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深まる秋から 2007年に向かうパルコのトピックスの御案内です 

 

＜Pickup Topics＞ 

◆ 毎年好評！パルコのカレンダー 「御教訓カレンダー」他、発売中 

 

＜アート関連＞ 

・横木安良夫 写真展 “TEACH YOUR CHILDREN”1967-1975 あの日の彼 あの日の彼女 

・モノトーンモンチッチ展 

 

＜演劇関連＞ 

パルコ劇場企画公演新着情報 － 志の輔らくご ｉｎ ＰＡＲＣＯ ２００７ 

マインド・ミステリー 
 

＜音楽関連＞ 

・ クラブクアトロ 注目の主要企画 

・ パルコマネジメントアーティスト情報 

 

＜映画関連＞ 

シネクイント（渋谷パルコPART3）次回上映作品 － unknown アンノウン 

 

 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
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◆ 毎年好評！パルコのカレンダー 「御教訓カレンダー」他、発売中です       

 

長年に渡ってご好評いただいている「御教訓カレンダー」をはじめとしたパルコのカレンダー。 

この秋も来年の2007年版が発売となりました。おなじみのラインナップに加え、2007年はみうらじゅんの

新キャラクター‘DOCHACK！（ドチャック）のカレンダーが新登場です。 

パルコのカレンダーは、全国の書店、大型文具店などで発売中です。 

 

 

 

 

御教訓カレンダー 

 

税込価格：1,365円 

サイズ：260×120mm 

枚数：表紙＋127枚 

タイプ：壁掛け 

▽全国公募で選ばれた傑作パロディーが３日

ごとに楽しめます。 

今号で３２年目を迎える超ロングセラー、まさに

お笑いカレンダーの王様です 

イラスト：リリー・フランキー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

みうらじゅんのDOCHACK！カレンダー 

～民俗学JAPAN2007～ 

税込価格：1,575円 

サイズ：514×335mm 枚数：表紙＋13枚 

タイプ：壁掛け（中ﾄｼﾞ） 

▽みうらじゅんのライフワーク‘民俗学ジャパン’。新キ

ャラクター‘DOCHACK！（ドチャック）’が月替わり１２

テーマで日本土着文化をナビゲート！？ 

（キャラクターシール付） 
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ムーンカレンダー 

 

税込価格：1,680円 

サイズ：335×335mm 

枚数：表紙＋12枚 

タイプ：壁掛け 

▽夜になると月が光る月齢カレン

ダー。かわいいイラストで月の満

ち欠けと天気予報もわかります。

（オリジナルステッカー付） 

デザイン：バタフライ・ストローク 

お天気ケロ太２００７晴れたらいいな！カレンダー 

 

税込価格：1,155円  サイズ：514×364mm 

枚数：表紙＋6枚   タイプ：壁掛け（中とじ） 

▽今年のテーマは「お天気」。ケロ太が楽しく天気を教えてくれて毎日

のお天気が楽しくなること間違いなしです。 

絵：ひこねのりお 

 

 

今日は何の日カレンダー 

 

税込価格：1,155円 

サイズ：390×297mm 

枚数：表紙＋12枚 

タイプ：壁掛け 

▽“ハイチュウの日”“ライバルの

日”等、おもしろ記念日が大集

合！記念日を知れば毎日が楽し

くなります。 

監修：日本記念日協会 



パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー  

 
横木安良夫 写真展 “TEACH YOUR CHILDREN”1967-1975 あの日の彼 あの日の彼女 

 

現在コマーシャル、エディトリアル写真分野で活躍する一方で、

作家としても著作が注目されている写真家・横木安良夫が、1960
～1970年代にかけて、都内や彼の地元の市川、湘南、福生などの
街を歩き回りスナップした、おびただしいほどのモノクロームド

