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来春「静岡パルコ」オープンへ向け始動！秋のパルコのトピックスの御案内です

 

＜Pickup Topics＞ 

◆ 「いまからパルコを、ごいっしょに。」をキャッチフレーズに 

   2007年春に向け静岡パルコ オープンキャンペーンがスタート 

 

＜アート関連＞ 

・水曜どうでしょう EXPO 渋谷パルコ小祭（こまつり） 

・渋アニ 渋谷アニメ祭りー渋谷にアニメがやってきたー 

・フランス映画 オリジナル・ポスター展 ´０６ COLLECTION 

・印刷解体Vol. 3 ＬＡＳＴ！ 

 

＜演劇関連＞ 

パルコ劇場企画公演新着情報 － 若林ケン CHANSON THEATER 2006 in GINZA 

・トーチソング・トリロジー 

・ゴルフ・ザ・ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！ 
 

＜音楽関連＞ 

・ クラブクアトロ ９月の主要企画 

 

＜出版関連＞ 

◇パルコ出版の新刊◇   荘子 ヒア・ナウ  （加島祥造 著） 
 

 

月 報道資料 

 
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.htm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/9                                 
2006年 9
 

l 

  1 



◆「いまからパルコを、ごいっしょに。」をキャッチフレーズに、 

2007 年春に向け静岡パルコ オープンキャンペーンがスタート 

 

パルコでは、2007年春のオープンに向けて準備
をすすめている静岡パルコのオープンキャンペ

ーンをスタートいたします。 

このキャンペーンにより、静岡県内への初出店

となる「パルコ」をより多くの方に知っていた

だくと共に、アートやエンタテインメントの分

野にも力を入れている「パルコ」の姿もお伝え

したいと企図しています。 

＊ 

キャンペーンの第一弾としては、お客様の参加型企画として、①写真家・篠山紀信氏が撮影する「静岡パ

ルコ・正月広告モデル募集」、②静岡パルコのオープン前にいち早くパルコを先取り体験していただく「渋

谷・名古屋パルコ特派員レポーター募集」を実施。 

更に、パルコのエンタテインメントを紹介する企画として、この 10月に渋谷のパルコ劇場で上演される
ミュージカル「ゴルフ・ザ・ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！ GOLF:THE MUSICAL～JAPAN ROUND」

の静岡公演を開催します。 

また、パルコのハウスカードとしてお客様にご支持をいただいている＜ＰＡＲＣＯカード＞の入会キャン

ペーンもオープンに先駆けて展開いたします。 

なお、今回の企画や今後の第二弾以降のキャンペーンの情報をお客様にご案内していく場として「静岡パ

ルコ」のホームページ（URL http://www.parco-shizuoka.com/）を 9月 8日（金）より開設いたします。 
 
静岡パルコＯＰＥＮキャンペーン第一弾概要                           
 
＜１＞静岡パルコ・正月広告モデル募集 

2007 年のスタートとなる静岡パルコの正月広告に参加していただける方を大募集。撮影は「巨匠 篠
山紀信」氏を起用するビックな企画です。新しい年を感じさせ、静岡パルコへの期待感が膨らむ広告表

現をトップクリエイターの手で制作する予定です。 

■応募資格：①静岡県在住の18才以上の幅広い世代の女性 

②「静岡パルコのオープンを一緒に盛り上げていきたい！」と応援していただける方 

■募集〆切：2006年10月30日（月）           ■問合せ先：フリーダイヤル 0120-307-865 
＜２＞渋谷・名古屋パルコでパルコを先取り体験！ パルコ特派員レポーター募集 
ひと足早くパルコを体験していただき、お客様の視点でパルコを楽しくＰＲしていただける静岡県在住の明るく元

気なペア５組１０名様を大募集。参加特典として、お二人でパルコでショッピングしていただける１０万円相当の

買い物券の進呈に加え、パルコでの映画鑑賞など、パルコを満喫できる１日体験企画です。なお、体験の模様は、

後日、「静岡パルコ」のホームページに随時掲載し、ＰＲに協力していただきます。 
■問合せ先：フリーダイヤル 0120-307-865 

＜３＞「ゴルフ・ザ・ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！」静岡公演開催  
■公演日：11月 7日（火） 18:30開演  ■会場：静岡市民文化会館 中ホール 
■料金：6,800円（全席指定・税込）   ■問合せ先：ビートクラブ 054-273-4444 
※演目の内容については、6ページのパルコ劇場のページをご参照ください。 

＜４＞パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞入会キャンペーン 
静岡での、パルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカード＞の入会キャンペーン第一弾として、「静岡パルコ」ホー

ムページ上で特典つきのオンライン入会受付をスタートします。 
 

※各企画の詳細につきましては、表紙記載の担当までお問い合わせ下さい。 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

