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ＭＯＮＴＨＬＹ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
●

２００７･４
パルコのトピックスをご紹介します
＜Pickup Topics＞
◆ 2007 年 パルコ水着キャンペーンのご案内
・2007 年 パルコ水着キャンペーンモデルは人気急騰中！
リア･ディゾンに決定！！
・パルコ限定水着のご案内、展開店舗一覧等
＜演劇関連＞
・ パルコ劇場・ル テアトル銀座 by PARCO企画公演新着情報
＜音楽関連＞
・ クラブクアトロ ４月の主要企画
＜映画関連＞
・ シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 春の上映ラインナップ
＜出版関連＞
・ 新刊のご案内

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 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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◆２００７年 パルコ水着キャンペーンのご案内
毎年 3 月～8 月にかけて実施しているパルコ水着
キャンペーン。今年は広告キャンペーンモデルにグ
ラビアモデルを経て、現在 10 代～20 代を中心と
した女性にも熱い支持を得ているリア･ディゾンを
起用いたします！
テーマは「グラマラス＆ビューティー」。
ナチュラルに美しい表情と女性らしいボディライン、
女性があこがれる理想像として、「いい女オーラの
ある女性」をリア･ディゾンが表現。
ドールのようにキュートなイメージのリアがこんが
り日焼けしたクールで格好いい大人の女性に大変
身します。

＜着用ビキニ 三愛水着楽園パルコ限定水着＞
￥13,650
着用しているのは三愛水着楽園のパルコ限定商品。
カラー展開が注目されている今年の水着トレンド、白砂と小
麦色の肌に映えるピンクの水着は、パルコ別注カラー商品。
肌ざわりのよいパイル素材とフェミニンな印象の大きなサテ
ンリボンが特徴。
鮮やかなピンクはパルコだけの限定発売です。

●パルコでは 3 月渋谷パルコを皮切りに、全国にて随時水着キャンペーンを展開。
新しいリア･ディゾンの魅力があふれる本広告ポスターはキャンペーンと同時に 3～5 月にかけてパルコ各
店に登場します。
【スタッフリスト】
アートディレクター
松山 智一
カメラマン
石黒 幸誠（go relax E more）
ヘア
AZUMA
メイク
Ｋｅｉｋｏ MORISAKI
スタイリスト
柳田 真樹
プロデューサー
中野 剛
モデル
リア･ディゾン
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◇渋谷パルコ水着キャンペーンスタート！
●パルコ水着サイト開設
2007 年新着水着をずらっと 100 点ご紹介、さらに水着メーカーへの
トレンドインタビューなど、今年の水着情報が満載！
４月下旬開設 www.parco-swim.com
＜直行便スリランカ航空で行く！
極上リゾートモルディブの旅 プレゼント！＞
□応募期間：5 月 25 日（金）～6 月 30 日（土）
期間中、パルコ水着サイトよりアクセスご応募頂いた方の中から、
抽選で 20 組 40 名様を憧れのリゾート「モルディブ」にご招待！
ご応募はこちら→ www.parco－swim.com
※詳細はパルコホームページにてご確認下さい。
協力：モルディブ政府観光局 スリランカ航空

●ゼロゲート３F三愛水着楽園 早くもオープン!
渋谷パルコではゼロゲート３Ｆに三愛水着楽園が早くもオープン！キャンペーンモデル「リア・ディゾン」着用
のパルコ限定カラー商品から今年一押しのバルーン型パンツまで豊富に品揃え
＜パルコ限定水着販売＞
2007 年パルコ限定水着が登場！別注カラーや限定プリントなど、パルコだけでしか手に入らない水着
20 型（予）が随時入荷致します。
○商品例