キュメント写真。ファインダーで切り取られた「あの日の彼 あ

の日の彼女」たちは、まるで時代の証言者のよう。― 本展は、

写真集"Teach Your Children"（12月刊行予定）に収録される写真
を中心に、横木がフリーカメラマンとして独立する前に撮影した、

若い都市生活者たちの膨大なパーソナル・ショットを約 30 年 ぶ
りに見直し、新たに編集して発表するものです 
 

◆開催概要  期間：2006年 12月 1日（金）～12月 13日（水） ＊会期中無休 ○C Yokogi Alao  

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
＜横木安良夫 alao yokogi プロフィール＞ http://www.alao.co.jp 
1949年千葉生まれ。 日本大学芸術学部写真学科卒。1975年、アシスタントを経て独立。 広告 ファッション ヌード ドキュメンタリーとさまざ

まな分野で仕事。1985 年、新宿ニコンサロンにて初個展『Day bｙ Day』以後個展多数。著書に、写真と文『サイゴンの昼下がり』新潮社。小説

『熱を食む、裸の果実』講談社、ノンフィクション『ロバート・キャパ最期の日』東京書籍がある。 

 
モノトーンモンチッチ展       

 

日本を代表する人気キャラクター「モンチッチ」。1974年に
誕生し、そばかすのかわいい顔とおしゃぶりポーズで大人気

となりました。また、発売して 32周年を迎える現在も世界
中の人々から愛されています。 
モンチッチの子供(ベビチッチ）の誕生一周年のこの秋、流
行のファッションカラーとして一番の注目色「モノトーン」

を引っさげ、モンチッチのモノトーン・バージョンが登場。

このモンチッチは、顔も含めてすべてがモノクロ。ほっぺの

赤みなど色味は一切ない超クールな“大人バージョン”モン

チッチ。それでいてモンチッチらしさは充分。本展はモノト

ーン モンチッチの発売を記念して開催するものです。 
会場内では、モノトーンモンチッチをテーマに、モノトーンモンチッチグッズはもちろん、

「U.S.BOARDER」とのコラボレーションパーカーや、モノトーンアーティストたちによる、限定『モ
ノトーンモンチッチ iPodケース』の展示販売、一般応募のモンチッチ白黒写真作品を展示し会場で投票
するコンテストを開催するほか、会場で遊んで楽しめる「白黒モンチッチひっくり返しゲーム」を設置い

たします。 
（なお、モンチッチグッズを 1,000円以上（予定）お買い上げの 1000名様に先着で、「白黒モンチッチひっくり返し
ゲーム」をプレゼントいたします） 
 
◆開催概要    
期間：2006年 11月 2日（木）～11月 20日（月） ＊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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜１＞ 

 
 

 
 

PARCO PRESENTS 

志の輔らくご ｉｎ ＰＡＲＣＯ ２００７ SHINOSUKE RAKUGO in PARCO 2007 

 

■ 会場：パルコ劇場 

 
1996 年に産声をあげたパルコ劇場での【志の輔らくご】。
当初は志の輔師匠本人による企画製作でスタートした公演

でしたが、2000年のVol.5からはパルコ劇場ならではの美
術セット・照明・音響などの演劇スタッフが加わり、パル

コ・プロデュースとして公演を重ねてきました。 
「何もないけど、なんでもある」―らくごの可能性を追求

する、エンタテインメントを限りなく追求する志の輔師匠。

そして、それを可能にした演劇スタッフ。 
毎年公演回数を増やし「30年後には一ヶ月公演！」と言っ
ていたのもつかの間、早くも 2006年の 10周年記念公演は、
年の初めを目出たく飾る正月一ヶ月公演として、大盛況・

大成功のうちに終えました（この公演では、前売券が発売

と同時に即日完売し、多数のファンの方に大変ご迷惑をお

かけいたしました）。 
         
そして 11回目となる今回、再び正月の 1ヶ月弱の期間に渡りパルコ劇場での公演が決定しました。 
今回の演目は、パルコでしかご覧いただけない【志の輔らくご in PARCO】ならではの作品の中から、「メ
ルシーひな祭り」「歓喜の歌」「狂言長屋」の３席を軸にした３プログラムをご用意し、公演期間中それぞ

