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2007 年も新しい、楽しい話題を発信するパルコのトピックスです！
＜Pickup Topics＞

◆ 蜷川実花(監督)×安野モヨコ(原作)×椎名林檎(音楽)×土屋アンナ(主演)
絢爛豪華、話題の映画「さくらん」いよいよ渋谷・シネクイント他で公開
パルコミュージアムにて映画公開記念「さくらん極彩色絢爛展」を開催
◆ 渋谷パルコ・パート１を会場に mintdesigns が東京コレクションのショーを開催
＜アート関連＞

・CLAMP もこなの「オキモノキモノ」展
・－ベルンハルト M.シュミッド 日本初の写真展― 道のむこう
・ぞうのエルマー アートコレクション
＜演劇関連＞
パルコ演劇関連新着情報
・三谷幸喜、待望の新作がこの春パルコに登場！ コンフィダント・絆

・双頭の鷲
＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ 注目の主要企画
＜出版関連＞

Photo by mika ninagawa

◇パルコ出版の新刊◇

リビドー・ガールズ

女子とエロ

（神谷巻尾 著）

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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◆ 蜷川実花(監督)×安野モヨコ(原作)×椎名林檎(音楽)×土屋アンナ(主演)
絢爛豪華、話題の映画「さくらん」
シネクイント（渋谷パルコ・パート３ ８Ｆ)他にて２／２４ いよいよ公開
パルコミュージアムでは、公開記念「さくらん極彩色絢爛展」を開催
恋に揺れ、愛を選び、自分らしく本気で生きる青春。
江戸・吉原遊郭に咲く極彩色エンタテインメント―
誰にも媚びず、真正面から気持ちをぶつける吉原遊郭のお
いらんである主人公・きよ葉の鮮烈で潔い魅力を、モデル・
女優・ロックアーティストとして才能を開花させている土
屋アンナが演じ、世界的フォトグラファー蜷川実花が監督
デビューを飾るパルコ出資の超話題作が、いよいよ 2 月 24
日（土）より、渋谷シネクイントをはじめ全国で順次ロー
ドショー公開されます。
パルコでは、この映画「さくらん」の公開を記念して、
「さ
くらん極彩色絢爛展」
（さくらんごくさいしょくけんらんて
ん）が渋谷・パルコミュージアム（渋谷パルコ･パート３ ７
Ｆ）で開催されます。
本展では、実際の撮影に使用されたセットを持ち込み、色
とりどりの衣裳・小道具とともに映画の世界を再現。もち
ろん監督の蜷川実花氏撮影の写真も公開します。
また、会場内の一部には、撮影に使用された畳・床を敷き
つめ、靴を脱いでご覧頂くという、パルコミュージアム初
の「靴を脱いで鑑賞する展覧会」となる予定です。

Photo by mika ninagawa

◆開催概要
会場：パルコミュージアム（渋谷パルコ P3 7F）
東京都渋谷区宇田川町 15-1 ℡ 03-3477-5873
期間：2007 年 2 月 22 日（木）～3 月 5 日（月）
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500円、学生400円、小学生以下無料
※映画「さくらん」の半券提示で一般300円、学生200円
主催：パルコ
協力：蜷川組「さくらん」フィルム・コミッティ
(C)2007 蜷川組「さくらん」フィルム・コミッティ
(C)安野モヨコ／講談社

企画制作：SMILE VEHICLE

名古屋パルコギャラリーでも同時開催します！
タイトル：映画「さくらん」公開記念「さくらん極彩色絢爛展」
会場：パルコギャラリー（名古屋パルコ西館・８Ｆ）
愛知県名古屋市中区栄3-29-1
電話：０５２－２６４－８３７０
期間：2007年3月2日（金）～3月14日（水）
会場時間：10:00～2１:０0（入場は20:30まで／最終日は18:00閉場）
入場料 ：一般500円・学生400円・小学生以下無料
渋谷パルコミュージアムとは、展示内容が異なります。
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◆ 「東京コレクション・ウィーク」 '07-'08 Autumn / Winter Collectionにおいて
ｍｉｎｔｄｅｓｉｇｎｓ

