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PARCO MONTH
ゆかたに、ビーチサンダル！夏のアイテムが続々登場のパルコのトピックスです

p Topics＞ 

の夏、パルコ各店に「ＰＡＲＣＯゆかたガーデン」登場！ 

山ビーチサンダル専門店「ゲンベイ」の 

ルコリミテッドショップがオープン 

関連＞ 

超級明星博  F4から始まるアジアン☆スター列伝 

H FUJI ROCK PARTY !!! 

JI ROCK FESTIVAL 10th ANNIVERSARY EXHIBITION- 

ブック コレクション 2006 

良二絵本原画展『ルフランルフランのあたらしい旅』 

連＞ 

男  ・プライベート・ライヴズ 

弦 KAIHO-GEN 

連＞ 

ブクアトロ ５月の主要企画   

連＞ 

コ出版の新刊◇   ・LAST SHOW  ／ 長塚圭史 著 

             ・辞めない理由 ／ 碧野圭 著 

連＞ 

クイント 上映ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ  ・ 嫌われ松子の一生 
                ・ ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男 

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） 
 

  〒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。 
ウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.htm
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◆この夏「ＰＡＲＣＯゆかたガーデン」がパルコ各店に登場！ 

－パルコでは夏の定番アイテム「ゆかた」の特設ショップを各店で展開いたします 
 
○パルコと“きものの三松”がコラボレーション 
池袋パルコ、名古屋パルコなど 8店舗では、きものの三松とのコラボレーシ
ョンで「PARCOゆかたガーデン by MIMATSU」が 5月下旬から順次オー
プンいたします。 
「PARCOゆかたガーデン by MIMATSU」では、何度も袖を通したくなる
ようなキュートなゆかたをラインナップ。 
黒地や白地、ベージュなどモノトーン系、淡いピンクやブルーなどやさしい

カラーに、花や動物モチーフなどを散りばめたかわいさ満点のゆかた、「hiromichi nakano」「押切もえ」
「Kansai」をはじめ人気ブランドの個性派ゆかたなど、多彩な品揃えの中からモテ度アップまちがいな
しの一枚をお客様にお選びいただけます。また、あわせてチェーン付きの帯じめやコサージュをコーディ

ネイトした一味違った着こなしを提案します。 
 

 「PARCOゆかたガーデン by MIMATSU」主な商品 
  ・プレタゆかた     10,290円～  （主力価格帯は 2万円台後半） 
   取扱いブランド「JAM」「押切もえ」「Kansai」「hiromichi nakano」他 
  ・オリジナル絵羽ゆかた 37,800円 
  ・メンズプレタゆかた各種 

  ・半巾帯、兵児帯、巾着、下駄、コサージュ、帯じめ、ゆかた下、その他ゆかた周り小物 

 

 「PARCOゆかたガーデン by MIMATSU」ショップ展開 
広島パルコ(5/20~ ＊店名は「PARCOゆかたガーデン by ふりふ」になります) 

  池袋パルコ(5/25~)、 名古屋パルコ(5/25~)、吉祥寺パルコ(6/7~)、厚木パルコ(6/17~) 
松本パルコ(6/23~)、新所沢パルコ(6/24~)、千葉パルコ(7/5~) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他のパルコでも「ゆかた」特設ショップが以下の日程で続々オープン 

 宇都宮パルコ（4月より営業中）、熊本パルコ(5/19~)、札幌パルコ(5/12~)、大分パルコ(6/9~) 
大津パルコ(6/上旬~)、渋谷パルコ(7/12~) 
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◆葉山ビーチサンダル専門店「ゲンベイ」のパルコリミテッドショップがオープン

 

 

葉山のビーチサンダル専門店「ゲンベイ」が、期間限定で池袋パルコにオープンいたします。 

国内で唯一、オリジナルのビーチサンダルにこだわり続けて５０年の同店。その種類は１００パターン以

上にのぼり、山積みされたビーチサンダルに圧倒される葉山のお店は、地元に留まらず、全国のサーファ

ーや、最近ではファッション誌にも注目を集めています。 

履き心地にこだわり天然ゴムを使用し、鼻緒の寸法を日本人の足にあったものにするなどのビーサンへの

こだわりは、最近ではカバンなどのオリジナルグッズや、ビームスや大手家電メーカーとのコラボにも発

展しています。 

そんな注目の専門店が、ゲンベイ店主のご協力により特別に、今年も池袋パルコに限定出店することにな

りました。このリミテッドショップでは、ここだけの限定モデルのサンダルの販売や、ゲンベイと東ハト

とのコラボ企画「暴君ハバネロ」コーナーも併設します。 

 

