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’05 年締めくくり、’06 年へと疾走するパルコのトピックスをご紹介します
＜Pickup Topics＞

◆
◆
◆
◆

ＭＩＫＡ ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ meets ＰＡＲＣＯ ＳＨＩＢＵＹＡ ＸＭＡＳ ＦＯＲＥＳＴ
池袋パルコに新しいカルチャーイベントスペース 「Ｐ’GALLERY」がオープン
パルコ出版より、寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」12 月発売。記念展も開催
Ｗｅｂアクロス「定点観測」。2005 年 12 月に実施３００回目に到達！

＜アート関連＞

・ 『ティム・バートンの コープス ブライド』 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
・ 2005－06 WINTER LOGOS 洋書バザール

･ bread & salt「100 枚のソフレと塩入れ袋」展

＜演劇関連＞
パルコ劇場公演新着情報

・ PARCO歌舞伎 決闘！高田馬場
・ 江原啓之スピリチュアル・ヴォイス 2006
・愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語

・ ラブハンドル

・ 志の輔らくご in PARCO Vol.10

・ どかーん！武春劇場 in PARCO vol.3

＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ 1２月の主要企画

・ MO’SOME TONEBENDER ニュー・アルバム発売

＜映画関連＞

・ シネクイント 上映ラインナップ

・アメノナカノ青空
・Ｂ型の彼氏

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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◆ ＭＩＫＡ ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ meets ＰＡＲＣＯ ＳＨＩＢＵＹＡ ＸＭＡＳ ＦＯＲＥＳＴ
11 月 3 日に渋谷パルコ店頭に登場した 2005 年の Xmas のイルミネーション
は、お店全体を覆うようなクリスマスツリーの森。訪れたお客様に好評を
いただいているクリスマスツリーの森が、新たに、この 12 月７日に初の
ベストアルバム「ＢＥＳＴ」の発売が話題の中島美嘉さんとのコラボレー
ションで、さらにバージョンアップします。
12 月 1 日から、渋谷パルコのクリスマスツリーの森には、中島さんのイメ
ージカラーであるパープルのリボンやロータスがちりばめられます。さら
に「ＢＥＳＴ」に収録されている楽曲「AMAZING GRACE(’05)」から始ま
り、
「雪の華」などが流れる 10 分間の中島美嘉メドレーとＬＥＤイルミネ
ーションがシンクロした音と光のショーもスタート。
（※開催時間 11：00/13：00/15：00/17：00/19：00/21：00）

渋谷パルコの Xmas のイルミネーションは 12 月 25 日まで、渋谷の街を彩っています。

◆ 池袋パルコに新しいカルチャーイベントスペース
「Ｐ’GALLERY」がオープン
池袋Ｐ’パルコは、これまでアミューズメントスペースで
あった地下 1 階をレディスファッションゾーンとしてリニ
ューアルし 11 月 23 日にオープンいたしました。これに合
わせて地下 2 階では 5 月下旬まで（予定）の期間限定で、
様々カルチャーテーマのイベントを開催するスペース「Ｐ’
GALLERY」も同日オープン。
「Ｐ’GALLERY」では、イラスト、
音楽、写真など様々なジャンルのイベントをラインナップ
し、これまでの池袋にはなかったアートの刺激を放ちます。
【
「Ｐ’GALLERY」企画ラインナップ】
・～12 月 11 日(日)まで 『Monchhichi What not !!! 世界のモンチッチッコレクション&リミックス』
・12 月 15 日（木）～12 月 28 日（水）
『奥原しんこ美術館 CHEESE monger ファッション展』
・2006 年 1 月 1 日(日）～1 月 15 日（日）予定
『Rock’n’Roll CIRCUIT ～out of blue,into the black～ 書籍で聴くロック史』
・2006 年 1 月 19 日（木）～2 月 5 日（日）予定
『DAVID LACHAPELLE 初監督作品 「RIZE」写真展』

