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＜Pickup Topics＞

◆
◆
◆
◆
◆

渋谷パルコ Xmas イルミネーション。イメージは「森」
PARCO XMAS HAPPY CHANCE!」開催。今回はスーパーマリオとタイアップ
「Paradisekiss LIMITED SHOP」 吉祥寺パルコに登場
「ＴＯＫＹＯ ＦＭ スペイン坂スタジオ」が 11 月中旬リニューアル
千葉、池袋、心斎橋のパルコ各店、続々リニューアルで新ショップ登場

＜アート関連＞

・ 映画「同じ月を見ている」公開記念写真展
・ 奥原しんこ展「ある風の強い日に」

・ 寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」展

・ 日常(いつも)のための非日常(とっておきの)プチトートバッグ展
＜演劇関連＞
パルコ劇場公演新着情報

・ メアリー･ステュアート

・ラブハンドル ・愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語
・ 12 人の優しい日本人 ・ 志の輔らくご in PARCO Vol.10

＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ 11 月の主要企画
＜出版関連＞
パルコ出版の新刊 『光と鬼 横須賀功光の写真魔術』

・ パルコの２００６カレンダー好評発売中
＜映画関連＞

・ シネクイント 上映予定ラインナップ

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
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ
・
○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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◆ 渋谷パルコXmasイルミネーション。イメージは「森」
11 月 3 日（木・祝）から、渋谷パルコ店頭に 2005 年 Xmas の
イルミネーションが登場します。今年は渋谷パルコ全体がクリ
スマスツリーの森に覆われます。まるで森が渋谷パルコを侵食
したかのような、渋谷の街中とは思えない光景が出現。渋谷パ
ルコ周囲を約 36,000 個の LED で彩り、森の美しい風景を演出
します。さらに流れる音楽にシンクロする光、香り、様々な言
葉をささやきかけるベンチなど、訪れる人に楽しいときをシェ
アしていただく仕掛けが満載です。

↑イメージ図 （点灯時間は 10 時～24 時。12/25 まで）

◆ 「PARCO XMAS HAPPY CHANCE!」開催。今回はスーパーマリオとタイアップ
パルコでは、生誕 20 周年を迎えた「スーパーマリオブラザ
ーズ」とタイアップし、
「ペアマグ」や「ケータイストラッ
プ」
などの他では手に入らないオリジナルマリオ GOODS や、
「国内旅行ペアご招待」など各種賞品が当たる抽選会
「PARCO XMAS HAPPY CHANCE！」を全国 19 店舗に
て開催致します。
※「スーパーマリオブラザース」は 1985 年、任天堂株式会社よ
りファミコンのソフトとして発売され、以後シリーズ累計世界販
売本数 1 億 8000 万本以上という記録を達成しています。

【開催概要】 タイトル：
「PARCO XMAS HAPPY CHANCE！」-￥4,000、ケズル、アタル、ハッピーチャンス！開催期間：2005 年 11 月 18 日(金)～12 月 25 日(日) 主催：各パルコ会 後援：パルコ
【抽選方法】
パルコ各ショップにて 4,000 円以上お買上毎に、または引換え補助券（1,000 円お買上ごとに１枚進呈）4 枚でスクラッチカード
を 1 枚進呈。スクラッチを削って、各賞の表示が出たら景品と交換。さらに、スクラッチカードで「アツめてチャレンジ」が出たら、
１0 枚あつめて景品引換所に設置のコンピューター抽選に挑戦できます。

※一部対象外ショップ・商品有。

【主な景品内容】
1stCHANCE ●旅行賞「世界に誇る日本の“たからもの”を訪れる旅」ペアご招待(計 3 ｺｰｽ)●ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾏﾘｵ賞(8 種類)
2ndCHANCE ●ゲームボーイミクロ ほか２種

