沼、宇都宮、大津の各店とひばりが
丘パルコの食品フロアが元旦より、池袋パルコ本館をはじめ、その他の各店が 2 日より営業いたします。
各店とも、福袋をご用意してお客様の新年初めてのご来店をお待ちしております。
初売りに続きまして、恒例のパルコの冬のバーゲン「グランバザール」が始まります。
地方店は 1 月 2 日以降順次スタート（店舗により異なります）
、首都圏の店舗は 1 月 6 日スタートの予定
（・詳細はお問い合わせください。
・媒体での日程の告知をされる場合は 12 月 17 日以降でお願い致します。
）
です。
また、04 年の夏は「嵐」を起用して話題を呼んだグランバザールの宣伝ですが、今回はタップダンサーの
熊谷和徳氏を起用したビジュアルを製作中です。どのような表現が登場するか、ご注目ください。
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パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム
「ジョー・ストラマー★過去、現在そして未来」展

J oe Strummer Exhibition PAST,PRESENT&FUTURE

史上最も多くのバンドに影響を及ぼしたとされるザ・クラッシュのジョー・ストラマー。2004 年 9 月 4
日から 18 日までの 2 週間、ロンドン・プリントスタジオにて開催された同名展覧会を、2002 年 12 月 22
日の彼の突然の他界から、丸 2 年が経過する（日本では 3 回忌にあたる）今年 12 月、命日を挟んだ 25 日
間にわたって「パルコミュージアム」で開催いたします。
本展は、アーティストのゴードン・マクハーグ氏がストラマー家の親密な協力を得てプロデュースして
います。ジョー・ストラマーのスピリッツを肌で感じられる多彩な展示を行います。
〈展示内容〉
・ジョーがザ・クラッシュ結成前に組んでいたバンド「101ʼ
ers（グループ名は当時バンドが無断で居住していたワルタ
ートンロード１０１からきている）
」の音源を初公開。
・未公開の手書きの歌詞や個人的に書いた絵・スクラップ
ブック、クラッシュ期の貴重な写真、ジョーが大切に保管
していたファンからの手紙など。
・３０年ほど前パディントンプリントショップ（現ロンド
ンプリントショップ）で本人が作ったレアーなアートワー
クやポスターなど。
・101ʼers とザ・クラッシュのフォトグラファーのジュリ
アン・ユーダール氏による未公開のジョーの写真。ジョー
の若い頃のユニークな、そして親密なショットを公開。

(C)Julian Yewdall

本展ではジョー・ストラマーのチャリティー「 Strummerville（ストラマーヴィル）
」も紹介。このチャ
リティーは貧困な環境にいる才能のある子供に音楽を教え、音楽を作って行くことを目的とした基金で、
本展の入場料・販売収益の一部は「 Strummerville（ストラマーヴィル）
」に寄付されます。

◆開催概要
期間
： 2004 年 12 月 9 日（木）〜2005 年 1 月 3 日（月）)まで
＊1 月 1 日休館
開場時間 ： 10：00〜21：00（入場受付は閉館 30 分前まで） ＊年末年始は開場時間変更有
入場料
： 一般／500 円 ・ 小学生以下無料

パルコミュージアム
パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F
℡ 03-3477-5873
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー
ハービー山口写真展
山崎まさよしｘハービー・山口

ミシシッピ〜東京

Ａｌｔｅｒｎａｔｉｂｅ

Ｔａｋｅ

本展は、多くの人気ミュージシャンとのコラボレーシ
ョン写真集で若い層に絶大の支持を得ているハービー・
山口による、山崎まさよしとのコラボレーション写真
「Bridge 22」の未公開写真を含むモノクロ写真４０点を
展示します。
常に被写体との連帯感を形成しながら、人の素朴さや
親近感を丁寧なモノクロームの作品に写し込む写真家ハ
ービー・山口。二人の関係は、山崎まさよしが上京して
から 1 年後に、初めてプロカメラマンによるアーティス
ト写真を撮影した時から始まりました。22 才の年齢差な
(C) Herbie Yamaguchi
どみじんも感じられないほどナチュラルな感性によって
できあがった作品は、お互いが意識したものではなく、ものを作り続けるふたりが、
「何気なく」を繰り返
した結晶です。その作品は、胸に響く音楽があるように、胸に響く写真があることを知らせてくれます。

