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●
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夏本番、盛夏を彩るパルコのトピックスの御案内です
＜Pickup Topics＞

◆ パルコ各店にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しました
◆ PARCO ゆかたガーデンでは、「メンズゆかた」がヒット中！
＜アート関連＞

・Candy Stripper 10th Anniversary Exhibition

『CANDY STRIPPER WORLD』

・「フォーエバー・フレンズ」−Laughing Lovely Life−
・VINTAGE YEAR for FOSSIL」―フォッシルの軌跡・歴代 TIN CAN コレクション―
・高砂淳二写真展 「True Colors」
＜演劇関連＞―パルコ劇場企画公演新着情報

・美輪明宏音楽会＜愛＞ L'AMOUR2006 Akihiro Miwa
・ゴルフ・ザ・ミュージカル〜ゴルフなんて大嫌い！ ・志の輔らくご by PARCO Tour 2006
・LOVE LETTERS 16th Anniversary Special
・〔PARCO 劇場 DVD シリーズ〕 「12 人の優しい日本人」発売
＜出版関連＞

◇パルコ出版の新刊◇

美輪明宏ＣＤ 「白呪」

＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ ７月の主要企画

・パルコ・マネジメントアーティスト 夏フェス情報

＜映画関連＞

・ シネクイント 次回上映

「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
・
○本資料のカラー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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◆パルコ全店にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しました
パルコは、全国のパルコ各店及びグループ会社である株式会社ホテルニュークレストンが運営するホテル
に AED【Automated External Defibrillator／自動体外式除細動器】を設置しました。
＊

AED は、心臓突然死の主な原因とされる心室細動（注１)の正常化に最も効果的な方法と言われる電気的
除細動（注２）を誰でも平易に行うことのできる救命機器です。米国では公共施設、民間施設を問わず広
く普及しており、日本においても 2004 年 7 月の厚生労働省の通達による非医療従事者（一般市民）の
AED 使用解禁を受けて、公共施設を初め商業施設にも徐々に導入が進みつつあります。
（注１)「心室細動」とは、心臓突然死の原因として最も一般的に見られる不整脈。心臓の心室が小刻みに震え、脳や身体に血液
を送り出す役割を果たせなくなる状態になる。
（注２)「電気的除細動」とは、心室細動により混沌状態にある心筋の動きを、電気ショックにより一定の秩序あるリズムに戻す
方法。

パルコでは訪れるお客様の安全安心を考え、下記のように AED を設置し不測の事態に対応できるよう体
制を整えています。
＜１＞設置施設

・パルコ各店舗
札幌パルコ、宇都宮パルコ、千葉パルコ、津田沼パルコ、新所沢パルコ、ひばりが丘パルコ、池袋パルコ、渋谷パルコ、
吉祥寺パルコ、調布パルコ、厚木パルコ、松本パルコ、岐阜パルコ、名古屋パルコ、大津パルコ、心斎橋パルコ、
広島パルコ、大分パルコ、熊本パルコ 及び 大泉学園ノボ by PARCO （20 店舗）

・パルコグループ運営ホテル
渋谷クレストンホテル、大仙屋（伊豆畑毛温泉） （2 施設）
＊名古屋クレストンホテルは名古屋パルコに、調布クレストンホテルは調布パルコにそれぞれ併設されているため、各店に設置され
た機器で対応いたします。

・その他
パルコグループ本部（東京都渋谷区）（1 箇所）

／ 計 23 台

＜２＞施設内設置場所

・パルコ各店舗−防災センター内 ／ ・渋谷クレストンホテル、大仙屋−１Ｆ事務所内
・パルコグループ本部−本部ビル内 13Ｆ（株）パルコ人材統括局内
＜３＞運用体制

AED 設置各施設において所轄消防機関の御指導をいただき、スタッフの取り扱い講習の受講を推進して
います。既にパルコ各店舗の防災センタースタッフは受講完了
しています
＊東京・渋谷地区では、8 月 22 日に取扱講習（渋谷消防署指導）の
開催を予定しています。
＜４＞設置機器概要