◆ 「Paradisekiss LIMITED SHOP」 吉祥寺パルコに登場
「パラダイスキス」は、この秋に映画も大ヒットした人気作「ＮＡＮＡ」の
矢沢あい作の少女マンガ。10 月から TV アニメとしてフジテレビで放送中。
作中に登場する主人公たちが作るブランド“Paradise Kiss”の衣装デザイン
を田山淳朗(Ａ／Ｔ)が担当するなど、スタイリッシュなテイストで注目を集
めています。
「Paradisekiss LIMITED SHOP」はこの TV オンエアを記念して展開される期
間限定ショップです。ショップでは、TV 版のイメージである「蝶」をモチー
フとしたアイテムや作中に登場する衣装をイメージした田山淳朗の「Ａ／
Ｔ」の商品など関連グッズを多数販売いたします。
【開催概要】
会場：吉祥寺パルコ・1F／期間：2005 年 11 月 25 日（金）～12 月４日（日）
©矢沢漫画制作所/祥伝社・パラキス製作委員会
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◆ 渋谷パルコの「ＴＯＫＹＯ ＦＭ スペイン坂スタジオ」が 11 月中旬リニューアル！
土曜午後のＴＯＫＹＯ ＦＭ発・38 局ネットのカウントダウン番組などで全国的にお馴染みの、渋谷パル
コ・パート１にある「ＴＯＫＹＯ ＦＭ スペイン坂スタジオ」が、開設された 1993 年以来初めての改装
を行い 11 月中旬にリニューアルオープンが決定。改装工事中、お休みしていた渋谷・スペイン坂からの
番組放送が再開になります。
今回のリニューアルでは、デジタル対応など放送設備の機能アップと共に、スタジオ廻りの導線を改良し
観覧エリアの拡張、調整室まで見通せるオープンなスタジオ設計など、コミュニティスペースとしての機
能を強化し、公開放送を観覧に来られるお客様により楽しんでいただけるオープンスタジオとなります。
（オープン日、オープンイベント等の詳細は、後日改めてご案内いたします）

◆ 千葉、池袋、心斎橋のパルコ各店、続々リニューアルで新ショップ登場

千葉パルコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１Ｆ・グランドフロア 全面リニューアル！ １２／２（金）グランドオープン

・2006 年の開店 30 周年に向けて千葉パルコは次代の店作りをスタートさせます。その大きなステップとし
て、この 12 月に“新しい顔”として１Ｆグランドフロアを全面リニューアルいたします。本改装では、
共用部及び入り口ファサード部を含めた売り場環境の全面刷新にも着手。ショップは、衣料だけでなく身
廻りアイテムも充実し、11 月 23 日(水・祝)に新規２店舗、リニューアル５店舗、12 月 2 日(金)新規７店
舗、リニューアル８店舗、あわせて２２店舗が登場いたします。
〔改装規模 22 区画 約 1,820 ㎡〕
*テナントリスト等詳細なリリースを別途用意しておりますのでご請求ください。

池袋パルコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本館・１Ｆ全面改装。 内装・外装共に大幅にリフレッシュ！

１１／３（木・祝）オープン

・JR 池袋駅コンコースに面した本館１Ｆを全面改装。池袋マーケットで「ここしかない」オンリーショッ
プを集積。同時に１Ｆ部分の外装デザイン一新、入り口増設等も行います。〔改装規模 ７区画 約 300 ㎡〕
Ｐ´(ﾋﾟｰﾀﾞｯｼｭ)パルコ・Ｂ１Ｆに新ファッションゾーン登場

１１／２３（水・祝）オープン

・1994 年に「ストリートファッションと音楽・アミューズメントのビル」としてオープンしたＰ´パルコ
館のＢ１Ｆは、オープン来アミューズメントフロアとして営業してまいりましたが、この秋、新しく「レ
ディスファッションと雑貨」のフロアとして生まれ変わります。
〔改装規模 6 区画 約 300 ㎡〕
*リリースを別途用意しておりますのでご請求ください。

心斎橋パルコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１１／１８（金）
、本館・Ｂ１Ｆに大型ショップ「フランフラン デザインフォーライフ」オープン

・心斎橋パルコはＢ１Ｆを全面改装し、フロア全面に大型のインテリアショップ「フランフラン デザイ
ンフォーライフ」をオープンいたします。時代の感性に敏感な都市生活者に向けたデザインコンシャスな
ショップを導入することにより、１Ｆ～６Ｆに位置する「ロフト」と合わせて約 5,000 ㎡の大型雑貨ゾー
ンが誕生。今、大阪で注目を集める心斎橋地区での存在感を高めてまいります。
〔改装規模 1 区画 約 750 ㎡〕
１２／１０（土）
、ＤＵＥ館・４Ｆに音楽×カルチャーにクロスショップ「ミュージカルチャー」登場