◆開催概要

期間
： 2004 年 12 月１日（水）〜14 日（火）
入場無料
開場時間 ： 10：00〜21：00 （会期中無休・最終日は 17：00 閉場）

ｍｏｕｎｔａｉｎｘｍｏｕｎｔａｉｎ ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ ２００４
「
ʻＭａｕｌｅ Ｂｅａｒ ａｎｄ ｆｒｉｅｎｄｓʼ ａｎｄ ｍｏｒｅ．
．
．
」
イラストレーター・グラフィックデザイナーなどとして知られている
mountain mountain は、中目黒のアトリエを中心に活動しています。
本展は、その中目黒のアトリエから一歩抜け出した彼らの東京初個展と
して開催します。
最近活躍が著しいマウルの世界を中心に、mountain mountain のプ
ロダクトグッズを一堂に紹介＆販売。さらにファンから最も要望が高か
った、プロダクツを生産し続ける彼らの原点とでもいうべきイラストレ
ーション、アーティストモデルもはじめて展示・販売いたします。
mountain mountain が提供する、やさしくてアーティスティックな至
高のクリスマスプレゼントになることでしょう。

◆開催概要
期間
： 2004 年 12 月 16 日（木）〜27 日（月）
入場無料
開場時間 ： 10：00〜21：00
（会期中無休・最終日は 17：00 閉場）
※展覧会初日、12 月 16 日（木）18:30 よりささやかなレセプションを開催します。

ロゴスギャラリー 今後の開催予定
■Ｗｉｎｔｅｒ洋書ロゴスバザール

１２月２９日（水）〜 １月１１日（火）

ロゴスギャラリー
パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F
℡ 03-3496-1287
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パルコ劇場・その他演劇公演
◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）注目の公演ラインナップ
パルコ・プロデュース公演

なにわバタフライ ＮＡＮＩＷＡ ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ
2004 年はＮＨＫの大河ドラマ「新選組！」で 1 年を通して話題を呼
び続けた三谷幸喜。彼が大河ドラマの仕事を終えて取り組む待望の舞台
最新作が、年末年始のパルコ劇場に登場します。
今回の作品は、浪花の名女優・ミヤコ蝶々をモチーフにしたもので、
三谷幸喜にとって初めてとなる一人芝居として上演されます。
その一人芝居の主演という重要な役を担うのは、三谷幸喜の舞台では
お馴染みの戸田恵子。
これまでの三谷作品とは異なったスタイルの本作。どんな舞台に仕上
がるのか、注目を集めています。
＜作・演出> 三谷幸喜

<出演> 戸田恵子 <生演奏> 小竹満里

［期間］ プレヴュー公演 2004 年 12 月 18 日（土）〜12 月 20 日（月）
本公演 2004 年 12 月 22 日（水）〜2005 年 1 月 26 日（水）
[料金] 8,000 円（全席指定･税込） ＊プレビュー公演は 7,500 円（全席指定･税込）
●前売開始（プレビュー、本公演とも）
：2004 年 12 月 4 日（土） ＊未就学児の入場不可
※2005 年 2 月 2 日（水）〜13 日(日) 大阪／シアター・ドラマシティ公演あり
パルコ・プロデュース公演

ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥʼＳ Ｒ＆Ｊ
「Ｒ＆Ｊ」とは、
「ロミオとジュリエット」のこと。1998 年ブロード
ウェイで上演され高い評価を得たこの作品は、シェイクスピアの物語を
そのまま上演するのでなく、厳格なカソリックの全寮制男子校を舞台に、
4 人の男子高校生が「ロミオとジュリエット」を演じるという、モダン
な脚色を加えたものです。
ブロードウェイより、オリジナルの作・演出家であるジョー･カラル
コを招いて制作されるこの舞台では、今年春まで東京バレエ団に所属し、
ベジャールやマシュー・ボーンの作品で賞賛されてきた世界に誇るプリ
ンシパル首藤康之が、ストレートプレイに初挑戦するのも注目されてい
ます。
＜作・演出> ジョー・カラルコ
小林高鹿 浦井健治

<出演> 首藤康之 佐藤隆太

［期間］ 2005 年 2 月 1 日（火）〜20 日（日）
［料金］ 8,000 円（全席指定･税込） ＊未就学児の入場不可

●前売券発売中

※2005 年 2 月 26 日（土）
、27 日(日) 大阪／シアター・ドラマシティ
名古屋、広島、長野、福岡、鎌倉公演も予定
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パルコ・プロデュース公演

お父さんの恋

-Family Tale-

サードステージ SHOWCASE シリーズとして「ビューティフル・サンデイ」
、
「ペーパーマリッジ」
、
「今度は
愛妻家」と切なくて温かいコメディを発表、着実に人気を得ている作・中谷まゆみ、演出・板垣恭一のコ
ンビが最新作でパルコ劇場に初登場します。
二人の作品は、笑いながら切なくなり、身につまされ、最後にはすべての登場人物が愛しくてたまらな
くなる、現代の家族のおとぎばなし。そんな、ウェルメイドでありながら、決して予定調和にはならない
…、期待以上に満足いただける芝居です。
今回の舞台では、大河ドラマ「新選組！」の山南敬介役でお茶の間の人気者となった堺雅人をはじめ、
星野真里、前田吟らフレッシュな顔合わせのキャストを迎えて、家族それぞれの思いと葛藤、そして寝た
きりの生活を余儀なくされた「お父さん」のせつない恋の行方を描きます。
＜作＞ 中谷まゆみ
＜演出＞ 板垣恭一
＜出演＞ 堺 雅人（写真左） 星野真里（写真中） ／ 七瀬なつみ 菊池麻衣子 池田成志 ／
前田 吟（写真右）

［期間］ 2005 年 3 月 10 日（木）〜3 月 2７日（日） ［料金] 7,000 円 （全席指定･税込）
●一般前売開始：2005 年 1 月 22 日（土）
●地方公演 2005 年 3 月〜4 月予定 − 福岡、山口、松本、新潟、名古屋、大阪

パルコ劇場 今後の公演予定

最悪な人生のためのガイドブック
現代の東京を舞台にした、普通の男と女のちょっと普通じゃないラブ・コメディ。
＜作・演出＞ 鈴木 聡 ＜音楽＞ 本田俊之
＜出演＞ 川平慈英／森山未來／堀内敬子・小林 隆／伊織直加・三鴨絵里子・近江谷太朗／キムラ緑子
／草刈正雄 with トライトーン（ア・カペラ・クインテット）
◇2005 年 5 月上演予定 ◇前売開始：2005 年 3 月中旬予定
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◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演ラインナップ

江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス
数多くの著作、雑誌連載、テレビ、ラジオ、講演会を通して、悩める現代人の心を癒してきたスピリチ
ュアル･カウンセラー江原啓之が、その枠を超えた表現者“スピリチュアル・アーティスト”として、全て
をつぎ込んだ言霊と癒しの舞台。
●A プログラム「あなたが生きることの意味」
●B プログラム「あなたに向けられる愛」
※A プロ、B プロともトーク及び曲目等内容が変わります
［料金］ 7,000 円（全席指定・税込）
●前売券発売中
［期間］ 2005 年 1 月 3 日（月）〜1 月 11 日（火）
※全国公演 1 月〜3 月（名古屋、広島、熊本、福岡、仙台、大阪、金沢、長野、新潟、札幌）