◆ショップ概要  場所：池袋パルコ 本館 ３F 
期間：6月 16日（金）～6月 26日（月） 

 

■本件に関するお問い合わせ先： 

池袋パルコ 営業課   
※本件に関するゲンベイへの直接のお電話はご遠慮下さい。 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 
流超級明星博（ふぁ～りゅ～ ちょうきゅう みょうじょう はく） 

4から始まるアジアン☆スター列伝      

 

アジアの奇跡と呼ばれる台湾カリスマユニット F4 が主演するド
ラマ『流星花園』シリーズは、アジア 12カ国に続き、日本国内に
おいても BS・CS 放送に続き、多くの地上波局でも放送され、熱
狂的なファンを生み出してきました。 
この F4 ファンが全国各地にて集う空間として昨年開催された展
覧会【流星花園・F4 World】は、渋谷パルコを皮切りに、大阪、
名古屋、札幌、松本、熊本などで全国９都市にて開催され、人気

を集めました。 
そして、2006年 3月に香港で 2年ぶりに開催された F4コンサー
トには、海外催事にも係らず、日本から 6,000 人を超えるファン
が詰め掛け、関係者を驚愕させた事実は記憶に残るものです。 

このような流れを汲み、今回のパルコミュージアムにて開催する展覧会は、「華流」の根幹とも言うべき

F4や、その他の華流アーティスト其々に焦点をあて、総合的な切り口にて展示紹介します。 
なお、今回の展覧会の収益の一部は恵まれない子供たちに献金することを予定しております。 

開催概要   期間：5月 19日（金）～6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 
※参加アーティスト・企業のご意向により、【華博】催事収益の一部は寄付されます。 

0TH FUJI ROCK PARTY !!!  

FUJI ROCK FESTIVAL 10th ANNIVERSARY EXHIBITION- 

本でも近年フェスティバル・バブルと呼ばれる程、数多くの

ックフェスティバルが開催されるようになりましたが、Fuji 
ock Festivalは日本初の本格的野外ロックフェスティバルとし
スタートし、今年 10回目を迎える現在まで、日本最大のロッ
フェスティバルであり続けています。この 9 年のフジロック
歩みは、日本におけるロックフェスティバル文化の成熟への

史でもありました。 
展覧会は、過去 9 回分の膨大な写真の中からエポックとなる
ーンを集め、フジロックの歴史と変遷をたどる究極のフジロ

ク写真展ですが、あわせて本展覧会のために特別に編集され

ライブ映像にとどまらず、舞台裏を含む 9 年分の映像ダイジ
スト・フィルム「Fuji Rock 9 Years History」の公開や、ポス
ー、オフィシャルグッズなどの展示することにより、10周年
前にこれまでのフェスティバルを様々な角度から完全に総括

ることを目的として開催します。 

開催概要   期間：6月 9日（金）～6月 20日（火） 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 

A

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  

レアブック コレクション2006 －ファッションで追う50年代～現代－ 

 
昨年、一昨年の同時期に開催し好評いただいたレアブック コレク
ションを、今年も開催します。本展はボリュ－ムたっぷりの、貴重

かつ稀少な写真集のハードカバー、ペーパーバックの絶版本コレク

ションと、時代性としてのファッションを感じる 60年代～現代の、
パルコがある渋谷にフォーカスした写真展です。 
さらに今回は『ファッションで追う 50年代～現代』をテーマに、
レアブックの販売とミニ写真展も開催します。すでに絶版となって

いる貴重かつ稀少な写真集のハードカバー、ペーパーバックあわせ

て約 100点を展示即売予定。会期途中の商品の補充も行う予定です。
そのほか、60 年代～現代の渋谷を追った、横木安良夫のミニ写真
展“Shibuya Now and Then”を同時開催し、オリジナルプリント
も併せて展示販売いたします。 