・アメリカ村に位置する心斎橋パルコＤＵＥ館の４Ｆには、この夏、渋谷パルコ・クアトロ４Ｆにオープ
ン以来、音楽とカルチャーをミックスさせた独自のＭＤが話題を呼び支持を集めている「ミュージカルチ
ャー」が関西に初登場。
「ローリングストーンズ」
「ビートルズ」
「エルヴィス・プレスリー」のオフィシ
ャルショップを店内に併設し（いずれも大阪初出店）
、10 代から 50 代まであらゆる世代の音楽好きが楽
〔改装規模 1 区画 約 400 ㎡〕
しめるショップとなります。
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム
窪塚洋介が映すもの

映画「同じ月を見ている」公開記念写真展
出演：窪塚洋介、エディソン・チャン、黒木メイサ

11 月に全国ロードショーとな
る映画「同じ月を見ている」で
本格復帰を果たす俳優・窪塚洋
介。公開にあわせ同映画のコン
セプトをベースに笠井爾示、蜷
川実花、平間至、藤代冥砂とい
う 4 人の写真家が窪塚と行っ
たフォトセッションを収めた
ヴィジュアルシネブック「窪塚
洋介が映すもの in－同じ月を
見ている－」が発売されます。
本展では、窪塚洋介と稀代の写
真家 4 人が行ったこのフォトセ
ッションでの作品を各作家 15
点ずつ、計約 60 点を展示いた
します。
©2005「同じ月を見ている」製作委員会
あわせて、映画「同じ月を見て
／GAKKEN 2005
いる」パネル展（映画・キャスト紹介、名場面・秘蔵オフカットなど約 40 点）
、メイキング映像の上映、
関連書籍、CD、DVD、オリジナルグッズ販売なども予定しています。

◆開催概要

期間：11 月 18 日（金）～12 月 5 日（月） 会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （入場は閉館 30 分前まで・最終日は 18:00 閉場予定）
入場料：一般500円、学生400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
パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー

奥原しんこ展「ある風の強い日に」
キャンバス上の鮮やかでやさしいペインティングに、雑誌や写
真から採ったコラージュの人や動物などを組み合わせる独特な
作風で、特にデザイン・ファッション系のクリエイティブな層
に支持を受けている奥原しんこ。彼女をフューチャーして開催
する本展では、オリジナルペインティングの展示販売、奥原し
んこと飯島久美子が展開するブランド「CHEESE monger」の
2006 春夏新作ファッション発表（この「CHEESE monger」新
作は会場でオーダーを受注）
、この展覧会のテーマに合わせてデ
ザイン・制作した、特製 T シャツ、特製バンダナの販売などを行います。

©奥原しんこ

◆開催概要

期間：2005 年 11 月 16 日（水）～11 月 29 日（火）
会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）
※パフォーマンス 11 月 23 日（水･祝） 14:00～15:00、16:00～17:00
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寺山修司生誕 70 年 寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」展
－寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」
（PARCO 出版）出版記念－
本展は、寺山修司の遺した唯一の長編小説「あゝ、
荒野」と、森山大道による時代を鋭く記憶した
写真とのコラボレーションです。
「60 年代」
、
「ア
ングラ」
、
「新宿」というキーワードでの、再検
証と憧れの高まっている今、ロゴスギャラリー
での本展で、寺山＋森山の「60 年代新宿荒野図」
の世界へ、タイムスリップしていただければと
思います。
会場では、寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」
に収録される森山大道の写真 211 点から約 50 点
をピックアップして展示し、
「寺山修司の言葉」
©森山大道
のパネル、
「あゝ、荒野」の初版本・掲載誌なども併せて展示します。
また、12 月中旬発売予定のパルコ出版、寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」を会場先行販売するほか、
会場限定発売の特装本、特製 B 全ポスターなども販売いたします。