人気のデザインの別注カラー
ＨＡＰＰＹなカラフルラインが登場！

\13,650

（5/25 入荷予定）

引き続き人気のボーダーは
シャイニーカラーとリボンで今年らしく！

\16,800

（5/25 入荷予定）

リボンは大きく、フリルはたっぷり、
フェミニンスタイルはよりゴージャスに！

\14,700

（5 月初旬入荷）

＊ パルコ限定商品は他のショップでも展開中です。詳細はお問合せ下さい。
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＜４月中下旬～ リア・ディゾン表紙「PARCO SWIM DRESS BOOK」パルコ館内に設置（TAKE
パルコ水着カタログが完成しました。水着展開店舗館内にて配布予定です

FREE）＞

＜水着お買上の方に新発売「ＭＡＴＣＨ ＣＬＥＡＲ」プレゼント＞
パルコ水着ショップ（店舗一覧参照）にて水着をお買上の方に先着にて、ビタミン＋ミネラル・
微炭酸をベースに、とことんクリア感・透明感にこだわった新しい炭酸飲料『ＭＡＴＣＨ ＣＬＥＡ
Ｒ（マッチクリア）』５００ml ペットボトルをプレゼント！
※プレゼント期間は各店異なります。詳しくは各店にお問い合わせ下さい。
※なくなり次第終了させていただきます。
＜水着展開店舗一覧＞

渋谷 PARCO

三愛水着楽園
ロコブティック
ラウレア
エアカラーズ
エアカラーズ ライツ
パルコ水着楽園

セロゲート・３F
パート１・４F
パート３・2F
パート１・４F
パート３・5F
パート３・７F

開催中
4 月 18 日～
5 月 10 日～
6 月上旬～
6 月上旬～
7 月中旬～

池袋 PARCO

三愛水着楽園
エアカラーズ
ピーク＆パイン
ラウレア
ステファンズホノルル

P'８F
P'８F
P'８F
P'８F
P'８F

6 月 1 日～
6 月 1 日～
6 月 1 日～
6 月 1 日～
6 月 1 日～

調布 PARCO

三愛水着楽園

５F

6 月 13 日～

吉祥寺 PARCO

三愛水着楽園

１F

6 月 7 日～

千葉 PARCO

三愛水着楽園
エアカラーズ

１F
２F

開催中
開催中

スイムスーツマーケット

B 館６F

5 月下旬～

津田沼 PARCO

新所沢 PARCO
エアカラーズ
パルコ館２Ｆ
※ 全国パルコでも随時展開予定。詳しくはお問い合わせ下さい。

開催中

＜全国パルコにて水着ファッションショーを開催！＞
4/30
名古屋パルコ
5 月下旬(予） 札幌、静岡、松本パルコ
6 月上旬(予） 渋谷パルコ
時間・場所等詳細については次号にてお知らせ致します
■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：
株式会社 パルコ 宣伝局
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パルコ劇場・その他演劇公演
◇パルコ劇場・ル テアトル銀座 by PARCO企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●江原啓之 スピリチュアル･ヴォイス ２００７
～未来の創り方～
公演日程 2007/4/4(水)～4/13(金)
構成・総合演出・出演 江原啓之
特別追加公演決定！！
会場： 東京国際フォーラム・ホール C
日程： 2007 年 5 月 25 日(金)18：30／26 日(土)17：00
前売料金： 8,000 円(全席指定・税込)
一般発売日： 2007 年 4 月 22 日(日)
運営協力： サンライズプロモーション東京
※ 未就学児の入場不可