 
◆開催概要   期間：2006年 5月 12日（金）～5月 24日（水） 

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

 
荒井良二絵本原画展『ルフランルフランのあた

 
本展は、2005年「アストリット・リンドグレ
ーン記念文学賞」を受賞した絵本作家・荒井
良二原作の『ルフランルフラン』誕生一周年
を記念し、5月 25日に発刊される第二弾『ル
フランルフラン２～本のあいだの国へ』の鮮
やかな色使いと筆致の手触りをダイレクトに
感じられる刺激的な原画の中から選りすぐり
の作品を紹介する展覧会です。また、今回の
展覧会に合わせたオリジナル企画として、
「Meets the refrain refrain」と題したクリエ
イターとのコラボレーション作品も展示しま
す。 
 
◆開催概要    
期間：2006年 5月 26日（金）～6月 7日（水） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
※サイン会開催決定 5月 27日(土) 13:00～15:00 

『ルフランルフラン』が第１１回「日本絵本賞」受賞！ 
『ルフランルフラン』は 2006年 3月 24日、（社）全国学校図書館協議会と毎日
社が主催する第 11回「日本絵本賞」を受賞。同賞は 1995年度より『絵本芸術
絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与する」ことを目的に創設されたものです

 

 
 
 
 
 
 
 
(C) 2005 荒井良二／KING OF MOUNTAIN「ルフラン ルフラン」（プチグラパブリッシング刊） 

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://
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

噂の男                      

 

■ 会場：パルコ劇場     

＜作＞ 福島三郎 ＜演出＞ ケラリーノ・サンドロヴィッチ 
＜出演＞ 堺雅人、橋本じゅん、八嶋智人、山内圭哉、橋本さとし 
［公演日程］ 2006年 8月 11日（金）～9月３日（日）     2006年 7月 2日（日）前売開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■地方公演スケジュール 
 
＜大阪公演＞    2006年 9月 7日(木)～10日(日)    会場 ： 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

 [お問合せ：キョードーチケットセンター 06-6233-8888]

＜福岡公演＞    2006年 9月 15日(金)～16日(土)      会場 ： メルパルクホールFUKUOKA 
[お問合せ：ピクニック 092-715-0374]

＜名古屋公演＞   2006年 9月 21日(木)～22日(金)      会場 ： 名古屋市民会館 中ホール 
[お問合せ：メ～テレ（名古屋テレビ） 052-331-9966]

 

各会場とも 7月 8日(土)前売開始

 

プライベート・ライヴズ            

■ 会場：青山円形劇場 

新婚旅行の夜に、別れた彼が！彼女が！、隣の部屋に、やはり新婚旅

行にやって来ていた！。いつの時代も変わらない男と女。イチャイチ

ャしていたのにメチャメチャ！？。 
魅力的なキャストで贈る名作コメディの究極が青山円形劇場に登場。 
 
＜作＞ ノエル・カワード ＜台本＞ 飯島早苗 ＜演出＞ 山田和

也 
＜出演＞ 葛山信吾、久世星佳、西川浩幸、ともさと衣 
［公演日程］ 2006年 9月 4日（月）～9月 24日（日）  
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◎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       
 
開放弦 KAIHO-GEN 
 
故・中島らも作の「こどもの一生」に始まり、後藤ひろひ
と作の「人間風車」「ダブリンの鐘つきカビ人間」
「MIDSUMMER CAROL～ガマ王子 VS ザリガニ魔人」
と全作品を大ヒットさせたパルコ・リコモーション
Presentsが、新たに岸田戯曲賞作家・倉持裕を迎え、シリ
ーズ全作品を演出した G2 とがっぷり四つに組んで、新感
覚のラブ・ストーリーに臨みます。 
いわくありげな新婚夫婦の住む家に、何故か集まってくる 7
人の男女。 
偽装、償い、友情、嫉妬、見栄、怨恨、慕情…。 
それぞれの思惑と事情を抱えた 7 人のおかしな関係が、笑
い、サスペンス、そして切なさを生み出していく。やがて
浮き彫りになってくるのは、不思議な愛のかたち。 
日常と非日常の狭間を切り取り、それを巧妙な台詞で乾い
た笑いに変換する作家・倉持裕が、俳優の個性をその物語
の中で十二分に引き出す演出家・G2が、この不思議な関係
の中で、静かに、そしてぎこちなく進む、切ない愛の物語
を紡ぎ出します。 
 