販売名：カルジオライフＡＥＤ-9200（写真右）
医療用具承認番号：21700BZG00035000
メーカー：日本光電株式会社
※機器の音声指示により、平易に操作可能。取扱資格は不要。
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◆ PARCOゆかたガーデンでは、
「メンズゆかた」がヒット中！
パルコでは今年の夏シーズン、
「ゆかた」への取り組みを強化しています。
「PARCO ゆかたガーデン by MIMATSU」を中心に、パルコ各店にゆかた専門の特設店舗を 14 店の規模で初
めて展開し、ゆかたを取り扱う既存の呉服ショップも含めると、延べ 29 ショップでの「ゆかた」販売を
展開しています。
このような「ゆかた」への取り組みを進め
る中で、今年、特に目立った動きを見せて
いるのが「メンズ」の「ゆかた」です。男
性用の「ゆかた」は従来、着用する夏のイ
ベントの直前需要が圧倒的だったのですが、
今年は５月のゆかたショップのオープンと
同時に予想外の売れ行きを示しています。
そのうち名古屋パルコでは、5 月 25 日にオ
ープンした「PARCO ゆかたガーデン by
MIMATSU」(写真右）に、オープン当初か
らカップルでの来店・購入が目立ち、現在
では「メンズゆかた」の販売高がショップ
の売上全体の約20％を占めるという状況に
なっています。
店頭では例年になく若い男性がファッション感覚で買い求めていく姿が多いようです。
販売好調な「メンズゆかた」で人気があるのは、古典的な柄よりも、デザイン性に富んだはっきりとした
柄で、NICOLE、nobu nakano などのブランドの商品が支持されています。
また平均単価は、2 万円台後半と「ゆかた」としては比較的価格の高い商品が売れています。
また、レディスの「ゆかた」でも、今シーズンは雑誌「ViVi」や「JJ」などで活躍するカリスマ読者モデ
ル 3 人のユニット「ＪＡＭ」のオリジナルゆかた、レースやビーズ使いの和装小物やコサージュ、といっ
たモテ服のラインを汲んだ「モテゆかた」コーディネイトが人気です。
この夏は、今まで以上にカップルで「ゆかた」ファッションを楽しむ姿が多く見られるかもしれません。

人気の「メンズゆかた」一例
・ゆかた「ＮＩＣＯＬＥ」 ￥22,890（税込）
・兵児帯 ￥5,040（税込）
・下駄 ￥5,040（税込）

・ゆかた「Ｋａｎｓａｉ」 ￥24,990（税込）
・兵児帯 ￥9,240（税込）
・バッグ \6,090（税込）
・下駄 ￥7,140（税込）

PARCO MONTHLY INFO.

2006/7

3

パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム
Candy Stripper 10th Anniversary Exhibition
『CANDY STRIPPER WORLD』
Candy Stripper（キャンディストリッパー）は、
1995 年、
板橋よしえと菊地千春によって結成され、
昨年 2005 年、アニバーサリーを迎えました。
Candy Stripper は、2005 年 11 月〜2006 年 10 月
までの 1 年間、アニバーサリーイヤーとして、様々
なイベントを企画していますが、その一環として、
『CANDY STRIPPER WORLD』と題した個展を
開催されます。
本展では、Candy Stripper のこれまでの歴史をヒ
ストリーやビジュアル約 80 点の展示で振り返ると
© 2006CandyStripper, All Rights Reserve
共に、Candy Stripper とゆかりのあるアーティス
ト・ミュージシャン・ファッションブランドとのコラボレーション作品を展示および一部販売いたします。

◆開催概要

期間：8 月 25 日（金）〜9 月 4 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300円、学生200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 -１愛すべき動物たちのファニーでラブリーな写真展

「フォーエバー・フレンズ」−Laughing Lovely Life−
愉快で変テコで、楽しくておかしくて、お茶目で
仲良しで、そして、ユーモアたっぷりの動物と子
供たち！！―思わず笑ってしまう、つい微笑んで
しまう、愛くるしいしぐさや表情。彼らはいつで
も見るものを幸せな気持ちにしてくれます。
本展では、動物と子供をテーマに、動物同士が見
せる抱腹絶倒のスナップや人間と動物の絡みの暖
かいユーモアなどの、純粋でおかしくて心が和む
写真を、額装したり、T シャツに転写したりして
展示します。
会場では展示の額装写真、プリント転写 T シャツ
を販売するほか、
、ポストカード、Ｂ5・A4 ノート、
© Voller Ernst
バインダーファイル、フォトアルバム。フォトポケットなど、愛くるしい「彼ら」の写真をモティーフに
した、エトランジェ・ディ・コスタリカによるステーショナリーも販売いたします。
期間：2006 年 7 月 20 日（木）〜8 月 2 日（水） ＊会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （最終日は 17:00 まで）
◆協力：MEGA PRESS 、KEICHU

