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●

２００６･３
春本番を迎えるパルコの 3 月以降のトピックスをご紹介します
＜Pickup Topics＞

◆２００６年３月“パルコカード”デビュー
◆F4.TV 公認「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ＆ＣＡＦＥ」
渋谷パルコ ゼロ・ゲートにオープン
＜アート関連＞

･タカラトミー展

・木村祐一展-キム兄屋敷

・「都会犬 (。v・)/」 タカノ綾 ソロ エキシビション
・「ハコイヌと新しい仲間たち」展
・「学校用品店」 期間限定・臨時開店！！
＜演劇関連＞

・美輪明宏版 愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～
・ウィー・トーマス
・開放弦
＜音楽関連＞

・クラブクアトロ ３月の主要企画
・MO’SOME TONEBENDER 全国ツアー中！
＜映画関連＞

シネクイント 4 月からの上映予定ラインナップ
・立喰師列伝
・スポンジ・ボブ スクエアパンツ

・嫌われ松子の一生

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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◆パルコのハウスカード＜ＰＥＣカード＞が、リニューアル。よりスタイリッシュに！
＜ＰＡＲＣＯカード＞３月デビュー

パルコが発行するクレジットカード＜ＰＥＣカード＞が、今まで以上にお客様に「パルコのカード」とし
て認知いただき、機能を発揮できることを目指し、＜ＰＡＲＣＯカード＞へとデザイン・呼称を一新した
ものへ変わります。
■今回のデザインは、お客さまのお財布の中にいつでも携帯していただけるよう、シンプルでわかりやすさを追求し
ました。変更の主なポイントは、①券面上で『ＰＡＲＣＯ』を表現しよりハウスカードとして機能させること、②
会員の皆様に「持ちたい」と思われるカードであること、③メインターゲットである若いお客さまを意識したスタ
イリッシュでシンプルなデザインであること、です。また、高額利用顧客優遇策として 2001 年度に導入しましたＰ
ＥＣノンストップメンバーズ制度も、今回のデザイン変更にあわせまして、＜ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ＞と名
称を新たにし、専用のカードを発行いたします。
■パルコは、この新カード導入によって、ご来店いただいているお客さまへ＜パルコカード＞認知を図り、１人でも
多くのカード会員化を目指します。＜ＰＡＲＣＯカード＞会員の皆様には、店舗の様々な情報をタイムリーにお届
けし、来店促進を図り、テナント活性化につなげていきます。
■＜ＰＡＲＣＯカード＞オリジナル特典ならびに≪セゾンカード≫の特典は、従来と変わらずご利用いただけます。
■＜ＰＡＲＣＯカード＞は、引続き株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区）と提携し、会員の皆様にはこれ
までと変わらずサービスを提供してまいります。

「ＰＡＲＣＯカード」概要
①カード名称 「PARCO カード」VISA、Master、JCB、American Express
②年会費

永年無料（アメックスは 3,150 円）

③カード特典 ≪セゾン≫永久不滅ポイントを含む全ての≪セゾン≫カード機能＋オリジナル特典
④オリジナル特典
発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％OFF／年数回開催の PARCO カードフェアでのお買物が５％OFF
会員優待企画へのご招待やセール情報などをいち早くご案内／
＜PARCO カード・クラス S＞は 1 年間いつでも５％OFF／その他、店舗毎のオリジナル特典
【PEC カードについて】
※これまで発行いたしました＜PEC カード＞につきましても、上記＜PARCO カード＞のオリジナル特典と
同様の特典がございますので、従来と変わらず安心してご利用いただけます。
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◆F4.TV公認「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ＆ＣＡＦＥ」
渋谷パルコ ゼロ・ゲート３階にオープン