 ＜作＞倉持裕 ＜演出＞ G2 ＜音楽＞ 渡辺香津美 
＜出演＞大倉孝二 水野美紀 京野ことみ 丸山智己 ／ 伊藤正之 犬山イヌコ 河原雅彦 
 ［公演日程］2006年 7月 14日（金）～7月 30日（日） [料金] 8,000円（全席指定・税込） 

   前売開始 2006年 5月 20日（土） 
 
■地方公演スケジュール 
 日程 会場 
＜名古屋公演＞ 2006年 8月 1日(火) 愛知厚生年金会館 

[お問合せ：キョードー東海 052-972-7466] 
＜大阪公演＞ 2006年 8月 3日(木)～６日(日) 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ 

[お問合せ：梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ 06-6377-8888] 
＜広島公演＞ 2006年 8月９日(水) 広島郵便貯金ホール 

[お問合せ：広島テレビチケットセンター 082-249-1218] 
＜福岡公演＞ 2006年 8月 11日(金) メルパルクホールFUKUOKA 

[お問合せ：ピクニック 092-715-0374] 
＜新潟公演＞ 2006年 8月 13日(日) 新潟市民芸術文化会館・劇場 

[お問合せ：キョードー北陸チケットセンター（新潟） 025-245-5100] 
＜仙台公演＞ 2006年 8月 15日(火) 仙台市民会館 

[お問合せ：仙台放送 022-268-2174／ｳｪﾙﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 022-771-1432] 
 
 
 
 
 
 
 

PA
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 ５月の主要企画                                             
 

Shinsaibashi CLUB QUATTRO 15th Anniversary 

“QuattrismO” 

 

1991年 5月のオープン以来、関西圏の最重要ライブハウスと
して常にシーンの中核を担ってきた心斎橋クラブクアトロが

15周年を向かえます。 

これを記念して、5月第１週～6月第 2週の 5週間を核に、縁
のアーティストからこれからの注目バンド、海外アーティスト、

意外なアーティストの 

コラボレーションなどスペ 

シャルな公演を集積して 

開催します！。 

 

 

 

EL PRESIDENTE <エル・プレジデンテ> 

5月 9日（火） 渋谷クラブクアトロ 
5月 11日（木） 心斎橋クラブクアトロ 
5月 12日（金） 名古屋クラブクアトロ 
英国グラスゴー出身のバンド。2005 年、シングル

「Rocket」でデビュー。グラム・ロックからの影響を窺

わせる妖艶でキャッチーなポップ感覚のサウンドが話

題となり、すでに本国ではオアシスやカサビアンなどの

オープニングという大役を務めている。今年2月には日

本でもメジャー･デビュー盤発売され、今年最もブレイ

クが期待されている洋楽アーティスト。不思議なルック

スのフロントマンと、アジア系の女性ドラマーの無表情

に淡々とドラムを叩く様子など、パフォーマンスの面で

も要注目。 

 

EGO-WRAPPIN 

5月 26日（金） 名古屋クラブクアトロ 
5月 27日（土） 心斎橋クラブクアトロ  
5月 31日（水） 渋谷クラブクアトロ 
大阪出身の森雅樹、中納良恵の 2 人で 1996 年に結成。2000 年

に発表した『色彩のブルース』でソウル/ジャズ/ロック/昭和歌

謡といった様々な要素をクラブ的なアプローチで解釈した音楽

性が結実し、幅広い支持を集めた。その後もあらゆる音楽ジャ

ンルを並外れた音楽性とセンスで見事に結び付け、常に日本の

音楽シーンを牽引し続けている。結成10周年のメモリアル・ア

ルバム『ON THE ROCKS!』を携えての全国ツアーを前にした東名

阪クアトロ・プレミアム・ツアー。 
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パルコ出版の新刊情報 

 

