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2006 年スタート。冬から春にかけてのパルコのトピックスをご紹介します
＜Pickup Topics＞

◆ 2006 冬 PARCO グランバザールの広告に袴姿のマリオ登場!

＜アート関連＞

･ bread & salt「100 枚のソフレと塩入れ袋」展
・BAGEL & BAGEL PRSESENTS「バレンタインのためのベーグル＆スィーツ」
・アンティーク博物画「ボタニカルアート・コレクション」
＜演劇関連＞

・PARCO 歌舞伎 決闘！高田馬場
・ ラブハンドル

・愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語

・ どかーん！武春劇場 in PARCO vol.3 ・LOVE LETTERS 2006 NEW YEAR SPECIAL

＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ 1 月の主要企画
＜映画関連＞

・ シネクイント 上映ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ

・Ｂ型の彼氏 ・立喰師列伝 ・嫌われ松子の一生

＜出版関連＞

◇バレンタインに向けて、パルコ出版の『ラブ』な書籍のご紹介◇

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
〒150-0045 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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◆ 2006 冬PARCOグランバザールの広告に
袴姿のマリオ登場!
袴姿のマリオ、パルコに登場! 2005 年 11 月～12 月に開催した
「PARCO XMAS HAPPY CHANCE!」に続いて、2006 年のお正月は、パル
コの恒例のセール「PARCO グランバザール」の広告キャラクターとし
て、任天堂「スーパーマリオブラザース」のマリオを起用します。
新年早々のセールということで今回の広告では、門松に挟まれて袴姿
のマリオが登場。TV－CF では、ゲームでおなじみのＢＧＭや効果音と
ともにピーチ姫が待つＰＡＲＣＯを目指します。
□2006 冬 PARCO グランバザール 各店開催日程
1/2（月）～15（日）
：札幌、大津
1/3（火）～15（日）
：宇都宮、名古屋、岐阜、松本、広島、熊本、大分
1/5（木）～15（日）
：渋谷、池袋、吉祥寺、調布、ひばりが丘、新所沢、厚木、津田
沼、千葉

＊心斎橋店は「ウインターセール」開催：1/2（月）～17（火）

□TV-CF 2006 冬 PARCO グランバザール『袴マリオ』篇 概要
□ＣＦバージョン ： １５秒
袴姿のマリオ、クリボー、ノコノコ、クッパ etc、スーパーマリオブラザーズのキャ
ラクターたちがゲーム風の画面中を進み、パルコを目指す。到着するとで花火が！
□オンエアエリア ： 関東 ＋ 札幌・名古屋・松本・広島・大分・熊本
□オンエア期間

:： 関東 ： 1/2（月）～1/8（日）

↓ポスターにも「袴マリオ」が登場。

TV-CF 画面（上から下
へ）。コインゲットの
瞬間にはもちろん「あ
の効果音」が！

→

□広告制作スタッフリスト
企画制作 :パルコ＋風とロック＋ﾌﾚｲﾑｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ＋東北新社
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、ﾌﾟﾗﾝﾅｰ :箭内 道彦
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

:田中 秀幸

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

:町田 和幸

ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ

:福島 慎治

CG
ﾐｷｻ

PARCO MONTHLY INFO.

2006/1

:谷内 正樹（オムニバス・ジャパン）
:丸井 庸男（オムニバス・ジャパン）
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー
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）

BAGEL & BAGEL PRSESENTS「バレンタインのためのベーグル＆スィーツ」
ニューヨークスタイルの人気ベーグル専門店『BAGEL & BAGEL』とロ
ゴスギャラリーがバレンタインに贈りたい、この時期にしか食べられない
すてきなバレンタインベーグルを創りました。
このバレンタイン期間＆ロゴスギャラリー限定の『B&B』ベーグルのほか、
バレンタインのためのベーグル＆スィーツとして、
『BAGEL & BAGEL』
の通常ベーグルからピックアップしたラインナップや、マフィン、スティ
ックチーズケーキなどのスィーツ、
『BAGEL & BAGEL』オリジナル雑貨
など、バレンタインの贈りものにもぴったりの、お菓子ベーグルとその関
連商品の販売を行ないます。

