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２００７･5
パルコのトピックスをご紹介します
＜Pickup Topics＞
・パルコ水着ファッションショー開催！
・２００７パルコ限定水着２１型が登場！
・水着取扱ショップ一覧
＜アート関連＞
・「パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド」展
＜パルコミュージアム＞
・「魅惑のキノコ展～切手と図鑑で巡るキノコ紀行～」
＜ロゴスギャラリー＞
・ホンマタカシ写真展 「ＮＥＷ ＷＡＶＥＳ」
＜ロゴスギャラリー＞
・「2007 SUMMER LOGOS 洋書バザール」
＜ロゴスギャラリー＞
＜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 ５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） 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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＜Pickup Topics＞
●パルコ水着ファッションショーを開催！
５月下旬より、パルコ各店にて 2007 水着ファッションショーを開催！
三愛水着楽園をはじめ、各パルコの水着ショップより、パルコ限定水着を含めた新作水着
２０～２５着をご紹介！いち早く今年の水着トレンドをお届けします！

○６月６日(水)

渋谷パルコ・パート１店頭 ①13:00～ ②15:30～（予）

○５月２５日（金）
札幌パルコ・店頭
18:00～（予）
○５月２６日（土）
静岡パルコ・店頭
15:30～（予）
○５月２７日（日）
松本パルコ・店頭
15:00～（予）
○６月下旬
宇都宮パルコ
15:00～（予）
＊場所、時間は変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください

☆2007 三愛水着イメージガール 木下優樹菜さんがゲストモデルとして登場！
２００７年三愛水着イメージガール木下優樹菜さんが水着ファッションショーのゲストモデルとして出
演！ショーの後は木下優樹菜さんスペシャルトークで盛り上がります。

ゲスト出演店舗

渋谷パルコ、静岡パルコ、
松本パルコ、宇都宮パルコ

※出演時間等、詳しくはお問い合わせください。

各店ファッションショー当日取材につきましては、下記お問い合わせください。
渋谷パルコ
パルコ宣伝局
０３－３４７７－５７１３
札幌パルコ
札幌パルコ営業課
０１１－２１４－２１５１
静岡パルコ
静岡パルコ営業課
０５４－２７２－８０００
松本パルコ
松本パルコ営業課
０２６３―３８－２１０１
宇都宮パルコ
宇都宮パルコ
０２８－６１１－２１２１

●２００７パルコ限定水着２１型が登場！
国内４メーカーによるパルコ別注水着全２１型３５点を全国パルコ各ショップにて販売いたします。パル
コ水着キャンペーンポスターにてリアディゾンが着用しているビキニをはじめ、今年のトレンドを盛り込
んだアイテムを揃えました。

＜限定商品型数＞
三愛水着楽園
エアカラーズ
ピーク＆パイン
ラウレア

１０型
６型
２型
３型
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●全国パルコ水着ショップ一覧
渋谷パルコ