日本の少女マンガが原作の台湾の人気連続テレビドラマ『流星花園～花より男子～』から登場した人気ス
ターグループ“Ｆ４”
。パルコは、同ドラマの国内配給等を行ってきたコミックリズ株式会社と協力し、
2005 年のホワイトデーキャンペーンにこの“Ｆ４”のメンバーの一人であるヴィック・チョウを起用、
さらにパルコミュージアム（渋谷パルコ・パート３）を皮切りに全国主要都市のパルコにて、
『流星花園
～花より男子～』をテーマにした展覧会「流星花園・Ｆ４world 展」巡回開催をして話題を呼び、台湾ス
ターに注目する華流ブームを盛り上げてまいりました。
そして今回、常設の場を求めるファンの期待にこたえる形で、コミックリズ株式会社が、渋谷パルコ ゼ
ロ・ゲート３Ｆに“Ｆ４”のオフィシャルサイトＦ４．ＴＶ公認の「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ＆ＣＡＦ
Ｅ」を３月９日（木）にオープンすることとなりました。
■「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ＆ＣＡＦＥ」はショップコーナーとカフェコーナーで構成されます。
ショップコーナー「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ」
Ｆ４およびメンバーのソロ活動関連商品をはじめ、リー・ウ
ェイやチェン・ボーリン、バービィー・スーやメーガン・ラ
イといった華流アーティスト関連商品を一同に集める他、台
湾直輸入商品や、ショップ限定の商品の販売等も予定。
（右写真：ショップイメージ）

カフェコーナー「華流Ｆｅｓｔａ！ＣＡＦＥ」
話題のＮＹセレブ御用達の“DOUGHNUT PLANT”と提携
し、ＣＡＦＥ限定のドーナッツとドリンクを提供する他、こ
こでしか見られないＦ４を含む華流アーティストが出演して
いる台湾のバラエティ番組の映像などを週替わりにてご覧い
ただける「華流Ｆｅｓｔａ！ＣＡＦＥ TV」や、華流アーテ
ィスト来店のイベント（トークショーやサイン会）等の実施
を予定。
（右写真：カフェイメージ）
■「華流Ｆｅｓｔａ！ＳＨＯＰ＆ＣＡＦＥ」
渋谷パルコ セロ･ゲート 3Ｆ（渋谷区宇田川町 16-9） 2006 年 3 月 9 日（木）オープン

他にも“Ｆ４”関連企画があります！詳しくはお問い合わせください。
・
“POPEYE・anan ＠PARCO Happy 2weeks” 渋谷パルコ／池袋パルコ
華流スター、リー・ウェイおよびメーガン・ライのキャンペーン・モデル起用

・展覧会【流星花園・F4 World】SELECTED
2006 年 3 月 9 日（木）～3 月 22 日(水) 池袋パルコ本館・７Ｆ特設会場 入場無料

・華流Ｆｅｓｔａ!展（仮称）企画進行中
華流エンターテインメントを一挙に紹介する展覧会。渋谷パルコミュージアム（5 月中旬～）他
全国主要都市に巡回予定。
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム
TOY RENAISSANCE

タカラトミー展

一世を風靡し社会現象にまでなった数々の人気商品を生み出してきた玩具メーカ
ー、株式会社タカラと株式会社トミーが 2006 年 3 月に合併し、国内最大規模の
玩具メーカー「タカラトミー」が誕生します。本展ではタカラとトミーが生み出
してきた、リカちゃん、こえだちゃん、トミカ、チョロＱ、プラレール、ゾイド
などのヒット商品の展示、またダッコちゃんなど、大ヒット商品を実物展示する
とともに、その商品がヒットした時代背景なども合わせて紹介し、戦後のおもち
ゃ文化史も回顧します。なお、本展では会場にて「チョロＱ」
「トミカ」
「プラレ
ール」などの本イベント記念商品の発売を予定しています。

◆開催概要

期間：3 月 2 日（木）～3 月 21 日（火・祝） 会期中無休
© 2006 TAKARA
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、PARCOカード会員250円、小学生以下無料