◆開催概要
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー -２フォッシルジャパン 10 周年記念 フォッシルウォッチエキシビション
「VINTAGE YEAR for FOSSIL」―フォッシルの軌跡・歴代TIN CANコレクション―
現在、全米 NO.1 のファッションウォッチとして、ニューヨー
ク 5 番街にフラッグシップを持つフォッシルは、1984 年テキ
サス州ダラスに誕生し、現在はヨーロッパでも広く認知され、
世界 90 カ国で展開しています。
そして日本では、今年でフォッシルジャパン社が設立 10 周年
を迎えました。本展はこれを記念して開催されるもので、古き
良き時代のアメリカの魅力を表現し続けるフォッシルデザイ
ンのバックグラウンドを、フォッシルの誕生から現在までの時
計パッケージ“TIN CAN”
、時計、ディスプレイツールなど一
同に集め展示、単なるウォッチメーカーに留まらないフォッシ
ルの、よりアート的・ファッション的な「アメリカン クラシ
ック マインド」を披露します。
また、デッドストック TIN CAN に入れての 10 周年限定ウォ
ッチ販売をはじめ、日本未展開のレザーアクセサリーや非売品
のウォッチ収納用 TIN ケースなども販売。フォッシルファン
にはたまらない企画になるでしょう。

◆開催概要

期間：2006 年 8 月 4 日（金）〜8 月 16 日（水） ＊会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （最終日は 17:00 まで）
企画：株式会社フォッシルジャパン

高砂淳二写真展

© FOSSIL JAPAN

「True Colors」

地球全体をフィールドに、海の中から南の島、動物
など、大自然とそこに棲む生物たちの、鮮やかな写
真を撮り続ける、写真家高砂淳二氏。
高砂氏は、故ジャック・マイヨールとの深い親交か
ら、深い海の世界を切りとった作品集『クジラが見
る夢 ジャック・マイヨールとの海の日々』を発表
し一躍人気を集め、現在、地球全体をフィールドに
水と自然を表現する第一人者。その写真に魅了され
癒された人も多いはずです。
©Junji Takasago
本展では、海の中の微細な生物のディテールから、
植物、空まで、自然が秘め持つ様々な色彩を切り取った新作・未発表を含めた写真作品、大小約 30 点を
展示いたします。
なお、作品展示とともに、高砂淳二氏のこれまでの作品を含めオリジナルプリント、ポストカード・作品
集を販売いたします。

◆開催概要

期間：2006 年 8 月 18 日（金）〜8 月 30 日（水） ＊会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （最終日は 17:00 まで）

◆イベント開催

8 月 26 日（土） 14:00〜

トーク＆サイン会

ゲスト よしもとばなな氏

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

美輪明宏音楽会＜愛＞ L'AMOUR2006 Akihiro Miwa
■ 会場：ＰＡＲＣＯ劇場
あなたは、唄を聞いて涙を流したことがありますか？
ひとつのお芝居のように、美輪明宏の唄には溢れる愛のドラマが
あります。
選曲はもとより美術・照明・衣裳に至るまで、毎年趣向を凝らし
繰り広げられる美輪明宏ならではのドラマティックにして、ゴー
ジャスで叙情溢れる＜楽しく 優しく 励まされ 勇気づけられ
る＞音楽会。
今年の秋もパルコ劇場に登場します。
＜構成・演出・出演＞ 美輪明宏
＜演奏＞ セルジュ染井アンサンブル
＜企画制作＞ 株式会社パルコ、株式会社オフィスミワ
［公演日程］ 2006 年 9 月 7 日（木）〜10 月 1 日（日）
［料金］ 8,000 円（全席指定･税込） 未就学児入場不可