が渋谷パルコ・パート１ Ｂ１Ｆを会場にショーを開催

第 4 回「東京発 日本ファッション・ウィーク」
（JFW in TOKYO）
」のプログラムとして開催される「東
京コレクション・ウィーク」 '07-'08 Autumn / Winter Collection（日程：2007 年 3 月 12 日～3 月 16 日）
に参加するブランド「mintdesigns（ミントデザインズ）
」／デザイナー・勝井北斗、八木奈央）が、3 月
12 日（月）21 時 30 分より、渋谷パルコ・パート１の地下１階を会場にコレクションを発表します。
渋谷パルコには、3 月 13 日（火）
、パート１・B1F にミントデザインズ初のインストアショップ「ミント
デザインズ ガレージストア（mintdesigns garage store）
」をオープンします。
B1F は、書店、雑貨店、ギャラリー、さらにベルギービールカフェなどが並ぶ、カルチャー、アートを集
積したフロアです。このフロアへの出店は、ミントデザインズのコンセプト、
「服を一つのプロダクトデザ
インとして捉え、洋服というカテゴリーにとらわれず、居住空間や日常生活の時間を豊かにするための制
作活動」とも連動しており、渋谷パルコに新たなファッション×カルチャーのフロアが誕生する事になり
ます。
今回のコレクションは、このショップのオープン前日の夜、渋谷パルコ閉店後の B1F 共用通路をランウェ
イとして開催するというユニークな試みとなります。

渋谷パルコ '07 春のリニューアル
TOKYO No.1 ファッションビルを目指し進化を続けている渋谷パルコは、昨秋の 55 店舗の改装に
続き、この春も 28 店舗（約 2,200 ㎡）の改装を実施します。
■メンズ・レディス共にモード～東京コレクション系ブランドが充実
東京コレクション参加ブランドでは、パート 1 では上記「ミントデザインズ ガレージストア」のほか、
アラウンド３０対応を進める 2F に「ハンアンスン」
、5F メンズフロアに「ato」が登場、
「ハルプ」が
増床リニューアルします。これにより渋谷パルコには実に合計 14 店舗という日本最大級の東京コレク
ション参加ブランドが集結したビルとなります。
※
渋谷パルコには既に、
「ミュウミュウ」
「ヴィヴィアン ウエストウッド・レッドレーベル」
「マリテフ
ランソワジルボー」
「ＧＡＳ」
「アナスイ」など、パリ、ミラノ、ニューヨークといった各地のコレクシ
ョンに参加しているブランドの関連ショップの集積が進んでおり、
“TOKYO No.1 ファッションビ
ル”へ向けて充実を図っています。

■その他、この春の渋谷パルコの改装については詳細な資料をご用意しておりますので、渋谷パルコま
でお問合せ下さい。
※お問合せ先 渋谷パルコ 営業課 電話 03-3477-5851
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴスギャラリー
CLAMPもこなの「オキモノキモノ」展
『xxxHOLiC』
、
『ツバサ』など、大ヒットマンガを連発する創作集団 CLAMP。
“もこな”は、絵の美しさや緻密さでも評判の高い CLAMP 作品の作画を
担当しています。
本展は、もこなが河出書房新社より『CLAMP もこなのオキモノキモノ』を
刊行することを記念して開催するもので、もこなデザインのキモノ、和装小
物の展示をはじめ、もこなが収集した小物コレクションの公開、これまでの
CLAMP 作品イラストから選んだキャラクターが着物を着ている原画の複
製パネル展示などを行います。また「特製手ぬぐい」
「特製手鏡」
「特製一筆
箋」の先行販売も行います。
なお、会期中の 2 月 25 日には、もこなのサイン会を予定しています。

◆開催概要 期間：2007 年 2 月 16 日（金）～2 月 28 日（水）
＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00
（最終日は 17:00 まで）

イラスト/CLAMP
(C) 2007 CLAMP/河出書房新社

― ベルンハルトM.シュミッド 日本初の写真展 ―道のむこう

本展は、世界のさまざまな道の風景を撮り続けてきた写真家ベ
ルンハルト M.シュミッドの、日本で初めての写真展です。
これまでに刊行された写真集『道のかなた』
『道のつづき』
『道
のむこう』
『003 どこまでも続く道』に収録されている世界中
の美しい道の写真の中から選ばれた約 40 点をオリジナルプリ
ントで展示販売いたします。
期間：2007 年 3 月 2 日（金）～3 月 14 日（水）
＊会期中無休
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで）