◆開催概要

期間：2005 年 12 月 1 日（木）～12 月 13 日（火）
会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）
※トークショー 12 月 10 日（土） 14:00～

日常(いつも)のための非日常(とっておきの)プチトートバッグ展
様々な生活シーンの中で活用され、人や場面を選ばず、
みんなに愛されるアイテム－トートバッグ。
本展は、トートバッグの中でも、新しくカテゴライズさ
れつつある小型のトートバッグ「お昼トート」をテーマ
にデザイナー、アーティスト達の手によって料理された、
個性あふれる作品をアーティストとのコラボレーション
作品（約８０点）を中心に、個性的な「お昼トート」を
多数展示販売いたします。
アーティストが日常的なものに自分の表現を加えること
で、アートは身近なものになります。いま、注目され始
めたランチタイムサイズのトートバッグを共通のメディ
アに、アーティストたちが、その腕を振るいます。

◆開催概要

期間：2005 年 12 月 15 日（木）～12 月 26 日（月）
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

会期中無休

ロゴスギャラリー 今後の予定ラインアップ
『2005－06 WINTER LOGOS 洋書バザール』…2005 年 12 月 28 日（木）～2006 年 1 月 16 日（月）
恒例！洋書 LOGOS が選りすぐった洋書約 6000 冊を特別価格で放出する、冬の洋書バザールを、ロゴス
ギャラリーで開催いたします。

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

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<パルコ+サードステージ Presents>

ラブハンドル

LOVE HANDLES

■ 会場：パルコ劇場
作：中谷まゆみ・演出：板垣恭一のコンビは、
2000 年より「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」とロマンチック・
コメディを発表。その温かい肌触りの舞台が、着
実に共感を得てきました。そしてパルコ劇場初進
出となった 2005 年「お父さんの恋」は、チケッ
トが即日完売する人気を呼び、内容も「笑って泣
ける」新しい形のコメディとして、高い評価を得
ました。そのコンビによる最新作にしてパルコ劇
場第 2 弾、
「ラブハンドル」が 2006 年 2 月に登場
します。
二人の作品の特徴は、何といっても人物描写の
緻密さと、軽快で洗練されたコメディセンスです。
登場人物の強さや弱さ、隠された一面などを、丁寧に、時には温かく、時には残酷なほど冷静に描いてい
きます。一見シビアな題材を軽やかな会話でくるみ、観ていると、ニヤニヤしながら、切なくなって、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ります。
今回キャストには、バラエティのみならず抜群の存在感と憎めないキャラクターを活かした俳優として
も活躍している「ネプチューン」の原田泰造、押しも押されぬ演技派女優として名高い富田靖子、NHK 朝
ドラで一躍お茶の間の人気者となった期待の新星・瀬川亮、中谷・板垣の劇世界を知り尽くす長野里美と
小須田康人の両名、舞台には 9 年ぶりの出演となる石黒賢ら、充実のキャスト陣を迎えました。どうぞご
期待ください！
＜作＞中谷まゆみ＜演出＞板垣恭一
＜出演＞原田泰造 富田靖子 瀬川亮 ／長野里美 小須田康人 ／ 石黒賢
［公演日程］2006 年 2 月 4 日（土）～2 月２0 日（日） ［料金］7,500 円（全席指定・税込）
2005 年 12 月 10 日（土）前売開始

公演決定！

愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～
2006 年 4 月中旬～5 月上旬（予定）
会場 ： ル テアトル銀座
企画製作 ： (株)パルコ
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）11 月以降の主な公演ラインナップ

メアリー･ステュアート
フリードリッヒ・シラー作「メアリー・ステュアート」の自由な翻案

1６世紀に生きたスコットランドとイングランドの二人の女王
－るメアリー・ステュアートと、エリザベス１世－を描いた作
品です。
メアリー・ステュアートとその乳母、そしてエリザベスとその
侍女という４人の登場人物を、メアリー（南果歩）を演じる女
優はエリザベスの侍女を、そしてエリザベス（原田美枝子）を
演じる女優はメアリーの乳母を、2 人の役者が演じ分けます。
演出は、昨年、オン・ブロードウェイでも演出家デビューを飾った宮本亜門。
＜作＞ダーチャ・マライーニ ＜訳＞望月紀子 ＜演出＞宮本亜門