前売開始 2006 年 7 月 23 日（日）

ゴルフ・ザ・ミュージカル〜ゴルフなんて大嫌い！ GOLF:THE MUSICAL〜JAPAN ROUND
■ 会場：ＰＡＲＣＯ劇場

ゴルフなんて全く興味のないすべての人と、ホントは
気になって仕方がないすべての人へ。
1 ラウンド 18 ホール、18 のナンバーを歌い上げる「ゴ
ルフ」のミュージカルが登場します。
ゴルフ場のコースは、ありとあらゆる障害があって、
そこはまさに人生の縮図です。
この作品は、人生の様々なドラマを、ゴルフのエピソ
ードに絡め、18 曲のご機嫌なナンバーに乗せて描きま
す!
オフ・ブロードウェイでスマッシュ・ヒットしたレビュー・ショウを、日本版ミュージカル・コメ
ディにブラッシュ・アップして新しいミュージカルを待ち望んでいるすべての人へお届けします。
＜脚本・作詞・作曲＞ マイケル・ロバーツ
＜日本語版台本・演出＞ 福島三郎
＜出演＞ 川平慈英、高橋由美子、池田成志、堀内敬子、相島一之
＜企画制作＞ 株式会社パルコ、東宝芸能株式会社
［公演日程］ 2006 年 10 月 8 日（日）〜10 月 29 日（日）
［料金］ 8,500 円（全席指定･税込）／4B チケット（4 名）30,000 円 未就学児入場不可
／学生券（当日指定席引換）‐平日 4,000 円、土日祝 5,000 円
前売開始 2006 年 8 月 20 日（日）
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

志の輔らくご by PARCO Tour 2006
今や落語界をリードし、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なども行うなど、常に挑戦・進化し
続けている落語家・立川志の輔。
パルコ劇場一ヶ月公演の前売りは即日完売、4 プログラムによるパ
ルコでの 10 周年記念公演は大成功のうちに幕を閉じました。
今回は、その中からベストセレクション３席を持って、全国ツア
ーを展開いたします。
＜出演＞ 立川志の輔
［公演日程］
□浜松 2006 年 8 月 31 日（木）18:30 開演 ／ 会場：浜松フォルテホール
□名古屋 2006 年 9 月 1 日（金）18;30 開演 ／ 会場：アートピアホール
□大阪
2006 年 9 月 4 日（月）19:00 開演、5 日（火）14:00 開演
／ 会場梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

LOVE LETTERS 16th Anniversary Special
■ 会場：ＰＡＲＣＯ劇場
舞台上でテーブルをはさんで座る二人の男女。その二人が手にした台本を読み上げるだけの 2 時間のドラ
マ。数々の話題のカップリングをお届けしてきた PARCO 劇場のレパートリー企画「LOVE LETTERS」
。
16 周年を迎えるこの夏は「16th Anniversary Special」として、いずれも見逃せない 5 組のカップルが舞
台に上ります。
＜作＞ A.R.ガーニー ＜訳・演出＞ 青井陽治
［料金］ 5,000 円（全席指定･税込）

①

公演日程

時間

出演

7 月 31 日（月）

19:00 開演

茂山逸平・ともさかりえ

(写真①）

8 月 1 日（火）

19:00 開演

坂元健児・堀内敬子

（写真②）

8 月 2 日（水）
8 月 3 日（木）

19:00 開演
19:00 開演

高田延彦・向井亜紀
野沢那智・池田昌子

（写真③）

8 月 4 日（金）

19:00 開演

市川段治郎・木村多江

（写真⑤）

8 月 5 日（土）

15:00 開演

長塚圭史・小島聖

（写真⑥）

④

③

⑤

②

（写真④）

⑥

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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パルコ劇場ＤＶＤシリーズ新作情報

12 人の優しい日本人
2006 年 8 月発売予定
定価：6,800 円（税込） 2 枚組

＊2005 年 12 月 28 日 ＰＡＲＣＯ劇場にて収録

もし、
「日本にも陪審員制度があったら」という舞台設定の下、ある事件の裁判のために集められた１２人
の陪審員たちが繰り広げる緊迫の密室劇―昨年 12 月に東京、今年 1 月に大阪で上演されて大好評を博した
三谷幸喜の傑作法廷ドラマ。この公演は今年 1 月にＷＯＷＯＷで大阪・シアター・ドラマシティから舞台
の生中継が行われたことでも話題を呼びましたが、今度は東京・ＰＡＲＣＯ劇場での舞台がＤＶＤとして
発売されることになりました。
緊迫の 2 時間余りの舞台をハイビジョンカメラ 12 台を駆使して完全収録
（130 分予定）
、さらに三谷幸喜挨拶、出演者インタビューなど豪華特典映
像（60 分予定）収録した充実の内容で登場します。
「12 人の優しい日本人」
＜作・演出＞ 三谷幸喜
＜出演（50 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