◆開催概要

ぞうのエルマー

(C) 2006 Bernhard M.Schmid/PIE BOOKS/G.I.P.Tokyo

アートコレクション
本展は、イギリスで生まれた絵本のキャラクター『ぞ
うのエルマー』をテーマにした展覧会です。
絵本『ELMER THE PATCHWORK ELEPHANT』シ
リーズは、イギリスの絵本作家デビッド・マッキーの
代表作で、1968 年の登場以来、世界 25 カ国で翻訳さ
れています。
絵本の主人公エルマーは、パッチワーク柄のカラフル
な象ですが、その絵本の原画は油彩、水彩、パステル
などの画材を自由に使って描かれています。今回はそ
の原画を展示、印刷された絵本とは異なる魅力を間近
に見ることができる貴重な機会となります。
また、併せて絵本やエルマーのグッズを一同に集めて
の販売も行います。

(C) 2006 David Mckee

◆開催概要

期間：2007 年 3 月 16 日（金）～3 月 28 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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パルコ劇場・その他演劇公演

パルコ演劇関連新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パルコ・プロデュース公演

コンフィダント・絆
■ 会場：パルコ劇場（渋谷パルコ・パート 1 9F）

三谷幸喜、待望の新作がこの春パルコに登場！

彼らは芸術家であるがゆえに、結束し、芸術家であるがゆえに、憎しみ合い、芸術家であるがゆえに、それを隠した。

1888 年、パリ。ムーラン・ルージュに程近い、とあるカフェ。
そこに集まる４人の無名の画家たち―ゴッホ、ゴーギャン、スーラ、シェフネッケル。
４人は親友でもあるが、同時にライバルでもある。
信頼、友情、うぬぼれ、嫉妬。様々な思いが渦巻きながらも、毎日のように朝まで飲み明かし、
そして語り合った。それは微妙なバランスの上に成り立つ「友情」
。
しかしその均衡が崩れる時が来た。
ある夜、一人の女を巡って、4 人の画家たちの静かな攻防が始る…。
果たして芸術家たちの間に真の友情は成り立つのか？、というテーマを問いかける、三谷幸喜、渾身の新
作が充実のキャストを得て、この春、パルコ劇場に登場します。
＜作･演出＞ 三谷幸喜＞
＜出演＞ 中井貴一 寺脇康文 相島一之 堀内敬子 生瀬勝久
［公演日程］ 2007 年 4 月 7 日（土）～5 月 6 日（水） ［4 月 7 日、8 日はプレヴュー公演］
［料金］ 9,000 円 ［プレヴュー公演 8,500 円］ （全席指定･税込）
前売開始 2007 年 3 月 18 日（日） ※プレヴュー公演は 3 月 31 日（土）発売
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）２００７年春の注目公演

双頭の鷲
美輪明宏の演出・主演の名舞台『双頭の鷲』
。熱い再演
の期待にお応えして、キャストも新たに、更に練り上
げられた作品として上演いたします。
フランスの天才、前衛マルチ・アーティスト ジャン・
コクトーが、1946 年に書き上げ、また自らの手により
映画化もした名作『双頭の鷲』は、コクトー作品に主
演してきたジャン・マレーが、ジャン・コクトーに「一
幕は沈黙。二幕は饒舌。三幕は階段落ち」の芝居を依
頼したことにより出来上がりました。
オーストリー・ハプスブルグ家最後の王妃エリザベー
トの数奇なる実話を元にコクトーが独創的に探求した
物語です。
19 世紀ヨーロッパに君臨する王家を舞台に、王妃失脚
暗殺を企む皇太后一派の陰謀、皇太后の情夫である警
視総監フォエーン伯爵と王妃に純愛をささげる反政府
詩人スタニスラスとの死闘。毒薬と剣によって炸裂す
る王妃と詩人、
＜無政府主義精神を持つ王妃＞と＜王党派精神を持つ無政府主義の詩人＞…このふたりの命がけの恋の結
末は・・・!?
一見すると難解な戯曲であるこの作品を、美輪明宏が卓越した理解力・読解力をもとにした演出で、ダイ
ナミックで気品があり、分かりやすく説得力のあるエンタテイメントとして演出します。
キャストは、王妃の相手役、暗殺を目論み侵入した若き革命詩人スタニスラス役に、
『黒蜥蜴』では愛人の
雨宮役、
『椿姫』ではアルマン役、
『愛の讃歌』では、エディット・ピアフを再起させた 21 歳年下の青年テ
オ・サラポを演じ好評を博している木村彰吾が挑戦。警視総監フォエーン伯爵には、今回が美輪氏とは初
競演となる長谷川初範。王妃の読書係エディット役には、美輪氏とは『椿姫』以来となる夏樹陽子。
フェリックス公爵には 97 年の本作の上演でも好演した柄沢次郎。王妃の従順な召使・口の利けないトニー
役には、総合格闘家の大山峻護が舞台に挑戦します。
＜作＞ ジャン・コクトー ＜翻訳＞ 池田弘太郎 ＜演出＞ 美輪明宏
＜出演＞
美輪明宏 木村彰吾
長谷川初範 夏樹陽子 柄沢次郎 大山峻護
［公演日程］ 2007 年 3 月 3 日（土）～4 月 1 日（日）
［料金］ 10,500 円（全席指定･税込） ※未就学児の入場不可