ル テアトル銀座 今後の公演予定

黒蜥蜴
江戸川乱歩、三島由紀夫、そして美輪明宏の美学が交差する伝説的名舞台、待望の再演。
＜原作＞ 江戸川乱歩 ＜脚本＞ 三島由紀夫 ＜演出・美術・衣裳＞ 美輪明宏
＜出演＞ 美輪明宏 高嶋政宏 木村彰吾 ほか
◇2005 年 4 月〜5 月上演予定 ◇前売開始：2005 年 2 月予定
◇全国公演 5 月〜6 月 （新潟、宇都宮、松本、神戸、大阪、名古屋、盛岡、仙台、福岡、広島）予定ٛ

◎パルコＤＶＤシリーズ発売予定

「鈍獣」ＤＶＤ発売決定！
超人気作家・宮藤官九郎の書き下ろし新作を、生瀬勝久、池田成志、
古田新太という演劇界きっての個性派男優 3 人の初めての共演で演じ
られた｢鈍獣｣。この 2004 年夏の演劇界の話題を独占した舞台が待望の
DVD として発売。
<DVD 概要>
PTDV-13&14 \6,800(税込) ２枚組／DISC-1（1 幕） DISC-2（2 幕）
・2004 年パルコ劇場にて 10 台のハイビジョンカメラを駆使して完全収録

● 映像特典
1 時間以上に及ぶ豪華得点映像収録 <スチール撮影、製作発表、
スタジオ・リハ、舞台仕込ダイジェスト、東京千秋楽バックステ
ージ、地方公演バックステージ>
2004 年 12 月、パルコ劇場ホームページ会員先行予約開始
＜作＞ 宮藤官九郎 ＜演出＞ 河原雅彦
＜出演＞ 生瀬勝久 池田成志 古田新太 西田尚美 乙葉 野波麻帆

パルコ劇場
パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・９F
℡ 03-3477-5858
PARCO MONTHLY INFO.
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報
◆クラブクアトロ １２月の主要企画

・NATURALLY 7 <ﾅﾁｭﾗﾘｰ･ｾﾌﾞﾝ>
12/7（火）心斎橋クラブクアトロ
12/8（水）広島クラブクアトロ
NY をベースに活動する 7 人組。ハーモニーのみならずギター、ドラム、
パーカッション、DJ など全てを「口」だけで表現する、アカペラを超え
た驚異の“ヒューマン・ソウル・バンド”
、NATURALLY 7。極上のクリス
マス・ソングを携えての初来日ツアーを開催。声の名人芸による見せ場
の連続で、観客を興奮と驚愕の渦に巻き込む究極のパフォーマンス。

・BLUES EXPLOSION <ﾌﾞﾙｰｽ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰｼﾞｮﾝ>
12/15（水）名古屋クラブクアトロ
12/17（金）広島クラブクアトロ
豪快なギターと破壊衝動に満ちたノイジーなサウンド、そして何より一度観たら忘れら
れない鳥肌の立つような圧倒的なライブ・パフォーマンスで不動の人気を誇る、ジョ
ン・スペンサー（ｷﾞﾀｰ/ｳﾞｫｰｶﾙ）を中心とする 3 人組。バンド名をｻﾞ･ｼﾞｮﾝ･ｽﾍﾟﾝｻｰ･ﾌﾞﾙｰ
ｽ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰｼﾞｮﾝからﾌﾞﾙｰｽ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰｼﾞｮﾝと改め再始動。新作『Damage』を携えての来日公
演。

・THE SKA FLAMES
ゲスト・ライブ：RUB-A-DUB MARKET / DJ: EGO-WRAPPINʼ
12/25（土）渋谷クラブクアトロ
ジャマイカのルーツ・ミュージックであるスカを追求し続けて早 20 年、東
京スカパラダイスオーケストラと並ぶ日本のスカ・シーンを代表するバン
ド、スカフレイムス。世代を超えて常に新しいファンを獲得し続け、若い
ミュージシャンからも敬意を集める彼らの、年末恒例のクアトロ・ライブを今年も開催。