木村祐一展・キム兄屋敷 ‐キム兄のええモン見せたる‐
あの「キムキム兄やん」こと木村祐一氏の個展です！。10 年ものロングラン・イ
ベント「写術」の中からセレクトされた写真をはじめ、芸人としてのキム兄の側
面をかいま見せながら、すっかりお茶の間に浸透した「料理人・キムキム兄やん」
としてのこだわりの部分も御披露目すべく、
「木村の頭の中を見せる広場にした
い」との木村氏本人の意向を踏まえて、☆大人気の「写術」を写真パネル・映像・音声で
再現！☆キム兄のお宝から不用品まで展示！ ※なぜ不要なのか解説付☆割烹きむら：料理
写真パネル・道具・キャベツの切り方立体展示☆木村祐一からキムキム兄やんまでの名前の変
遷大年表☆キム兄の格言のれん☆４D びっくりマシーン…などを企画中（予定）です。

◆開催概要

期間：3 月 24 日（金）～4 月 3 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・初日、最終日は 18:00 閉場予定）
入場料：一般500円、学生400円、PARCOカード会員250円、小学生以下無料

「都会犬 (。v・)/」 タカノ綾 ソロ エキシビション
本展は、デビュー以来、東京に生きる女の子を伸びやかな筆致で描いて人気の
高いアーティスト、タカノ綾の日本では 4 年ぶりとなる個展です。ミュージシ
ャンの CD や PV への作品提供、ファッションブランドとのコラボレーション
などコマーシャルな世界で活躍する一方、現代美術アーティストとして特に海
外で高い評価を受け続けているタカノ綾。早川書房発行の「ＳＦマガジン」の
「読者が選ぶイラストレーター」では、2 年連続 1 位を成し遂げてもいます（同
社から本展に合わせ単行本刊行予定）
。
今回の展示のテーマは「Tokyo Girls」
。日本のマンガや SF 小説の世界観、そ
こにエロティシズムが加わり独特のイマジネーションを紡ぎだすタカノワール
ドで、東京の女の子たちが幻想の宇宙に飛び立ちます。

◆開催概要

© 2006 Aya Takano/
Kaikaikiki coLtd all rights reserved

期間：4 月 7 日（金）～4 月 24 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、PARCOカード会員250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

「ハコイヌと新しい仲間たち」展
ハコイヌは、団地住まいで犬を飼う事のできない男の子が、純粋な心から造り
出した段ボールの犬。ある日、引っ越しの手違いから置いてけぼりになってし
まったハコイヌは、男の子を探す旅に出ます。頭に詰まったたくさんの宝物を、
大好きな男の子に届ける為に…。

本展では、哀愁あふれる昭和 40 年代を舞台にした「ハコイヌ」の
旅の物語を、ハコイヌの作者である佐藤英明が優しさ漂うタッチで
本展のためにかきおろした原画を中心に展開いたします。特に今回
は、新しい仲間「ハコブタ」
、
「ハコトリ」との出会いも描かれます。
会場では、原画の展示即売のほか「ハコイヌ」
「ハコブタ」
「ハコト
リ」のオリジナルグッズも販売いたします。

◆開催概要
期間：2006 年 3 月 17 日（金）～3 月 29 日（水） ＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

（C)SUGAR

工作ワークショップ：
「一緒につくろうマイ・ハコイヌ工作キット」を以下の日程で開催します。
◇3 月 18 日(土) 14:00～16:00 セメント袋に入ったハコイヌ貯金箱キット（997 円）
◇3 月 25 日(土) 14:00～16:00 ピンホールカメラキット（1260 円）
※会場にてそれぞれの工作キットをお買い上げいただいた上で御参加いただけます。