れを分けて上演いたします。 
パルコがお贈りする志の輔師匠と演劇スタッフで創り上げていく【志の輔らくご】。更に練り上げられた志

の輔師匠の口演をご期待ください。 
 
［公演日程］ 2007年 1月 3日（水）～1月 24日（水） 
［料金］ 5,500円（全席指定･税込） ＊未就学児の入場不可  2006年 11月 11日(土）前売券発売！ 
 
＜出演＞ 立川志の輔    ＜企画・制作＞ （株）パルコ／オフィスほたるいか 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

P

公演演目ご案内 
 1月 3日(水)～1月8日(月)  「メルシーひな祭り」とその他の演目 

  ＊1月9日、10日 休演 

 1月11日(木)～1月16日(火) 「歓喜の歌」とその他の演目 

  ＊1月17日、18日 休演 

 1月19日(金)～1月24日(水) 「狂言長屋」とその他の演目 

                            ■志の輔師匠が選ぶその他の演目は未定です。
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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＞ 

 
 

 
 

マインド・ミステリー 

 

■ 会場：青山円形劇場 

 
マジックを超えたメンタルサイキックマジック!  

その驚異を堪能出来るMENTAL ENTERTAINMENT SHOW!! 

人間の潜在意識を読み取ることが出来るサ

イキック・ダイバー ロミオ・ロドリゲス・

ジュニア。 
今年 4月に放送されたテレビ番組『ハヌッセ
ンの館』の出演を機に一躍注目を集める彼が、

唯一無二の衝撃的なパフォーマンス～人間

の潜在意識を読みとり、超能力としか思えな

いパフォーマンスを披露します。マジックで

も超能力でもない不可思議なステージにき

っと衝撃を受けるとともに魅了されること

でしょう。 
そしていつの間にかロミオの力を信じる自

分に出会います。 
ロミオは、その力を誰でも持っている力だが

気が付いていないだけと語ります、その潜在

能力は、メンタル・マジックだけでなく、明

日のあなたを幸せに導く力をも持っている

のです。 
この不可思議なパフォーマンスに触れて、あなたも自分の持っている幸せ力を実感してみませんか?。 
 
［公演日程］ 2006年 11月 13日（月）19:00開演 
［料金］ 前売 3,000円／当日 3,500円（全席指定･税込）  前売券発売中  
 
＜出演＞ ロミオ・ロドリゲス・Jr.   ＜企画・制作＞ （株）パルコ／ザ･カンパニー 
 

 

 

 

 

 

 

PA
パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 
  ロミオ・ロドリゲス・ジュニア プロフィール 

1972年 11月 18日生まれ。イギリス国籍。 

幼い頃より家族とともに、香港・カナダ・日本と様々な国々で生活し、4ヶ国語（日本語・英語・北京語・広東語）を操る

国際派。 

12歳～18歳、中学・高校生生活を日本（神戸・三重）で過ごした経験により、2002年から日本で生活する。 

子供の頃から人の心が読めたため周囲から気味悪がられるが、16歳でラスベガスのショーに出会ったことにより現在のパ

フォーマンススタイルへと導かれる。 

中学生時代の同級生にすすめられ、2005年 7月大坂で現在、プロパフォーマンス拠点となる「西洋奇術倶楽部」を開く。 

日本テレビ『ハヌッセンの館』（2006年4月放映）出演をきっかけに、一躍注目の的となる。最も注目されつつあるメンタ

ル・サイキックのジャンル、ロミオはまさにその唯一無二の存在として登場した。 
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                                 ‒１- 

クラブクアトロ １０月の主要企画                                             
 

フェスティバル コンダ・ロータ 2006  

10月 5日（木） 心斎橋クラブクアトロ 
10月 6日（水） 渋谷クラブクアトロ  
 

アフリカ東南部のチュワ語で「コンダ」は愛、「ロータ」

は夢。地球上のすべての音楽を通じて音楽と出会い、コ

ミュニケーションをはかろう、という音楽の祭典「フェ

スティバル・コンダ・ロータ」。5 年ぶりの開催となる
今回は、“ラマダンの夜”をテーマに中東/イスラム圏の音楽の今を紹介する事によって音

楽によるグローバル化への提案を行う。 出演：心斎橋＝ﾒﾙｼﾞｬﾝ･ﾃﾞﾃﾞ(ﾄﾙｺ)、渋谷＝ｸﾞﾅﾜ･ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ(ｱﾙｼﾞｪﾘｱ/ﾓﾛｯｺ) 