◇クラブクアトロ 年末カウントダウン イベント◇
・渋谷クラブクアトロ

12/30（木）31（金）
“VINTAGE x DII:GA 2005”

昨年に引き続き今年も 12/30,31 の 2 日間で開催される年末ライブ。新世代のロック・シーンを担っていく注目株が勢揃い。
■出演者■ 【12/30】 ランクヘッド/つばき/メレンゲ/髭/ザ・ガールハント/キャプテンストライダム
【12/31】 the pillows/ストレイテナー/SKA SKA CLUB/DOPING PANDA/COMEBACK MY DAUGHTERS/HOLSTEIN/他
・広島クラブクアトロ

12/31“tss presents COWNTDOWN LIVE in QUATTRO”

オープン以来今年で 4 回目となるカウントダウンライブを今年も開催予定（詳細未定）

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報
・MO' SOME TONEBENDER / アナログフィッシュ
音楽専門誌「ROCKINʼON」が主催して 12/29〜12/31 の 3 日間開催する、屋内空間最大のロック・イベント“COUNTDOWN
JAPAN 04〜05”に、当社所属のアーティスト MO' SOME TONEBENDER、アナログフィッシュがともに出演。出演日はい
ずれも 12/30。

PARCO MONTHLY INFO.
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パルコ 映画関連情報
◎シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映予定作品

「約三十の嘘」

12 月 18 日（土）ロードショー

名実兼ね備えた個性派の役者（椎名桔平、中谷美紀、妻夫木聡、
田辺誠一、八嶋智人、伴杏里）たちが、全員、ある仕事のために集結
した詐欺師グループという役どころを演じます。彼らが、大阪から札
幌に向かう豪華寝台特急「トワイライトエキスプレス」の車内を舞台
に、裏切り、鞘当て、駆け引き…様々な人間模様を描きます。
◇シネクイント 今後の上映予定ラインナップ

「マシニスト」 2005 年新春第二弾ロードショー予定
1 年間365 日間眠れなかった男の366 日目からの物語。
主人公を演じたクリスチャン･ベイルはオスカーの有力候補。

「隣人 13 号」 2005 年春ロードショー予定
井上三太原作の同名マンガをＣＭディレクター井上靖雄が初監督。中村獅童と小栗旬の「二人一役」が注目。

パルコ出版 ２００４年のベストセラーご紹介
パルコでは２００４年もオリジナリティあふれる様々な書籍を企画刊行してまいりました。その中でもここでご紹介させて
いただく２冊は特に話題になり、売れ行きも好調でした。
年末は、恒例のエンタテインメントジャンル小説のベスト１０をはじめ出版界でも様々な年間ランキングが話題になる時期
ですが、この２冊もぜひお忘れなく。

文学賞メッタ斬り！

著：大森望・豊崎由美

価 格：1,680 円（税込） 版 型：四六判

ページ：392 ページ ISBN：4-89195-682-2

０４年２月、綿矢りさ・金原ひとみの芥川賞受賞で話題になった“文学賞”
。芥
川・直木賞から、話題のホラー小説大賞、メフィスト賞まで、５０を越える国
内小説賞について、稀代の読書家二人が徹底討論した文学賞ガイドの決定版で
す。
《２００４年１１月現在 ５刷 》

霊ナァンテコワクナイヨー

著者

：美輪明宏

価 格：1,680 円
（税込） 版 型：125×180 ミリ ページ：320 ページ ISBN：4-89194-683-0

著者テレビ出演でますます売れ行き好調です。
霊が人間の生活に、どういう影響を与えているか…。霊界と人間界のしくみから、
霊的なことを踏まえた開運法、著者の体験談、不思議な話、お化けの話まで。
人間の本当の幸せとは…霊を怖がらずに生きるには…
すべての答えがここにあります。
《２００４年１１月現在 ５刷 》
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