●魔法の万年筆
公演日程 2007/5/12(土)～6/12(火)
脚本・演出 鈴木 聡
音楽 本多俊之
出演 稲垣吾郎
西牟田恵 三鴨絵里子 久世星佳
山崎 一 阿南健治 小林隆 河原雅彦
稲垣吾郎が『謎の下宿人～サンセット・アパート』（2003 年）以来、
パルコ劇場のステージに再び立ちます！
セクシーでいてクール、そしてちょっぴりシャイ。
そんな日本のトップアイドル稲垣吾郎が、これまで演じたことの無
い役柄に挑戦します！
栄光をつかんだにもかかわらずどん底にも落ち、決してカッコイイ
とは言えないかもしれないけれど、それでも欲望に忠実にエネル
ギッシュに生きていく一人の男の姿を哀しくもユーモアたっぷりに
演じます！
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舞台は 1920 年代のニューヨーク。ジャズと狂乱の時代。
自由を求める人々が、音楽・文学・映画・演劇とさまざまな分野におけるエンターテインメントで、空前の活
況を見せようとしていた時代。若き小説家のパーカーも、時代の渇望に応えようと、傑作を生み出すことに
取り組んでいた。
しかし、なかなか小説を書けないパーカーは、傑作を書くのにふさわしい万年筆を捜し、担当編集者にお金
を借りて、たった 5 ドルの魔法の万年筆を手に入れる。
すると、NY の小説界の大流行作家となり、プライベートも順調に…。
しかし…。
稲垣吾郎、鈴木聡・本多俊之とタッグを！
昨年末、第 41 回紀伊國屋演劇賞を受賞した鈴木聡。今、まさに魔法の万年筆を得たのか（！？）、ノリに
のっての書き下ろし作品です。
二枚目の稲垣吾郎を、情けなく、悲惨で、どうしようもなくカッコ悪いからこそ、チャーミングな人間として描
きます。
稲垣吾郎主演のドラマ『ホシに願いを』（ＮＨＫ）以来ふたたびの、そして舞台では初、稲垣吾郎、鈴木聡、本
多俊之、この三つの素晴らしい才能がタッグを組みます！
いまだかつてないお洒落な“おとなのお伽噺”、どうぞご期待下さい！
会場 PARCO 劇場
料金 8,400 円（全席指定・税込）
一般発売日 2007 年 4 月 22 日(日)
上演時間 未定
当日券販売 未定
製作 (株)パルコ
企画制作 (株)パルコ／(株)Me&Her コーポレーション

＜パルコ劇場 公演日程＞
2007 年
12(土) 13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) 20(日) 21(月) 22(火) 23(水)
5月
14：00
19：00

●
●

●
●

●

休演

●
●

●

●

●

●
●

●

休演

2007 年
24(木) 25(金) 26(土) 27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 31(木)
5月
14：00
19：00

●
●

●

●

●

●
●

●

休演

●

2007 年
1(金) 2(土) 3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 10(日) 11(月) 12(火)
6月
14：00
19：00

●
●

●

●

●
●

●

休演

●
●

●

●

●

●
●

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
※大阪公演あり
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●サムシング・スイート
公演日程 2007/6/17(日)～7/3(火)
作 中谷まゆみ 演出 板垣恭一
出演 星野真里 辺見えみり 山崎樹範 井端珠里 金子 昇
人生には甘いものが必要だ。
女ともだちとその恋人たちの、ひと夏のものがたり。
「お父さんの恋」「ラブハンドル」でご好評をいただいた、作：中谷まゆみ・演出：
板垣恭一コンビによる最新作にしてパルコ劇場第３弾、「サムシング・スイート」。
この作・演出コンビは、2000 年より「ビューティフル・サンデイ」、「ペーパーマリッ
ジ」、「今度は愛妻家」とロマンチック・コメディを発表。その温かい肌触りの舞台
が、着実に共感を得てきました。そしてパルコ劇場初進出となった２００５年「お
父さんの恋」は、チケットが即日完売する人気を呼び、内容も、「笑って泣ける」
新しい形のコメディとして、高い評価をいただきました。続く２００６年「ラブハンドル」では、真正面から恋愛を
描き、さらに多くの涙とご好評をいただきました。
「５センチのハッピーエンド」の劇世界
このコンビが創る舞台は、いつも、登場人物たちの気持ちが、最後に少しだけ上向きになったところで幕が降
ります。
現実は一寸先が闇。一瞬ハッピーでも次の瞬間、地獄を見たりするし。生きてる限り終わりがないし。その分、
せめて作り物の芝居で幕が閉じるときだけは、ささやかに安心したい」と脚本家は考えています。
それを演出家は「5 センチのハッピーエンド」と呼んで創り上げます。
それが、彼らの舞台のシンプルな説明になっています。
背伸びせず、目のつけどころを少し変えるだけで生まれる、「ほんのちょっとした幸せ」。
最新作「サムシング・スイート」は、
ふたりの女ともだちと、その恋人たちの甘く切ない物語です。
会場 PARCO 劇場
料金 6,800 円（全席指定・税込） 一般発売日 2007 年 4 月 21 日(土)
上演時間 未定 当日券販売 未定
＜パルコ劇場 公演日程＞
2007 年 6 月 17(日) 18(月)