前売券発売中

◇全国公演のご案内◇
4 月～5 月に仙台、静岡、神奈川、富山、松本、名古屋、新潟、大阪、福岡、広島、宇都宮の各地での公演
を予定しています。

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

２ 月 の 主 要 企 画

ANGRA <アングラ> （写真右上）
BLIND GUARDIAN <ブラインド・ガーディアン> （写真右下）
2 月 8 日（木） 広島クラブクアトロ
91 年ブラジルで結成、ヘヴィ･メタルとクラシックを融合したドラマテ
ィックなサウンドで圧倒的な人気を誇るアングラ。80 年代から活動し、
ドイツのヘヴィ・メタル・シーンの中核をなすブラインド・ガーディア
ン。いわゆる“メロディック・パワー・メタル”の先駆的存在とされ、
ヘヴィ・メタル・ファンの間で高い支持を得ている大物バンド 2 組によ
るダブル・ヘッドライン・ツアー。

DONAVON FRANKENREITER
<ドノヴァン・フランケンレイター>
guest: TIMMY CURRAN <ティミー・カラン>
2 月 11 日（日） 広島クラブクアトロ
2 月 15 日（木） 名古屋クラブクアトロ
72 年米国カリフォルニア生まれ。
10 代の頃はフリー・サーファーとして活動し、
その後音楽活動を開始。ジャック・ジョンソンのレーベルと契約し、04 年にメ
ジャー・デビュー・アルバムを発表した。アコースティック楽器を中心とした心
地よいサウンドで、ジャック･ジョンソンに代表されるサーフ･ロック・シーンの
代表的存在となった。昨年リリースしたセカンド・アルバムを携えての 2 度目の
来日ツアー。

PHOENIX <フェニックス>
2 月 24 日（土）、25 日（日） 渋谷クラブクアトロ
2 月 27 日（火） 名古屋クラブクアトロ
2 月 28 日（水） 心斎橋クラブクアトロ
フランス、ベルサイユ出身の 4 人組。2000 年にアルバム・デビ
ュー、甘酸っぱいキャッチーな名曲「トゥー・ヤング」が話題
となり、タヒチ 80 などと並びヨーロッパ産新世代ギター・ポッ
プ・バンドとして注目を浴びた。
『ロスト・イン・トランスレーション』に続き、ソフィア･コッポラ監督の最新作『マ
リー・アン・トワネット』のサウンドトラックにも参加。ロック色を強めた最新作『It’s Never Been Like That』を
携えての初の単独対日ツアー。

パルコマネジメント・アーティスト情報
MO’SOME TONEBENDER
2 月 21 日 ニューアルバム『SUPER NICE』リリース！
COCP-50973 ¥2,940（税込）
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パルコ出版の新刊情報

リビドー・ガールズ

女子とエロ

神谷巻尾 編

2007 年 3 月初旬発売 定価：1,470 円（税込）
判型：四六判ソフトカバー 頁数：216 ページ
装丁：葛西恵 表紙イラスト：鈴木志保
今、女性の間で話題になっているボーイズラブ、ティーンズラ
ブ、レゲエダンス・・・
女性特有のエロスカルチャーについて、気鋭の女性ライターた
欲

望

ちが、リビドーを追求し、遊び、妄想する、画期的な“女子的
エロス”文化論です。
●本書内容の一部
「禁断のエステ」 辛酸なめ子
「女の子のための ロマンポルノ鑑賞ガイド」真魚八重子
「少女たちは欲情する――エッチ系少女マンガの現在」
堀越英美
「この世に残された最後の楽園はボーイズラブだぜ、ベイベ
ー」
金巻ともこ
「やおいとスラッシュが出会った時代にツカまって」
スラッシュ君
座談会「文化系女子のヰタ・セクスアリス」
・・・・and more!
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