◆開催概要

期間：2006 年 2 月 2 日（木）～2 月 14 日（火）
＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

アンティーク博物画「ボタニカルアート・コレクション」
―19 世紀ヨーロッパの華麗な細密植物画の世界―
ボタニカルアートとは、植物を植物学的な正確さを持って描かれた細密植物画
のことです。おそらくは薬草を区別する必要から植物を正確に描くことに端を
発して発展したボタニカルアート。まだ、写真のない時代、ボタニカルアート
と呼べる絵は存在しましたが、16 世紀に木版による製版技術が確立されて以降、
出版も本格的になり、数々の名著が世に送り出されました。さらに、銅版、石
版と製版技術の発達に伴って様々な美しい図譜が出版されました。
本展では、19 世紀のものを中心に、P＝J・ルドゥーテやパンクラース・ベッ
サによる図譜からなど約４００点のヨーロッパの古典手彩色の銅版画や石版画
のボタニカルアートを展示販売いたします。また、植物・博物画図譜入りの古
書の展示をいたします。普段博物館でしか見ることのできないボタニカルアー
ト・コレクションを、ぜひご堪能ください

◆開催概要

期間：2006 年 2 月 16 日（木）～2 月 28 日（火） ＊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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PARCO 歌舞伎

決闘！高田馬場

■ 会場：パルコ劇場
■ 公演日程：2006 年 3 月 2 日（木）～3 月 26 日（日）
三谷幸喜と市川染五郎、構想 8 年、念願の歌舞伎作品。
“ガングロ、コギャルを掻き分けて、渋谷の街を颯爽と、
高田馬場へ！いざっ、駆け抜けん！！”
1997 年、パルコ劇場での「バイ・マイセルフ」
（作・三谷幸喜、
出演：松本幸四郎、市川染五郎）上演の際に、市川染五郎が歌舞
伎作品の書下ろしを三谷幸喜に依頼。即決で引き受けた三谷が、
堀部安兵衛の“高田馬場の決闘”をテーマにしたオリジナル歌舞
伎を提案。以来、構想 8 年の末、ついに上演が決定した本作品。
三谷幸喜＆市川染五郎、強力タッグによる新たな挑戦「PARCO 歌
舞伎」がこの春、幕を開けます。
＜作・演出＞ 三谷幸喜
＜出演＞ 市川染五郎、市川亀治郎、中村勘太郎 /
市川高麗蔵、松本錦吾、澤村宗之助 /
市村萬次郎
＜製作＞ 松竹株式会社
＜企画＞ 株式会社パルコ
［料金］ 12,000 円（全席指定･税込）

市川染五郎

中村勘太郎

市川亀治郎

2006 年 1 月 22 日（日）前売開始

美輪明宏版 愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～
■ 会場：ル テアトル銀座
■ 公演日程：2006 年 4 月 15 日（土）～5 月 10 日（水）
エディット・ピアフ（1915－1963）パリ生まれ。
軽業師の父に連れられ、幼児の頃より場末の街から街へと歌い歩く。
貧乏生活、街角での流しの歌い手、最愛の一人娘の死、不遇な少女時
代。しかし、彼女は高級クラブの経営者ルイ・ルプレにより見出され一夜にして大成功を勝ちとる。その
後、イヴ・モンタンや数多くの才能を発掘し、世界的名声の光を浴びた華やかな時代を迎えるも、最愛の
人を飛行機事故で亡くし麻薬につかり酒に溺れた苦難・挫折の時代へ転落。
それでも彼女は純粋な 21 歳年下の青年の純愛により、苦渋の時代からのカムバックを果たした。
そんな彼女の波乱万丈の人生を貫いてきたのは＜愛＞そして＜歌＞。
心のあり方・生き方がますます問われ、心の救済・癒しが求められている現代に贈る美輪明宏＜愛＞のメ
ッセージ。美輪明宏の演劇活動と音楽活動が交錯し、これまで以上の魅力と迫力を発揮する【美輪明宏版
愛の讃歌】
、2000 年の上演から 5 年を経て、さらに良質な公演をお贈りいたします。
<作・演出・美術・衣裳> 美輪明宏
<出演> 美輪明宏・木村彰吾/新橋耐子・山谷初男・松橋登・瀬下和久・城月美穂・柄沢次郎・菊池隆則 他
［料金］ S 席￥10,000 A 席￥8,000 BOX 席￥18,000（2 名様）
（全席指定･税込）