懐かしの時代にタイムスリップ! 「学校用品店」

期間限定・臨時開店！！

児童・生徒数の激減と公立小中学校の統廃合、授
業時間の短縮や教材のバーチャル化…こうした変
化を背景に、日本人の共通体験とも思えた義務教
育課程での“学校の風景”は、いまの＝“平成の
子供”たちと、昭和の＝“かつての子供”である
世代とでは、大きく異なるようになりました。懐
かしい小中学校時代、教室に必ずあった“学校生
活ならではの品々”は、あるものは姿を変え、あ
るものは姿を消し、と同時に、戦後の教育の現場
を人知れず影で支えてきた学校用品を専門に扱う
業者もまた、いま、減少の一途をたどっています。
本展は、長年にわたり学校用品を扱ってきた専門
卸・小売業者の倉庫に眠っていたものから現行品まで、理科教材を中心に、通常市販されない小中学校で
専用に使われる道具・用具を幅広くあつめて展示販売いたします。また、少し前まで学校の近くには必ず
あった文房具店で眠っていたデッドストックを掘り起こし、併せて販売いたします。
“かつての子供たちにとっては懐かしい”
、
“いま見ても優れている”品々…算数の時間に先生が使ってい
た大きな三角定規、理科室にあった実験用具や人体模型、カバンを開けるとそのまま使える木琴や、詰襟
や胸ポケットを飾った学年・クラスのバッチ等…専門の「学校用品店」
、期間限定・臨時開店です。

◆開催概要

期間：2006 年 3 月 31 日（金）～4 月 12 日（水） ＊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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パルコの演劇公演
◎ル テアトル銀座（東京・銀座）

これからの主な公演ラインナップ

美輪明宏版 愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～
エディット・ピアフ（1915－1963）
。彼女の波乱万丈の人生は、＜愛＞そ
して＜歌＞に貫かれていた…。その彼女の物語、
「愛の讃歌」
。
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。
公演日程：2006 年 4 月 15 日（土）～5 月 10 日（水）
<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）

◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）

これからの主な公演ラインナップ

ウィー・トーマス WEE THOMAS
2003 年夏、ネクストジェネレーションによる新しい感覚の翻訳劇
として高い評価を得たバイオレンスブラックコメディ。
待望の再演！。
公演日程：2006 年 6 月 28 日（水）～7 月 9 日（日）
＜作＞マーティン・マクドナー ＜訳＞目黒条
＜演出＞ 長塚圭史
＜出演＞ 高岡蒼甫 岡本綾
少路勇介 チョウソンハ 今奈良孝行 富岡晃一郎
堀部圭亮 木村祐一
2006 年 4 月 22 日（土）前売開始

※「ウィー・トーマス」その他の公演日程
【プレビュー公演】 6 月 6 日（火）～6 月 11 日（日） 東京グローブ座
【地方公演】 6 月 15 日（木） 仙台公演/イズミティ、6 月 17 日（土）・18 日（日） 水戸公演/水戸芸術館、
6 月 22 日（木） 名古屋公演/名古屋市民会館、6 月 24 日（土） 大阪公演/梅田芸術劇場シアタードラマシティ

開放弦

KAIHO-GEN

岸田戯曲賞受賞作家・倉持裕の新作書き下ろしを、G2 が演出！
公演日程：2006 年 7 月予定 ＜作＞倉持裕 ＜演出＞ G2 ＜出演＞ 大倉孝二、水野美紀 他

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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クラブクアトロ公演情報
クラブクアトロ ３月の主要企画

Char
3 月 2 日（木） 広島クラブクアトロ
日本を代表するロック・ギタリスト、Char こと竹中尚人。高校生の時にす
でに早熟の天才ギタリストとして名を馳せ、76 年にソロ・デビュー。
「気絶
するほど悩ましい」や「闘牛士」などの大ヒットにより、ロックと歌謡曲
のクロスオーバーの先鞭を着けた。その後も複数のバンドやユニットでフ
レキシブルな活動を続け、世代交代の激しい昨今のロック界で以前絶大な
支持を集めている。昨年末に発表した新作『天邪鬼』のリリース・ツアー。