19(火)

20(水)

21(木)

14：00

25(月)

26(火)

27(水)

●

休演

●
●

2007 年 6 月 28(木)

29(金)

●
30(土)

●

15：00

●

17：00
19：00

24(日)
●

休演

19：00

14：00

23(土)

●

15：00
17：00

22(金)

●

●

●

●

2007 年 7 月

1(日)

2(月)

3(火)

14：00

●

●

●

●

15：00
17：00

●

●

●

19：00

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
※大阪公演あり
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●若林ケン ＣＨＡＮＳＯＮ ＴＨＥＡＴＥＲ
－Le Bouquet des chansons シャンソンの花束－
公演日程 2007/6/30(土)19：00 開演（18：30 開場）
出演 若林ケン
ここからはじまる歌がある…。
人生に花を、そして人生に歌を。
若林ケンが贈る、歌＜シャンソン＞という情熱の花束を、
すべての人に！
全国各地で感動 の拍手をもって迎えられている『CHANSON
THEATER』は、1 つ 1 つの楽曲からまるで映画やお芝居のように、
様々な人生のシーンが浮かび上がる、タイトルに相応しいコンサ
ートとなっています。
今回も、これまでのコンサートで創り上げてきた世界観は崩さず、
演劇のような演出で、コンサート全曲を通してひとつのストーリー
を紡ぐかのような新しいスタイルのステージに挑戦する予定です。
｢何事も遅すぎることはない。誰でも人生の最後に青春を持ってくることができる｣と語る、若林ケン。60 歳を
越えてますます活躍の幅を広げていく若林ケンが贈る、歌＜シャンソン＞という花束が、きっと世代を超えた
観客の心の扉を開くことでしょう。
若林ケン、遂にメジャーデビューへ！ 第二章がいよいよ始動！！
還暦を機にリリースした CD『CHANSON THEATER』と、若林ケンの人生を変えた名曲を集めたミニアルバム
『CHANSON THEATER PRELUDE』は、今でも多くの人の心をつかんで感動を与えています。
その若林ケンが今年いよいよ、人生の第二章を始動させます！かねてから期待されていたメジャーデビュー
が決定し、6 月にソニー・ミュージックダイレクトより新曲を含むニューアルバム『花束～Bouquet de CHANSON
～』を発表。さらにより多くの方々に魂の歌声をお届けします。団塊の世代に勇気を与えてきた若林ケン自身
が、再び新たな青春をスタートさせます。
“大人”だからこそ味わえる円熟なる若林ケンの世界にどうぞ、ご期待ください！
会場 ル テアトル銀座 by PARCO
料金 7,000 円（全席指定・税込）
※未就学児入場不可
一般発売日 200７年 4 月 14 日(土)
上演時間 未定
当日券販売 未定
お問合せ サンライズプロモーション東京 0570-00-3337
主催 TBS ラジオ
協力 ソニー・ミュージックダイレクト
企画制作 (株)アール・ヴィジョン、(株)パルコ
製作 (株)パルコ
※大阪・神奈川・名古屋公演あり