 

Fiona Apple <フィオナ・アップル> 

10月 10日（火） 名古屋クラブクアトロ  
10月 12日（木） 心斎橋クラブクアトロ  
 

1996年、17歳で作ったファースト・アルバム『TIDAL』でデビュー。圧倒的な個
性、独自の世界観を持つ楽曲、存在感溢れるパフォーマンスが話題となり全米で

300万枚という売上を記録したカリスマ女性シンガーソングライター。99年のセ
カンド・アルバム『真実』で日本でも大ブレイク。アルバムは 15 万枚を売上げ、
初の来日ツアーも大成功を収めた。その後、音楽ビジネスに疑問を抱き長い沈黙

に入るが、昨年 6年ぶりのニュー・アルバムを発表してシーンに復活した。 
 

Fried Pride（フライド・プライド） 

10月 25日（水） 広島クラブクアトロ 
10月 26日（木）、27日（金） 心斎橋クラブクアトロ 
10月 29日（日） 名古屋クラブクアトロ  
11月 2日（木） 渋谷クラブクアトロ 
 

類い希なる歌唱力と表現力を併せ持つ女性ヴォーカリストShihoと、超絶技巧のス

ーパーギタリスト横田明紀男の 2 人からなるスタイリッシュなジャズ・ユニット。
2001 年メジャー・デビュー、米国の名門ジャズ・レーベル“コンコード”の初日
本人アーティストとしても話題になった。ニュー・アルバム『Musicream』では初
の日本語に挑戦。JAZZ/ROCK/POP というカテゴリーを超越した普遍的な音楽性
を標榜しはじめた彼等のクアトロ・ツアー。 

 

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH <ｸﾗｯﾌﾟ･ﾕｱ･ﾊﾝｽﾞ･ｾｲ･ﾔー>  

10月 29日（日） 心斎橋クラブクアトロ  
10月 30日（月） 名古屋クラブクアトロ  
 

NYブルックリンから彗星のごとく現れた5人組ロック・バンド。昨年
レーベル契約なしの完全インディペンデントで制作された1stアルバム
が異例の大ヒットを記録。2006 年の最重要新人バンドとして破格の期
待と噂が膨らむ中、日本でも 1月に渋谷クラブクアトロで開催された 1
夜限りのライブは、CDの国内盤発売を待たずしてチケット完売。今回
は、体調不良のため出演キャンセルとなったFUJI ROCK FESTIVAL
のリベンジとなる待望の初単独来日ツアー。 
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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 

 

■アナログフィッシュ   

 

ニュー・シングル「Magic」11/1リリース ESCL2891 
¥1,020(税込） 

 

 

 

 

 

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 

 11月 3日ロードショー予定  
 

unknown アンノウン    

 

鍵に閉ざされた廃工場の中で目覚めた5人の男たち。しかし全員記憶を失

っていた。自分が誰なのか？周りにいるのは誰なのか？ひとつだけ分かっ

ているのは、５人のうち２人が人質で、３人が誘拐犯だということ。いっ

たい自分はどちらなのか？誰が味方で誰が敵なのか…？ 

 

記憶を失った５人の男たちが繰り広げる、壮絶な生き残りの闘い。そのシ

チュエーションの圧倒的な面白さが、かつてない恐怖と興奮を作り出す。

自分自身が誰なのか分からないもどかしさ。同じ空間に閉じこめられてい

る５人が、敵か味方か分からない不安。そして、タイムリミットと共に迫

り来る、死の恐怖。 

ラストには、事件そのものを根底から覆す、二重三重のどんでん返しが仕

掛けられ、観る者に未体験の驚きを味あわせてくれる。 
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