The John Butler Trio <ジョン・バトラー・トリオ>
3 月 7 日（火） 渋谷クラブクアトロ
3 月 8 日（水） 心斎橋クラブクアトロ
地元オーストラリアで絶大な人気と評価を誇る白人ドレッド、ジョン・バトラー率い
る 3 人組。ボトルネックのアコースティック・ギターとドラム、ベースというシンプ
ルな楽器からなるそのサウンドはオーガニックでスピリチュアル。ブルース、アパラ
チアン・フォーク、ファンク、ヒップホップなど様々なサウンドをブレンドしたオリ
ジナリティ溢れる音楽性はジャム・バンド・シーンでも高い評価を集めている。初の
来日ツアー。

KINGS OF CONVENIENCE <キングス・オブ・コンビニエンス>
3 月 10 日（金） 心斎橋クラブクアトロ
3 月 12 日（日） 渋谷クラブクアトロ
DJ としても活躍するアーランドと心理
学のエキスパートでもあるアイリックからなるノルウェー出身のアコースティ
ック・デュオ。01 年にデビュー。サイモン＆ガーファンクルばりの爽やかなハ
ーモニーと温かなメロディ、クリアなアコースティック・サウンドで“ニュー・
アコースティック・ムーヴメント”と名付けられたシーンの中心的な存在となっ
た。一時活動を休止後、04 年に再開。今回は初の来日となる。

CAKE <ケイク>
3 月 14 日（火） 心斎橋クラブクアトロ
3 月 16 日（木）、17 日（金） 渋谷クラブクアトロ
92 年に米国カリフォルニアで結成されたロック・バンド。ラウドなギター・ロ
ックが全盛のご時世に、カントリー/スワンプ/ホンキートンクといったアメリ
カン・ルーツ音楽にラテン風味な味付けを加えた独自のユーモラスなミクスチ
ャー・サウンドが話題を呼び、アンチ・メインストリームのバンドながら絶大
な人気を誇っている。昨年のフジ・ロック・フェスティバル出演を挟んで約 8
年ぶりとなる単独来日公演。
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MO’SOME TONEBENDER 全国ツアー
パルコ所属のアーティスト、MO’SOME TONEBENDER。昨年末に発表したア
ルバム『Rockin’ Luuula』を携えての全国ツアーを実施中。今後の主な
予定は以下のとおりです。
・名古屋公演

3 月 3 日 名古屋クラブクアトロ

・大阪公演

3 月 4 日 心斎橋クラブクアトロ

・広島公演

3月7日

・ツアー・ファイナル（東京）

広島クラブクアトロ
3 月 11 日

渋谷ＡＸ

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） 春の上映ラインナップ

４月８日（土） ついに待望のロードショー

立喰師列伝‐たちぐいしれつでん

2004 年、映画「イノセント」で世界的な注目を集めた監督・押井守の新作は、
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」というモチーフをメインにすえた映画ということで公開が待望されて
いた「立喰師列伝」
。
昨年秋に渋谷パルコで開催された「Production I.G.展」でも注目を集めていた
本作が、その会場であったパルコミュージアムと同じ渋谷パルコ・パート３内
のシネクイントで 4 月上旬から公開されることになりました。
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、押井作品の音楽を手がけてきた川井憲次、この年末年始はパルコプ
ロデュースの三谷幸喜の舞台「12 人のやさしい日本人」の演技も評判だった山
寺宏一などなど、あっと驚く意外な名前が連なるキャスティング。さらに役者
を使いながら単なる実写映画ではない、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」を駆使して、押井監督が「誰も
観たことのない映画になる」というこの作品、期待大です。

４月２２日(土）よりモーニングショー

スポンジ・ボブ スクエアパンツ

アメリカで大人気のＴＶアニメーション初の映画版で、米国初め世界各国上映され 1 億ドル以上の大ヒット作品。
４月２２日から３週間限定で毎日朝 10 時 15 分からモーニングショー公開します。
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５月２７日（土）よりロードショー

嫌われ松子の一生
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・中島哲也の最新作が５月、シネクイントで公開されま
す。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描きます。
主演に中谷美紀をすえ、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、中島監督が松子の生涯をファン
タジーな映像世界として創作します。
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