●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
●ル テアトル銀座 by PARCO 公式ホームページ http://www.theatres.co.jp/letheatre/
東京都中央区銀座 1-11-2
銀座テアトルビル 3Ｆ
℡ 03-3535-5151
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情

クラブクアトロ４月の主要企画
◇MADELEINE PEYROUX <マデリン・ペルー>
4/2（月）・3（火）渋谷、4/5（木）心斎橋
1974 年米国ジョージア州生まれの女性シンガー。96 年にデビュー後、8 年のブランクを経て発表した 2 作目
『ケアレス・ラヴ』が全世界で 100 万枚を超える大ヒットを記録した。魅惑的な歌声とカリスマ性を感じさせる佇
まいで“21 世紀のビリー・ホリディ”と称されている。2 年ぶりの最新作『ハーフ・ザ・パーフェクト』を携えての初
来日公演。

◇ RAPTURE <ザ・ラプチャー>
4/9（月）心斎橋、4/10（火）名古屋、4/11（水）渋谷
パンク、ハウス、ファンク、ディスコをブレンドした独特の
サウンドが話題を呼び、UK で火がついた NY 発のバンド。
1998 年に結成されメンバーチェンジを経て 2003 年に
メジャー・デビュー。NY の人気プロデュース・チーム DFA と
組み、パンクの衝動とダンス・ミュージックが融合させた
新鮮なサウンドが大反響を呼んだ。Summer Sonic06 出
演に続く、初の単独来日ツアー。

◇DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN (デート・コース・ペンタゴン・ロイヤル・ガーデン)
4/14（土）名古屋、4/15（日）心斎橋、4/16（月）広島
様々なユニット/プロジェクトや講師/文
筆業等で多忙を極める希代の表現者、
菊地成孔率いるビッグ・バンド。1970 年
代のマイルス・デイヴィスをベースにジャ
ズ、ファンク、ソウル、アフロ、現代音楽
などを融合したエレガンスと暴力性が同
居するカオティックなグルーヴに信奉者が
続出している。4/6 にリリースされるニュ
ー・アルバム『アメリカ』を携えての 1 年ぶ
りのツアー。
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◇TONY JOE WHITE <トニー・ジョー・ホワイト>
4/16（月）渋谷、4/17（火）心斎橋
60 年代末から 70 年代初頭にシーンを席巻した米国
南部ルーツ音楽ベースのロック・サウンド＝“スワン
プ・ロック”を代表するシンガー・ソングライター。エル
ヴィス・プレスリーを始めとする他アーティストにも数多
く楽曲提供している事でも知られる。エリック・クラプ
トン、マーク・ノップラー、マイケル･マクドナルド等が参
加した待望の新作を携えての 26 年ぶりとなる貴重な
来日公演。

【マネージメント・アーティスト情報】
●MO’SOME TONEBENDER
2/21 にリリースしたニュー・アルバム『SUPER NICE』の発売記念ツアー“革命的ヴィジョンを世界に提示する
ツアー”を 3 月から継続して開催。
ツアー・ファイナル＝4/8（日）日比谷野外音楽堂
●アナログフィッシュ
各地ｹﾞｽﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞを招いたカップリング・ツアー“SPRING SCRAMBLE SESSIONS”を開催
4/15（日）福岡BEAT STATION 共演：髭(HiGE)
4/17（火）広島クラブクアトロ 共演：髭(HiGE)
4/19（木）名古屋クラブクアトロ 共演：clammbon
4/21（土）心斎橋クラブクアトロ 共演：tobaccojuice
4/24（火）渋谷クラブクアトロ 共演：tobaccojuice

○ クラブクアトロホームページ⇒ http://www.club-quattro.com/
公演に関するお問合せは下記まで
パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 音楽担当
●渋谷クラブクアトロ 東京都渋谷区宇田川町 32-13 クアトロ・パルコ 4・5F
●名古屋クラブクアトロ 愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ東館 8F
●心斎橋クラブクアトロ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-9-1 心斎橋パルコ 8F
●広島クラブクアトロ
広島県広島市中区本通 10-1 広島パルコ本館 10F
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パルコ 映画関連情報
◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 春の上映ラインナップ