＜出演＞原田美枝子×南果歩

［公演日程］ 2005 年 11 月 3 日（木）～11 月 22 日（火） ［料金］ 7,500 円（全席指定・税込）

★宮本亜門×原田美枝子×南果歩スペシャルアフタートーク開催！
11 月６日（日）14 時開演の部終演後〔この回の公演ご観劇の方にそのまま御参加いただけます〕

12 人の優しい日本人
「12 人の優しい日本人」は、1990 年に三谷幸喜
が東京サンシャインボーイズ公演として発表、
その着眼点と人物描写の素晴らしさ、議論べた
の日本人にも陪審員制度が成立するのではない
かと思わせるリアリティで、多方面から大絶賛
を受けた作品です。過去 3 度にわたり『東京サ
ンシャインボーイズ』公演として上演され、1991 年には映画化もされた本作が、初演から 15 年、キャス
ティングを一新した 2005 年版として、この 12 月 PARCO 劇場に登場。
＜作・演出＞ 三谷幸喜
＜出演(五十音順)＞ 浅野和之、石田ゆり子、伊藤正之、江口洋介、小日向文世、鈴木砂羽、
筒井道隆、生瀬勝久、温水洋一、堀内敬子、堀部圭亮、山寺宏一
［公演日程］2005 年 11 月 30 日（水）～12 月 30 日（金） ［料金］9,000 円（全席指定・税込）
※プレビュー公演

11 月 27 日(日)～29 日（火）

［料金］8,500 円（全席指定・税込）

志の輔らくご in PARCO Vol.10 ～新古典の世界～
落語界をリードし、全国津々浦々での独演会をはじめ、文楽や狂言とのコラボレーション（こらぼ）な
ども行うなど、常に挑戦し続けている立川志の輔の恒例のパルコ劇場での公演も記念すべき 10 年目を
迎えます。
その 10 周年にふさわしく、パルコ劇場で新春ロングラン公演・4 プログラムにて上演を行います。それ
ぞれのプログラム（演目）は計 3 席を予定、前座もなく丸ごと一人で 3 席の独演会となります。9 年間培
ってきた 27 席の新作落語＆古典落語の中からの 2 席とお楽しみの 1 席をお贈りいたします。(予定)
［公演日程］ 2006 年 1 月 3 日（火）～1 月 26 日（木） ［料金］ 5,500 円（全席指定･税込）

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
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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 １１月の主要企画

ケイコ・リー
【 ケイコ・リー(Vo,Pf) / 吉田次郎(G) / 野力奏一(Pf,Key）
/ カール・カーター(B) / ベン・ウィットマン(D) 】
11 月 9 日（水） 渋谷クラブクアトロ
一度聴いたら忘れられない低音で深く胸に染み渡る歌声とワン・
アンド・オンリーなヴォーカル・スタイルで人気、実力ともに No.1
の女性ジャズ・ヴォーカリスト、ケイコ・リー。デビュー10 周年
を迎える今年、ニュー・アルバム『Voices Again』をリリース、
そしてスペシャル・ユニット
を引き連れて久々にクアト
ｹｲｺ･ﾘｰ

ロのステージに登場。

Buckcherry <バックチェリー>
11 月 14 日（月）15 日（火） 渋谷クラブクアトロ
11 月 17 日（木）名古屋クラブクアトロ
11 月 18 日（金）心斎橋クラブクアトロ
1995 年に米国ロサンゼルスで結成された 5 人組ロックンロール・バンド。オル
タナティヴ全盛の 90 年代に、あえてバッドボーイ・イメージで売り出したこと
が話題を呼び、99 年に発表したデビュー作で世界的にブレイク。01 年に一旦解
散するが、今年夏の“SUMMER SONIC”で劇的に再結成。復活作『フィフティーン』
を携えた来日公演。