2006 年 2 月４日（日）前売開始
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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

<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）

どかーん！武春劇場 in PARCO vol.3 ～"武春"VS"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。
＜プログラム＞ 2 月 21 日（火） “武春の日”～たっぷり ! 古典浪曲～
2 月 22 日（水） “国本の日”～しびれる！ 弾き語り～

［公演日程］2006 年 2 月 21 日（火）
・22 日（水） 19：00 開演
［料金］5,000 円（全席指定・税込）

前売券発売中

LOVE LETTERS 2006 NEW YEAR SPECIAL
公演日程 ：2006 年 1 月 27 日(金) 19:00／
28 日(土) 19:00／29 日（日）15:00
作
：A.R.ガーニー
訳・演出 ：青井陽治
出演
：リリー・フランキー（写真上左）＆つぐみ（写真上右）
・1/27
貴水博之(写真下左）＆土居裕子(写真下右）
・1/28・29
料金
：￥5,000(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 １月の主要企画

BULLET FOR MY VALENTINE <ブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン>
1 月 7 日（土）、8 日（日） 渋谷クラブクアトロ
1 月 9 日（月・祝） 名古屋クラブクアトロ
1 月 10 日（火） 心斎橋クラブクアトロ
昨今のロック・シーンを賑わせている、ヘヴィ・メタルとハード・コア双方の要
素を併せ持つ“メタル・コア”の超新星として 04 年にデビューした英国出身の
バンド。アルバム・デビュー前にもかかわらず名だたるメタル系雑誌のアウォー
ドを獲得するなど、新人らしからぬ実績と人気を得ている。05 年 10 月にリリー
スされた待望のファースト・アルバムを携えての初のジャパン・ツアー。

TRISTAN PRETTYMAN <トリスタン・プリティマン>
1 月 22 日（日）、23 日（月） 渋谷クラブクアトロ
1 月 24 日（火） 名古屋クラブクアトロ
1 月 25 日（水） 心斎橋クラブクアトロ
1 月 27 日（金） 広島クラブクアトロ
ジャック・ジョンソンを筆頭に大きな盛り上がりを見せているいわゆる“サー
フ・ロック”シーンから颯爽と登場したディーバ。カリフォルニアの太陽の下サ
ーフィンに明け暮れながら人前でパフォーマンスする内にジャック・ジョンソン
の映像製作会社の目に留まり 05 年デビュー。ファースト・シングル「Love Love
Love」は日本でも全国の FM 局で軒並みヘヴィ・ローテーションを獲得し、大ヒ
ットを記録した。初来日ツアー。

Jason Mraz <ジェイソン・ムラーズ>
1 月 28 日（土） 名古屋クラブクアトロ
1 月 29 日（日） 心斎橋クラブクアトロ
極上のメロディ・ライン、天才的なソングライティング・センスで今や名実共に
アメリカを代表するシンガー・ソングライターとなったジェイソン・ムラーズ。
05 年夏には傑作の呼び声も高いセカンド・アルバム『MR. A-Z』をリリース、そ
して秋にはローリング・ストーンズの全米ツアーのオープニング・アクトという
大役をこなした彼の再来日公演。