曜どうでしょう×PARCO presents 

曜どうでしょうEXPO 渋谷パルコ小祭（こまつり）            

海道テレビで放送されていた深夜のローカルバラエティ番組でありながら、いまや全国的に大人気を博

ている「水曜どうでしょう」。その大ブレイクとともに、出演者の一人であった大泉洋は「北海道から全

へ」という全く新しいスターダムの在り方を切り拓き、映画・舞台・ドラマ・CFに活躍しています。 
して昨年 10月には、札幌真駒内オープンスタジアムとアイスアリーナの両方を貸し切るという 72年の
幌冬季五輪以来となる空前の規模で、3日間で全国から約 4万人のファンが集った奇蹟のイベント、「水
どうでしょう祭」が開催されました。 
展は、その「祭」に参加できなかった皆さん、そしてもう一度あの熱気を体感したいという「どうでし

う」ファンの皆さんのために、東京・渋谷パルコで「小祭（こまつり）」を開催しようという企画です。 
と言っても、「小祭」ですから、たいしたものではありません。あくまで、雰囲気！） 
示内容は、門外不出！昨年の「祭」

場にも特別展示された数々のロケ

物～「だるま屋ウィリー事件」を引

起こした原付バイク「スーパーカ

」や、大泉洋のお父様の所持品であ

スノーシューズ「雪面の飛び魚」な

、番組で実際に使用された爆笑アイ

ムの数々～が、津軽海峡を越えて渋

に上陸します。そして、シャケ・カ

・ジンギスカンと並び、北海道名物

なりました「水どうグッズ」の特別

売も行われます！。「小祭」開催に

わせて新商品も登場予定です。 

開催概要   期間：9月 29日（金）～10月９日（月・祝） 会期中無休   
開場時間：10：00～21：00 （入場は 20:30まで。最終日は 18:00閉場予定） 
入場料：一般・学生 600円（税込） 小学生以下無料 
＊特製ステッカー付き仕様のチケットになります。＊入場希望者が多数の場合は入場整理券の発行など規制入場

となる場合があります。＊会場でのグッズ販売は入場者の方に限らせていただきます。 

アニ 渋谷アニメ祭りー渋谷にアニメがやってきたー     

2006 年秋の新作を中心に、アニメーションの最新注目タイトルが渋谷のパルコミュージアムに集結しま
す。本展では、この秋の新作アニメの第 1話やプロモーション映像の上映のほか、秋以降の新作アニメ情
報公開、原画、設定資料などの展示、イベントエリアでのゲストによるサイン会・握手会も予定していま

す。さらに併設の販売スペースでは見逃せない限定商品、先行商品を販売予定です。 
 
出店企業（50音順）：音泉、ガイナックス、キャラアニ.COM、グッドスマイルカンパニー、コスパ、ゴンゾ、プロダクション I.G、 

ブロッコリー、マーベラスエンターテイメント（はぴねす！） 

開催概要   期間：10月 13日（金）～10月 16日（月） 会期中無休  【入場無料】 
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） 

AR
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  

 
フランス映画 オリジナル・ポスター展 ´０６ COLLECTION          

 

ロゴスギャラリーの人気企画、映画ポスター展を開催し

ます。3 年ぶりとなる今回は、初めての開催時からの基
本路線であり、最もご要望が多く人気も高い、フランス・

オリジナルポスターの魅力に立ち戻ってのラインナップ。

60年代ヌーベル・バーグをはじめ、コレクターから初心
者まで幅広い方々にご満足いただける見ごたえある品揃

えで、それぞれにまつわるエピソードなど解説付きでご

紹介いたします。 
また併せて販売する当時のプレスキットは、デザイン的

にもとても興味深く、もともと数の少ないもののためめ

ったに目にする機会がないだけに、資料としても貴重な

ものです。 
販売を行うポスターは、1960～80年代のフランス映画ポ
スターを中心に、オリジナル・ポスター約 200点。プレ
スブック、スチールセットなど映画ファンには見逃せな

いプレスキットは約 30点の展示販売を予定しています。
またあわせて、今回はアンティークを含むコスチューム

ジュエリーも特別出品いたします 
 ＜展示販売ポスター例＞ 

勝手にしやがれ 1959年 A bout de souffle 
ジャン・リュック・ゴダール監督 クレマン・ユレル画

60×80cm                          \210.000-

◆開催概要  期間：2006年 10月 18日（水） 
～10月 31日（火） ＊会期中無休 

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 
印刷解体Vol. 3 ＬＡＳＴ！                  

 

昨年、一昨年と、好評を博した「印刷解体」を今年も開催します。 
三度目となる今回は、これまで最もお客様のご要望の高かった活字のバラ売りに徹し、とくに稀少性が高

く、入手を希望される方の多い「欧文活字」について各種書体・サイズを揃え、これまでにない規模で放

出いたします。また、「和文活字」も文字の種類が揃っている初！放出品を多数ご用意いたしました。さ

らに、昨年、予約段階で定員に達した活版印刷による名刺フルオーダー受注会も引き続き開催いたします。 
失われつつある活版印刷について、活版印刷にまつわるモノを通してその魅力を伝えられないかという目