矢沢永吉

Buckcherry

11 月 17 日（木）18 日（金）19 日（土）広島クラブクアトロ
言わずと知れた日本を代表するロック・シンガーにしてスーパースター。近
年は CM やドラマ出演など活躍の場を広げているが、75 年のキャロル解散ソ
ロ活動 30 周年を迎える今年、自身のルーツを再確認すべく『THE LIVE HOUSE
ROOTS』と銘打った全国ライブ・ハウス・ツアーを敢行。広島公演はクアトロ
3DAYS で開催。
矢沢永吉
LEON RUSSELL

LEON RUSSELL<レオン・ラッセル>
11 月 22 日（火） 心斎橋クラブクアトロ
「ソング・フォー・ユー」
「タイトロープ」等の名曲で知られるロック・レジェ
ンド。60 年代から数々のスター・ミュージシャンのセッションに参加し、70 年
代には自身のレーベル“シェルター”を立ち上げ一大スワンプ・ロック・ムー
ブメントを巻き起こした。エリック・クラプトンやボブ・ディラン、ジョージ・
ハリスンにも愛された鬼才の久々の来日公演。
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パルコ出版の新刊情報

「光と鬼 横須賀功光の写真魔術」
2005 年 11 月 19 日（予定）
予価：6,300 円（税込）
判型：B５判変型・上製本 頁数：550 ページ
「光と闇を極限まで追い詰めた男。いまこそ明か
される天才の全貌」
2003 年、65 歳で急逝した、写真家・横須賀功光。
資生堂や PARCO の宣伝写真、イタリア・ヴォーグ
日本最初の契約カメラマンとして活動するなどコ
マーシャル・フォトの頂点を極める一方、自身の
作品〈シリアス・フォト〉を密かに撮り続け、写
真魔術を極限まで追求しました。
本年 11 月より東京都写真美術館にて催される、没後初の展覧会に併せて、衝撃的な初期作品から宣伝写真
まで、秘められた横須賀功光の全容を明らかにする決定版作品集として刊行します。
編集・監修には松岡正剛氏、ブックデザインは勝井三雄氏が手がけ、山口小夜子氏を初め、
、荒木経惟氏ら
60 余名の各界著名人からの寄稿も収録。
濃密な 550 頁、本そのものの〈たたずまい〉にも是非ご注目下さい。

２００６年版も大人気！パルコ出版のカレンダー好評発売中
毎年、好評のパルコのカレンダー。2006 年版は写真を掲載してい
る、毎度おなじみ定番の「御教訓カレンダー」
、ニューフェイスの
「コペットカレンダー」の他に、
「ムーンカレンダー」
、
「お天気ケ
ロ太の２００６ Ｏｈ！マイホビーカレンダー」
、
「今日は何の日カ
レンダー」の全５種。全国の書店、大型雑貨店で発売中です。

←コペットカレンダー
定価：1,575 円（税込）
サイズ：420×277mm
枚数：表紙＋14 枚
タイプ：ノート型
▽コカ・コーラのプロモーシ
ョンで人気のコペットがノート
型カレンダーに！動物の特

御教訓カレンダー↑

長を生かしたキャラクターの

定価：1,365 円（税込） サイズ：260×120mm

世界をお楽しみください。

枚数：表紙＋127 枚 タイプ：壁掛け

イラスト・久保誠二郎

イラスト・タナカ カツキ
▽めくるたびに大笑いの超ロングセラー！
全国公募で選ばれた傑作パロディーが 3 日ごとに楽
しめる、まさにお笑いカレンダーの王様です。
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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） 上映ラインナップ
大人気ロードショー中！

カスタムメイド１０．３０

今秋のパルコ秋のキャンペーンでフューチャーされて話題を呼んだ木村カエラが映画初主演。2004 年 10 月 30 日に広
島市民球場で開催された奥田民生の伝説のライブ「ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場コンサート」のドキュメン
タリーと、木村カエラ演じる女子高生のドラマが融合した音楽青春映画。好評上映中です。
※
２００６年シネクイントは韓国の若者たちの恋愛映画でスタートします。
１２月ロードショー

２００６年新春第２弾ロードショー

アメノナカノ青空
病弱な少女とカメラマンの美しく繊細な恋物語
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“わがまま”Ｂ型男子と“小心者”Ａ型女子の感動ラブストーリー
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