◆パルコ出版より、寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」12 月発売
「ボクシングをやるんだ。おまえならきっといいボクサーになれるだろう」
六〇年代新宿、ネオンの荒野を舞台に描かれる〈バリカン〉と新次の青春～
寺山修司が、
「演劇実験室◎天井棧敷」結成直前、文学へ叩きつけた〈訣別〉とも言
える傑作長編小説に、森山大道が同時期に撮りつづけた、伝説的「新宿」写真群を
カップリングした、寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」がパルコ出版より 12 月中旬
に発売になります。これを記念してロゴスギャラリー（渋谷パルコ・パート 1 B1F）
では、書籍に収録された森山大道の写真展示を中心にした展覧会を行います。
寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」展
《開催日程》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）

装丁・写真構成 町口覚/判型 四六判上製

※トークショー 12 月 10 日（土） 14:00～ （当日 10:00 より整理券配布）

予価 本体 3500 円（税別）
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◆ Ｗｅｂアクロス「定点観測」
。2005 年 12 月に実施３００回目を迎えます
パルコがインターネット上で展開する「Ｗｅｂアクロス」は、独自の視点とフィールドワークで主に若者
の価値観、ライフスタイルを分析しているＷｅｂマガジンです（2000 年 10 月創刊）
。その前身は、他に類
を見ないスタイルで時代を読み解き注目されていた雑誌「月刊アクロス」
（1977 年 10 月創刊。1993 年 5 月
「流行観測アクロス」としてリニューアル。1998 年 6 月休刊）です。
その雑誌時代から、Ｗｅｂ上にフィールドを移した現在に至るまで、アクロスらしい取組みとして注目さ
れてきたのが「定点観測」です。
「定点観測」は毎月 1 回決められた同じポイント（渋谷、新宿、原宿の 3
箇所）で、街を行く人々のファッションを取材する企画です。
「定点観測」の特徴は、単に着ているモノを
チェックするだけでなく、その時々の流行のアイテムの着用率をカウントし「流行の数値化」を行ったり、
街頭で、ファッションの嗜好から可処分所得、悩みや夢までディープなインタビューを実施し、それらの
多面的な情報から次の時代のトレンドを読みとく独自のマーケティングリサーチ手法として確立されてい
るところにあります。
雑誌時代の 1980 年 8 月のスターﾄ以降、雑誌休刊からＷｅｂ版創刊までのブランク期間も含めて、毎月欠
かさず 25 年以上実施されてきた、この「定点観測」が 2005 年 12 月の実施で 300 回目を迎えることにな
りました。
もちろん、今後も 400 回、500 回に向けて継続して時代を分析し続けていきますが、是非この機会に改め
て「Ｗｅｂアクロス」
（http://www.web-across.com/）にご注目ください。

←
Web アクロス
Index ページ
＊点線内が
「定点観測」の
イントロダクション
部分。
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム
『ティム・バートンの

コープス ブライド』

展

TIM BURTON’S Corpse Bride™ Exhibition
あの名作「ナイトメアー・ビフォア・
クリスマス」から 12 年、鬼才ティム・
バートンがついに観客に向けて送り
出したストップモーション・アニメ最
新作「コープス ブライド」がこの秋
ロードショー公開されました。フィル
ムのひとコマひとコマに、パペットを
動かしながら丹念に撮影していくス
トップモーション・アニメは、1,2 秒
のフィルムを完成させるのに 12 時間
以上かかるという気の遠くなるよう
な丹念な作業が必要です。バートンはそこを「コンピュータでは作り出せない味わいがある」と評価しま
す。
本展では、ロンドン郊外のスタジオでの撮影で実際に使われたパペットたちやセット、製作に際して作ら
れたプロダクションスケッチ、ストーリーボードなどを一挙に公開します。また、併設のショップでは、
精巧なコレクションドールやフィギュア中心に多彩なグッズを販売。なお同ショップでは同じティム・バ
ートン監督作品で大ヒットを記録した「チャーリーとチョコレート工場」のグッズ販売も行います。

◆開催概要

期間：2005 年 12 月 9 日（金）～2006 年 1 月２日（月） ＊1 月 1 日休館
開場時間：10：00～21：00
（入場は閉館 30 分前まで・12 月 31 日 19:00 閉館・最終日 18:00 閉館予定）
入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s05)

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
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） ＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