※7 月 24 日までオンライン先行販売をwww.parco-dvd.comで実施中！

<ｼﾞｬｹｯﾄは変更になる場合があります>

パルコ出版の新刊情報

美輪明宏ＣＤ 「白呪」
2006 年 7 月発売予定 定価：2,500 円（税込）

※全国の書店及び一部ＣＤショップにて取扱い

1975 年、エレックレコードよりリリースされた衝撃作のリバイバル版。
歴史と人生に踏みにじられた人々の想いを、＜悲母＞のこころを込めて唄った不朽の名盤です。
────────────────────
□収録曲
・ヨイトマケの唄
・祖国と女達
・悪魔
・ボタ山の星
・亡霊達の行進
・陽はまた昇る
・別れの子守唄
・妾のジゴロ
・あたしはドジな女
・さいはての海に唄う
────────────────────
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報 -１クラブクアトロ ７月の主要企画

少年ナイフ Special Guest: The Posies<ザ・ポウジーズ>
7 月 8 日（土） 渋谷クラブクアトロ
7 月 9 日（日） 心斎橋クラブクアトロ
大阪の下町を拠点に活動を続けながら世界中にファンを持つ“海外で最も著名な日本人
バンド”
、少年ナイフ。毎年 7 月 12 日を“ナイフ”の日と定め、712day の週末に行われ
る恒例イベント“712 DAY PARTY”
。活動 25 周年を迎える今年はスペシャル・ゲストと
して米シアトルより“元祖パワー・ポップ”と称
される伝説のロック・バンド、ザ・ポウジーズを
迎えて開催。

CRAZY KEN BAND
7 月 12 日（水） 心斎橋クラブクアトロ
7 月 13 日（木） 広島クラブクアトロ
“ヨコハマが生んだ東洋一のサウンドクリエーター”こと横山剣率いるクレイジ
ーケンバンド。TV ドラマ『タイガー＆ドラゴン』の主題歌で、すっかりお茶の間
までその認知度を浸透させた彼等。約 1 年ぶりのリリースとなるシングル「メリ
メリ」を 7 月 26 日に発売、それに先駆けての全国ライブ・ハウス・ツアー。心斎
橋公演はクアトロ 15 周年記念企画の一環として開催。
。

AIR
7 月 14 日（金） 心斎橋クラブクアトロ
7 月 15 日（土） 名古屋クラブクアトロ
7 月 21 日（水） 渋谷クラブクアトロ
1996 年のデビュー以来、絶えず変化を続け、どんなスタイルにも染まるこ
となく、独自の価値観を武器に活動し続け、日本の音楽シーンで唯一無比
の存在感を放っている AIR こと車谷浩司。デビュー10 周年を迎える今年、
6 月 7 日にはマキシ・シングル「Your Song」をリリース。そして東名阪ク
アトロを巡るプレミアム・ツアーが決定。

KT TUNSTALL（ケイティー・タンストール）
7 月 31 日（月） 渋谷クラブクアトロ
中国人とスコットランド人の血を持つ新人女性シンガー・ソングライタ
ー。2004 年末に発表したデビュー・アルバム『EYE TO THE TELESCOPE』
が 2005 年を通してチャート・インし続け、
UK のみで 120 万枚を売上げ、
世代を超えて圧倒的な支持を集める。日本でも全国 FM 局でパワープレ
イ獲得数の歴代新記録を達成するなど大ブレイクの兆候を見せている。
FUJI ROCK FESTIVALʻ06 に続く、初の単独来日公演。
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報 -２パルコ・マネジメント アーティスト情報 ― この夏、各地の音楽フェスティバルに出演！
■アナログフィッシュ
・ニュー・シングル「アンセム」7/19 リリース ESCL2654 ¥1,020（写真右）
・7/22 ワンマン・ライブ （渋谷クラブクアトロ）
・8/6 「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006」 （茨城・国営ひたち海浜公園）
・8/19 「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2006」
（北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ）

■MO’SOME TONEBENDER（写真左）
・7/16 「NANO MUGEN FESTIVAL 2006」 （横浜アリーナ）
・7/29 「FUJI ROCK FESTIVAL ‘06」GREEN STAGE
（新潟・苗場スキー場）
・8/19 「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2006」
（北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ）

パルコ 映画関連情報 〜 シネクイント(渋谷パルコ パート３・8F) これからの上映予定
8 月 5 日（土）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
ローリングストーンズの創始者にして 60 年代音楽界のカリスマ。 今も語り継がれる彼の“謎の死”―
そのスキャンダラスな真実と、美しき天才の生きた奇跡の物語。

当時のファッションと音楽を再現しながら、ローリングストーンズの誕生から、創設者で
あったブライアン・ジョーンズ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」という観点からブライアン・ジョーンズの“謎の死”の真相を描
き出す。３５年の歳月を経て、
“真実”が暴かれる、この夏一番の問題作、8 月公開！。
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