『プルコギ』
史上初！The 焼肉ムービー
白肉派“プルコギ食堂”VS 赤肉派巨大焼肉チェーン店“虎王”…宿命の対決が始まる！焼肉を愛する料理人
の対決の行方は!?
おなかも心も満たされる食エンタテインメント！

いよいよ５月５日よりロードショー！
公式サイト⇒http://www.yakiniku-movie.com/

監督：グー・スーヨン
出演：松田龍平、山田優、ＡＲＡＴＡ
主題歌：『NAVEL』山崎まさよし（UNIVERSAL）
配給：ファントム・フィルム

（c）プルコギ制作委員会

＜映画関連＞
シネクイントホームページ⇒http://www.cinequinto.com/
携帯サイト⇒http://www.parco-city.co.jp/cq/
●当社映画関連企画に関するお問い合わせは、
パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 映像担当 ℡ 03-3477-8911
●シネクイント上映スケジュールに関するお問い合わせは
東京都渋谷区宇田川町 14-5 渋谷パルコ パート 3・8F ℡ 03-3477-5905
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パルコ出版刊行物
◇タイトル：卵・乳製品ゼロのホームベーカリーレシピ
著：上田まり子
判型：200×190 ミリ
本体価格：1500 円（税別）
発売予定；4 月中旬
ホームベーカリーの達人、上田まり子の
「MK ホームベーカリー・レシピ」に続く 2 年振りの新刊です！
ホームベーカリーでおいしく焼ける、卵・乳製品ゼロのパン。
バターなしとは思えないほど、ふんわりリッチな味わいです。
今、大注目の米粉を使ったパンは、香ばしく、もちもちの食
感。
ホームベーカリーだから、とにかく簡単・手軽に作れるのが最
大の魅力。
アレルギー体質の方や、ダイエット中の女性にもうれしい、
◇タイトル：「eat more greens」RECIPE BOOK (イートモアグリーンズ レシピブック)
著：eat more greens
判型：225×152 ミリ
本体価格：1300 円（税別）
発売予定；4 月中旬
ニューヨークスタイルの ベジタブルカフェ＆ベーカリー。
東京・麻布十番に新規オープンのベジタブルカフェ、「eat more
greens」。
肉・魚・卵を一切使用せず、穀物と野菜を中心にしたメニューは、
テレビや雑誌で次々と紹介され、早くも話題沸騰！
サラダ、スープ、パスタ、ピザ、ピタサンド等のお食事メニューから、
マフィン、スコーン等のスイーツまで、全６３レシピを一挙紹介。

＜パルコ出版刊行物＞
パルコ出版ホームページ⇒http://www.parco-publishing.jp/index.html
● 当社出版物に関するお問合せ
パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 出版担当
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※今回ご案内の各企画詳細につきましては、下記各担当部門にもお問合せください。
企画名

担当

＜水着関連＞

電話番号

パルコ 宣伝局

＜演劇関連＞

パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局

劇場担当

＜音楽関連＞

パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局

音楽担当

03-3477-5713
03-3477-5857
03-3477-5831

＜映画関連＞

シネクイント上映スケジュールに関するお問い合わせは シネクイント（℡03-3477-5905）まで
その他、当社映画関連企画に関するお問い合わせは、
パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 映像担当（℡03-3477-8911）まで

パルコ

＜パルコ出版刊行物＞

ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 出版担当

03-3477-5755

＜トピックス関連、その他パルコへのお問合せ、また本紙他プレス資料のお送り先住所、ご担当者様の変更、追加等のご用命は、下記
担当宛にご連絡ください。＞

株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）電話：03-3477-5710 FAX：03-3477-5769
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