“wabi_sabi presents [strings vibration quattro deluxe 2006] supported by FLYER
出演：向井秀徳アコースティック&エレクトリック(写真右）/おおはた雄一（写真中）/塚本功（写真左）/他
1 月 29 日（日） 渋谷クラブクアトロ
クラブクアトロ発行のフリーペーパ
ー「FLYER」がサポートする wabi_sabi
production 企画イベントのデラック
ス版。オリジナルな表現を追求する
弦楽器奏者達による豊かな弦の響き
が醸し出すリラックスした空間を提
供するこのイヴェント。会場をいつ
もの下北沢 440 から、渋谷クラブク
アトロにスケール・アップして開催。
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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）
２００６年上映ラインナップ

2006 年新春第２弾 1 月 28 日(土）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…。

2006 年上映予定作品ご案内

立喰師列伝‐たちぐいしれつでん
＜2006 年 4 月ロードショー予定＞
2004 年、映画「イノセント」で世界的な注目を集めた監督・押井守が、TV
シリーズ「うる星やつら」
、映画「紅い眼鏡」
、あるいは OVA「機動警察パト
レイバー」と、過去に監督した様々な作品の中で繰り返し登場させてきた「立
ち食い」というモチーフを主軸にした映画をついに撮った！。
スタジオ・ジブリのプロデューサー・鈴木敏夫、映画「ローレライ」の監督・
樋口真嗣を初め、榊原良子から滝本竜彦まで、一般人の知名度は低くてもマ
ニアはあっと驚く名前が連なるキャスティング。アニメーションと実写を融
合させた新しい映像技法「スーパー・ライブメーション」
。押井監督が「誰も
観たことのない映画になる」という『立喰師列伝』はこの 4 月、シネクイント
にて公開予定。

嫌われ松子の一生
＜2006 年 5 月ロードショー予定＞
押井守の「イノセント」と同じ 2004 年に公開された映画「下妻物語」で、
その鮮烈な映像センスと作劇で大絶賛された監督・中島哲也の最新作。１０
代の少女の友情世界から一転し、今回の作品では、２０代で教師をクビにな
り、家を飛び出しソープ嬢に、やがてヒモを殺して刑務所に・・・という波
乱万丈の女、川尻松子の悲惨な生涯を、ポップな衣装、ヘアスタイル、華麗
な美術・音楽、そしてＣＧ、アニメーションを駆使して、ファンタジー世界
を、中島監督が創作する。
主人公・松子には中谷美紀。注目の『嫌われ松子の一生」は 5 月下旬、シネ
クイントに登場予定。
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パルコ出版のおすすめ書籍のご案内

◇バレンタインに向けて、パルコ出版の『ラブ』な書籍のご紹介◇
お正月を過ぎると、すぐ先にやってくる 2 月 14 日、バレンタインデイが気になり始める恋人たち（or 恋人を持ちた
い人たち）も多いはず。
そんな、ラブモードな若者に大好評なのが、パルコ出版から発行されている、書き込み式恋愛日記の決定版『ラ
ブ・ダイアリー』と、その待望の続編『ラヴァーズ・ダイアリー』。
「メールのレス、何分（時間）来ないと不安になりますか？」
「あなたの体の声は、あの人になんと言っていますか？」・・・
等々、恋人たちが盛り上がる質問が一杯つまった、この２冊。
パルコ出版では、クリスマスシーズンからスタートし、ただいまバレンタインに向けて書店はもちろん、ヴィレッジ
ヴァンガード、ロフト等の各店でも大きく展開をしています。

「ラブ・ダイアリー」 PARCO 出版 編

「ラヴァーズ・ダイアリー」 PARCO 出版 編

版型：125×143 ミリ ページ：372 ページ

版型：125×143 ミリ ページ：372 ページ

本 体：1,400 円 発 行：2002 年 ISBN：4-89194-638-5

本 体：1,400 円 発 行：2005 年 ISBN：4-89194-721-7
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