2005－06 WINTER LOGOS 洋書バザール
ロゴスギャラリー恒例の LOGOS 洋書バザールをこの冬も開
催いたします。
写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタイル、
絵本などの洋書籍約 6000 冊を、通常店頭価格の 20～80％（!!）
OFF 価格で即売します。多少難ありモノ含め、超目玉、掘り
出しモノが満載！ 商品はどんどん追加しますので、会期を
通して充実した内容になります。
ほしかったけど手が出なかった、という意中の洋書が、思い
もかけない破格値で手に入るかも知れません。そのほか、雑
誌、ビデオ、ポストカードなどもバーゲン価格で販売する予
定です。
（左写真は商品の一例です）

◆開催概要

期間：2005 年 12 月 28 日（水）～2006 年 1 月 16 日（月） ＊1 月 1 日休館
開場時間：10：00～21：00 （12 月 31 日 19:00 閉館・最終日は 17:00 まで）

bread & salt「100 枚のソフレと塩入れ袋」展
西・中央アジアの遊牧民が食習慣・生活の中で使ってきた毛織
物－主食であるナンを保存するために使用する「ナンソフレ」
や食事の際に使用する「ダイニングソフレ(食卓布）
」(写真左）
、
貴重な塩を家畜などから守り保存するための「塩入れ袋」
（写真
右）－を展示即売します。

◆開催概要

期間：2006 年 1 月 18 日（水）～1 月 30 日（月） ＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公演決定！
PARCO 歌舞伎

決闘！高田馬場
■ 公演日程：2006 年 3 月 2 日（木）～3 月２6 日（日）

■ 会場：パルコ劇場

＜作・演出＞ 三谷幸喜
＜製作＞ 松竹株式会社

＜出演＞ 市川染五郎・市川亀治郎・中村勘太郎 他
＜企画＞ 株式会社パルコ

ル テアトル銀座 2006 年 春のラインナップ

江原啓之スピリチュアル・ヴォイス 2006
＜出演＞ 江原啓之
＜企画製作＞ 株式会社パルコ

《2006 年 4 月》

＜制作協力＞ スピリチュアル

＜後援＞TBS ラジオ

愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～
《2006 年 4 月 15 日（土）～5 月 10 日（水）
》
＜作･演出･美術･衣裳･主演＞ 美輪明宏
＜企画製作＞ (株)パルコ
＜制作協力＞ オフィスミワ
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）

2006 年初頭の主な公演ラインナップ

志の輔らくご in PARCO Vol.10 ～新古典の世界～
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。今回は 10 周年にふさわしく新春ロングラン公演を敢行。公演期間
を 4 つに分けそれぞれ異なるプログラムにて上演を行います。
〔其の壱
(1/3～7)、其の弐（1/8～14 *10,11 休演)、其の参(1/15～21 *18,19 休演)、
其の四(1/22～26）
〕
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。
［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）
追加公演決定 其の壱：1 月 7 日(土) 15:00

其の弐：1 月 14 日(土) 15:00

其の参：1 月 21 日(土) 15:00

其の四：1 月 26 日(木) 15:00

追加公演分前売発売開始日

2005 年 12 月 16 日(金)

<パルコ+サードステージ Presents>

ラブハンドル

LOVE HANDLES

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
表し、その温かい肌触りの舞台が、着実に共感を得てきた
「作：中谷まゆみ・演出：板垣恭一」のコンビ。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 弾が「ラブハンドル」
が充実のキャスト陣で 2006 年 2 月に登場します。
＜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

どかーん！武春劇場 in PARCO vol.3 ～“武春”＆“国本”～
待ってました！タップリ！名調子！ 唯一無二のエンタテイナー国本武春が贈る笑いと感動のステージ、
第 3 弾！！ 今回は、語り継ぐべき珠玉の古典浪曲に加え、
“浪曲かけ声講座”などのお楽しみがたっぷ
り詰まった“武春の日”
。ロック、R＆B、バラード etc.…もはや彼の代名詞ともなった三味線弾き語りを
存分にご堪能いただく“国本の日”
。この 2 つのプログラムでお贈りします。
［公演日程］2006 年 2 月 21 日（火）
・22 日（水） 19：00 開演 2005 年 12 月 18 日（日）前売開始