的も、一定の成果を収めた

ものと考え、「印刷解体」

も今年で一区切りするこ

ととなりました。活字を見

て触れて自由に選び、一本

からでも買える貴重な機

会も、これが最後です。 
 
◆開催概要    
期間：2006年 9月 29日（金）～10月 16日（月） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 15:00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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

 
 

パルコ・プロデュース 

若林ケン CHANSON THEATER 2006 in GINZA 

 

■ 会場：ル テアトル銀座 

 
劇作家・つかこうへいや人間国宝の人形師・辻村寿三郎、俳優

の平幹二朗や故・大地喜和子といった名だたるアーティストに

愛され、その歌声を聴くために数々の著名人が足を運んだとい

う新宿・歌舞伎町のシャンソン歌手・若林ケン。 
彼は、まるで一幕の芝居のようなシャンソンの奥深い世界に惹

きこまれ、シャンソンを歌い始めます。青春、恋愛、生き様・・・

色々な人生のエッセンスが凝縮した心の歌シャンソンは、様々

な人間ドラマを見つめ続けた若林ケンだからこそ説得力を持っ

て響き、観客の心を揺さぶります。ファンには名だたるアーテ

ィストも多く、特に演出家のつかこうへいは自身の作・演出作

品｢熱海殺人事件｣に 10年にわたって出演させるなど、歌手にとどまらない彼の才能を発掘しました。 
若林ケンは今、中高年を中心に静かなブームを起こし始めています。 
きっかけは還暦での CD デビュー、そして初の全国ツアー。昨年、彼はシャンソン歌手として初めて CD
｢CHANSON THEATER｣をリリースしました。インディーズでのリリースではあるものの、ファンの間で
の口コミが広がり、今も継続的に売れ続けています。この CD デビューを記念して東京・横浜・名古屋な
ど全国で開催された全国ソロリサイタル公演「CHANSON THEATER 2005」は、シャンソン歌手のソロ
リサイタルとしては驚異的な 1万人という観客動員数を記録しました。 
そして2006年10月。来場者の“あの感動をもう一度”の声に後押しされ、「若林ケンCHANSON THEATER 
2006」が、新たにスタートします。 
還暦を過ぎてから始まる華やかな人生のセカンドステージ。61歳にして再び青春をスタートさせた異色の
シンガー・若林ケンが贈る「CHANSON THEATER 2006」は、世代を超えた観客の心の扉を開くこと
でしょう。 
 
［公演日程］ 2006年 10月 3日（火） 18:00開演 
［料金］ 7,000円（全席指定･税込） ＊未就学児の入場不可   前売券発売中  
 
＜出演＞ 若林ケン  ＜演奏＞ 和田典久グループ 
 

  
 

 

 

 

 

 

若林ケン プロフィール 
８４年よりシャンソンを唄い始め、現在までに多くのディナーショーを展開。８９年からはつかこうへい作品等

を中心に舞台俳優としても活躍。その後も精力的に活動の幅を広げ、多才ぶりを発揮している。 
昨年にはシャンソン歌手として 60 歳で CD デビュー。還暦プロデビュー・コンサートツアー「CHANSON 
THEATER（シャンソン・シアター）2005」にて東京公演を皮切りに全国で開催。シャンソン歌手のソロリサイ
タルとしては、驚異的な動員数を記録し、熱狂的ファンを獲得、新聞、TV、ラジオ等で話題となる。 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）この秋の注目公演               

 

■パルコ劇場「新」スタンダードシリーズ 

トーチソング・トリロジー 

2003年に 30周年を迎えたパルコ劇場。さらなる 30年後へむけス
タートした「新」スタンダードシリーズは、若き演劇ファンの皆

様へ、あらたな『名作』の感動を届けます。 
その第４作目は、1986年、88年に上演されパルコ劇場のエポック
メイクとなった作品『トーチソング・トリロジー』です。 
オフブロードウェイからスタートした本作品は 1982 年にブロー
ドウェイに登場、翌 1983年トニー賞の最優秀作品賞と主演男優賞
を受賞。3年間のロングラン公演を達成しています。 
パルコ劇場では 1986年に鹿賀丈史、西岡徳馬、佐藤オリエ、山岡
久乃他によって日本初演され、センセーショナルを起こし、その 2
年後にも再演が行われています。 
「トーチソング・トリロジー」の初演当時は、同性愛を扱った作