LAST SHOW        長塚圭史（ながつか・けいし） 著    

2006年 5月発売予定 
定価：1,600円（税別） 判型：四六判 頁数：192頁 
 

第 13 回読売演劇大賞 優秀作品賞受賞作。長塚圭史が描く大好評

舞台「ラストショウ」待望の戯曲本。かつて名子役だった女優と、

売れないディレクターの夫は幸せな家庭を築こうとしていた。夫

は同僚のカメラマンと、捨て犬、捨て猫などの動物を保護するこ

とで話題になっている“博愛の男”を密着取材していた。そんな

ある日、音信不通だったディレクターの父が現れ物語は急転する。

登場人物それぞれの愛憎がぶちまけられたまったく新しい家族劇。 

 

＜長塚圭史プロフィール＞                           

1975年東京生まれ。早稲田大学在学中の96年、演劇プロデュース

ユニット「阿佐ヶ谷スパイダース」の活動を開始、作・演出・出

演の三役をこなす。“阿佐スパ”は演目ごとに多彩なキャストを集め、

家族をテーマにした暴力的、かつどこか爽やかな作品を上演し、 

目下観客動員急増中。 

『はたらくおとこ』作・演出、『ピローマン』演出にて第 55 回芸術選

奨文部科学大臣新人賞を受賞。 

 

 

辞めない理由     碧野圭（あおの・けい） 著    

2006年 5月中旬発売予定 
定価：1,300円（税別） 判型：四六判 頁数：352頁 
 

子供を育てながら働く女性の現状をリアルに描いた日本初の“ワ

ーキングマザー小説”。 

著者は、元大手出版社の女性編集者。勤務していたころの体験を

元に書き下ろした処女作である本作は、働く母親の実情、女性中

堅社員の現実などがリアルに描かれた、これまでになかった小説

です。 

少子化問題をはじめ働く女性を取り巻く環境が社会問題となる中、

「ワーキングマザー」への関心はますます高まっています。その

意味でまさに注目すべき作品の登場です。 

 

＜碧野圭プロフィール＞ 

1959年生まれ。フリーライターを経て、1989年富士見書房 

（後に角川書店に吸収合併）入社。雑誌・書籍編集を担当。 

アニメーション製作会社プロダクションＩＧに転職後、独立。 

プライベートでは、中学生の息子二人がいるワーキングマザー。 
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パルコ 映画関連情報  

 嫌われ松子の一生    

 

 
いよいよ5月 27日（土）ロードショー公開！ 

 

映画「下妻物語」で大絶賛を博した中島哲也監督の最新作「嫌

われ松子の一生」（主演：中谷美紀）がいよいよ5月末、シネ

クイント他で公開！。マスコミ試写が連日超満員と、公開前

から盛り上がりを見せる 2006 年日本映画界最大級の話題作

です。なお、パルコも本作の製作に参加しています。 

 

 今夏ロードショー予定  

 ブライアン・ジョーンズ  

ストーンズから消えた男    

 

35年の月日を経て暴かれるローリング・ストーンズの創設者、B・ジ

ョーンズの栄光、挫折、そして“謎の死” 

1969 年 7 月 3 日、自宅のプールで謎の死を遂げたミュージシャン・

ブライアン・ジョーンズ（享年27歳）は、1963年にデビューし、半

世紀近くを経ても第一線で活躍する、世界最高の怪物ロックンロール

バンド“ローリング・ストーンズ”の創設者であり、リーダーだった。

その天才的な音楽性、豪華で大胆なファッション、とらえどころのな

い不思議な魅力、間違いなく60年代を象徴する時代のアイコンでも

あった。 

そんな絶頂期を迎えた彼が、何故謎の死を遂げたのか？本作は当時の

ファッションと音楽を再現しながらストーンズの誕生から、ブライア

ンの死に到るまでのスキャンダラスな出来事を克明に記録し、今尚囁

かれる「他殺説」という観点から“謎の死”の真相を描き出す。3５

年の月日を経て、遂にブライアン・ジョーンズの謎の死の“真実”が

暴かれるこの夏一番の問題作。 

 

シネクイント    東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ パート３・8F   ℡ 03-3477-5905 
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