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 １２月の主要企画

Pixies<ピクシーズ>
12 月 4 日（日） 広島クラブクアトロ
1980 年代後半から 90 年代初頭に世界の音楽シーンを席巻したグランジ
/オルタナティブ・ロックの草分けとなる伝説のバンド。轟音ギターと
ポップなメロディはニルヴァーナをはじめとする多くのバンドに多大
なる影響を与えた。5 年間という短い活動期間の後 1992 年に解散したが、2004 年
に軌跡の再結成を遂げる。今回は初のジャパン・ツアー。

Ann Sally<アン・サリー>
12 月 6 日（火） 名古屋クラブクアトロ
12 月 7 日（水） 心斎橋クラブクアトロ
12 月 10 日（土） 広島クラブクアトロ
名古屋出身、心臓内科医という肩書きを持つ女性シンガー・ソングライター。01
年にデビュー以来、その柔らかい肌触りの歌声とナチュラルなライフスタイル、選
曲のセンスの良さで静かにファンを増やしていき、各方面から高い評価を集めてい
る。研究医として 3 年間過ごした米ニュー・オーリンズでの生活を反映した新作
『Brand-New Orleans』を携えての久々のツアー。

The Ska Flames<スカフレイムス>
12 月 24 日（土） 渋谷クラブクアトロ
ジャマイカン・ミュージックである“スカ”をここ日本において定着させた偉大
なるオリジネーター、スカフレイムス。1985 年に結成以来常に若い世代の新し
いフォロワーを獲得しながら、最前線でシーンを牽引し続けてきた彼等。結成
20 周年を迎えた今年、10 年ぶりとなるアルバム『REALSTEP』をリリース。この
アルバムを携えての年末恒例渋谷クアトロ公演。
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
“VINTAGE x DI:GA 2006”

パルコ マネジメントアーテイスト最新情報

12 月 30 日（金）17:00 開演・12 月 31 日（土）16:30 開演

MO’SOME TONEBENDER ニュー・アルバム

[出演]

『Rockin’ Luuula（ロッキンルーラ）
』

30 日：SPARTA LOCALS／ランクヘッド／チャットモンチー
／WRONG SCALE／Jackson vibe／bonobos

＜12 月 7 日（水）リリース＞
※全 12 曲収録 COCP-50879 \2,940（税込）

31 日：the pillows／ELLEGARDEN／つばき／キャプテンストライダム
／UNDER THE COUNTER／TYPHOON24／peridots／BAZRA
／FULLARMOR/DOPING PANDA
広島クラブクアトロ
“tss Presents COUNT DOWN LIVE in QUATTRO 05～06”
12 月 31 日（土）21:30 開演
[出演] AFRO FIRE／DJ バリ K～ん／SOYSOUL 他
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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
１２月１０日（土）ロードショー

アメノナカノ青空

この作品が監督デビューとなったイ・オニ他、２０代の主要スタッフで作り上げられた美しく繊細なラブストーリー。
【Story】病弱な少女ミナは、ある日マンションの下の階に引っ越してきた若いカメラマン・ヨンジェに出会う。その日から、ヨン
ジェのミナへの恋のアタックが始まる。しかし、これは残された人生の時間が少ないミナに用意されたプレゼント“仕
組まれた出会い”だった。
２００６年新春第２弾ロードショー

Ｂ型の彼氏
２００４年後半、韓国で巻き起こった「血液型ブーム」
。マ
スコミを賑わし、男女の集まる場所ではどこへ行っても血液
型が話題になったこのブームでは、Ｂ型の男性が「彼氏にし
たくない血液型№１」に選ばれたり、
「素直で個性的だが、自
己中心的かつ自信過剰」と言われたりと注目の的のなった。
そんな「Ｂ型男子」フィーバーを受けて製作されたのが「Ｂ
型の彼氏」
。作中ではＢ型の男子ヨンビンと、彼に魅了される
も、その奔放な行動に傷つけられていくＡ型の女子ハミが主
人公。さてＡ型とＢ型の恋の行く末はどうなるのか…。

PARCO MONTHLY INFO.

2005/12

9