品として、時代の先駆として上演されました。しかし、本作品で描かれているのは同性愛に対する偏見や、

それゆえに虐げられたゆがんだ愛ではありません。人を想い、その人のために生きていくこと、それが「愛」

なのだということ、「愛する」ということはとってもシンプルなことで、ただ自分自身が難しくしてしまっ

ているということをこの作品は私たちにきっと思い出させてくれるでしょう。 
 
＜作＞ ハーヴェイ･ファイアステイン ＜上演台本・演出＞ 鈴木勝秀 
＜出演＞ 篠井英介 橋本さとし  長谷川博己 奥貫薫 黒田勇樹 木内みどり 
 
［公演日程］ 2006年 11月 20日（月）～12月７日（木）  前売開始 2006年 10月７日（土）  
［料金］ 7,500円（全席指定･税込）／学生券（当日指定席引換）4,000円 

 

ゴルフ・ザ・ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！ GOLF:THE MUSICAL～JAPAN ROUND 

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 

 
［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。要学生証提示）‐平日 4,000円、土日祝 5,000円 前売券発売中 

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 ９月の主要企画                                             
 

ASYLUM STREET SPANKERS <アサイラム・ストリート・スパンカーズ> 

9月 12日（火） 心斎橋クラブクアトロ 
9月 13日（水） 広島クラブクアトロ  
9月 17日（日） 渋谷クラブクアトロ  
 

テキサス・オースティンをベースに活躍する平均在籍メ

ンバー8人の異能の音楽集団。ギター、バンジョー、ク

ラリネット、フィドル、ウォッシュボード（洗濯板）、

ミュージック・ソウ（ノコギリ）、ウッドベースなどの

アコースティック楽器の数々を持ち替えながら、戦前の

ジャズ、ブルース、ヒルビリー、カントリー、フォーク、

ロックなどの音楽素材を、あくまで生（ナマ）の音にこ

だわり完全に PA システム無しで演奏する究極のアンプ

ラグド・バンド。8/19に発売になったニュー・アルバム 

『MOMMY says No!』を引っ提げての待望の再来日。 

 

YOUR SONG IS GOOD 

9月 16日（土） 心斎橋クラブクアトロ  
9月 18日（月） 渋谷クラブクアトロ  
9月 24日（日） 名古屋クラブクアトロ  
 

98年結成、オルガン奏者がフロントマンの6人編成インスト

ゥルメンタル・バンド。ハードコア・パンクや音響系サウン

ドを経て、スカ/ファンク/カリプソなどのルーツ音楽を吸収

したダンス・ミュージックに到達。都内ライブハウスやFUJI 

ROCK FESTIVAL などでその底抜けにハッピーで踊らずにはい

られないライブ・パフォーマンスが話題となり、今年メジャ

ー・デビュー。デビュー・ミニ・アルバム『FEVER』のリリー

ス記念クアトロ・ツアー。 

 

RAZORLIGHT <レイザーライト> 

9月 25日（月）26日（火） 渋谷クラブクアトロ 
9月 28日（木）      名古屋クラブクアトロ  
 

02 年にロンドンで結成されたガレージ系ロックンロー

ル・バンド。リバティーンズやザ・ミュージック、フラ

ンツ・フェルディナンドなどイギリスの有力新人が次々

と登場する中、04年にデビュー。デビュー･アルバム『UP 

ALL NIGHT』は全英で 100 万枚を超える売上を記録。U2

やローリング・ストーンズのサポート･アクトも務めるな

どUKを代表するバンドへと成長した。2年ぶりの2ndア

ルバム『RAZORLIGHT』を携えての待望の来日公演。 
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パルコ出版の新刊情報 

荘子 ヒア・ナウ   加島祥造 著    

2006年 9月 1日発売 定価：1,575円（税込）  
判型：188mm×123mm 頁数：224頁 
 

「荘子」は、2500年ほど前、中国で生まれた壮大な書物。

奇想天外な話、ユーモアや皮肉のこめられた話、詩的で

美しい話など、たくさんの物語が含まれる。そんな「笑

いとくつろぎの思想」を持つ「荘子」から、読んで「楽

しい」話を選び出し、現代の言葉で再現。「老子」（タオ）

を新しい翻訳で現代に蘇らせ、多くの人々の心をつかん

だ加島祥造が、今度は「荘子」に新しい息吹を送り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜加島祥造（かじま しょうぞう）PROFILE＞ 

1923年、東京生まれ。早稲田大学文学部英文科卒業。

1947年より「荒地」に参加。多くの小説翻訳を手掛

け、1995年より長野県駒ヶ根市に在住。現在、詩人、

タオイスト。1993 年、『老子道徳経』を現代自由詩

訳した『タオ ヒア・ナウ』を小社より出版、以後、

老子関係の著作多数。『タオ―老子』（筑摩書房）、『エ

ッセンシャル・タオ』（講談社）、『肚 老子と私』（日

本教文社）など 
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