池袋パルコ

名古屋パルコ

広島パルコ

三愛水着楽園

ゼロゲート・３F

開催中

ロコブティック

パート１・４F

開催中

ラウレア
エアカラーズ

パート３・2F
パート１・４F

開催中
6 月上旬～

エアカラーズ ライツ

パート３・5F

6 月上旬～

パルコ水着楽園

パート３・７F

7 月中旬～

ピーク＆パイン、ラウレア

P'８F

6 月 1 日～

ステファンズホノルル
三愛水着楽園

南館１０F・東館７F

開催中

エアカラーズ ライツ

南館４F

開催中

ラウレア、ロコブティック

南館９F

開催中

三愛水着楽園、エアカラーズ

ピーク＆パイン

南館４F

5 月下旬～

ラウレア

本館 B1F

開催中

ピーク＆パイン
エアカラーズ

本館４F
新館７F

開催中
開催中

三愛水着楽園

本館８F

6 月 1 日～

札幌パルコ

三愛水着楽園

本館３F・８F

開催中

静岡パルコ

三愛水着楽園

６F

5 月下旬～

ピーク＆パイン

６F

5 月下旬～

松本パルコ

三愛水着楽園
ピーク＆パイン

１F
２F

開催中
6 月 1 日～

宇都宮パルコ

三愛水着楽園

３F・５F

開催中（３F は 6 月下旬～）

大津パルコ

ラウレア

２Ｆ

開催中

熊本パルコ

三愛水着楽園

１F・8Ｆ

開催中（８F は 6 月上旬～）

ラウレア

３F

開催中

大分パルコ
調布パルコ

三愛水着楽園
三愛水着楽園

４F
５F

5 月 23 日～
6 月 13 日～

吉祥寺パルコ

三愛水着楽園

１F

6 月 7 日～

千葉パルコ

三愛水着楽園

１F

開催中

エアカラーズ

２F

開催中

津田沼パルコ

スイムスーツマーケット

B 館６F

5 月下旬～

厚木パルコ
新所沢

三愛水着楽園
エアカラーズ

B１F
パルコ館２Ｆ

6 月 22 日～
開催中

この件に関するお問合せ ㈱パルコ 宣伝局
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パルコ アート関連企画 ／パルコミュージアム ・ ロゴスギャラリー

www.parco-art.com

＜パルコミュージアム＞
●「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」展
ジャック

世界の果てまで 制 覇 する
ー 全世界を熱狂させた史上空前のエンターテインメント
待望のシリーズ３部作ついに完結！ ー
「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズ 3 部作の完結編「パイレー
ツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド」全世界同時公開（2007
年 5 月 25 日(金)）を記念して、「パイレーツ・オブ・カリビアン／ワ
ールド・エンド」展をパルコミュージアム（渋谷パルコ・パート 3・
7F）にて開催いたします！
主人公「キャプテン・ジャック・スパロウ」や「ウィル・ターナー」な
どの実際に撮影に使用された衣裳をはじめ、様々な小道具をハ
リウッドから輸送し、展示公開します！また 3 部作を振り返るスト
ーリーボードやパネル、日本では展覧会限定上映の貴重なＩＬＭ
の映像を一挙ご紹介いたします。会場内ショップでは、映画関連
グッズを幅広く取り揃え販売！

（ｃ）Disney Enterprises,Inc．
■タイトル
■会期
■会場
■お問い合せ
■入場料

：「パイレーツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド」展
：２００７年５月１１日（金）～６月４日（月）
10：00～21：00（入場は 20：30 まで／最終日は 18：00 閉場）
：パルコミュージアム（渋谷パルコ・パート３・７Ｆ） 東京都渋谷区宇田川町 15-1
：03-3477-5873
URL： www.parco-art.com （PC/携帯）
：一般 500 円・学生 400 円・小学生以下無料
※本映画半券提示で一般 500 円→300 円、学生 400 円→250 円

■主 催：パルコ
■協 賛：日本ビクター株式会社
■協 力：ブエナ ビスタ インターナショナル (ジャパン)

企画制作：スタジオ・エーワン企画

名古屋パルコにて開催決定！
2007.06.07（thu） - 2007.06.27（wed）
■会 期
10:00am - 9:00pm（入場は 8:30pm まで / 最終日は 6:00pm 閉場）
■会 場
パルコギャラリー（名古屋パルコ 西館 8F）www.parco-nagoya.com/
名古屋市中区栄 3-29-1
■お問合せ 052-264-8370（パルコギャラリー）
■入場料 一般 500 円・学生 400 円・小学生以下無料
※ 本映画半券提示で一般 500 円→300 円、学生 400 円→250 円
※ 渋谷とは展示内容が異なる場合がございます。

■展覧会に関するお問い合せ
株式会社パルコ 宣伝局宣伝担当 電話 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481
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＜ロゴスギャラリー＞

●「魅惑のキノコ ～切手と図鑑で巡るキノコ紀行～」展
この度ロゴスギャラリーでは、『魅惑のキノコ ～切手と図鑑で巡るキノコ紀行～』展を 2007年5月25日（金）
より 6 月 6 日（水）まで開催致します。
キノコに魅せられて早 20 年、『茸日記』（三月兎社）なる詩集も出版されている写真評論家の飯沢耕太郎氏。
5,000 枚以上ものコレクションがあるというキノコ切手を元に、キノコで世界を巡るヴィ
ジュアルブック『世界のキノコ切手 ～around the world with a mushroom stamp～』（発行：プチグラパブリッ
シング）の発刊を記念し、キノコ切手の展覧会を開催致します。
梅雨時だからこそ、かわいらしいキノコ達に会いに来て下さい。きっとじめじめした季節も楽しく過ごせること
でしょう！

左上から時計回り、ブルガリア共和国・ジャージー島・ニューカレドニア島・ノルウェー王国・モンゴル国・ニカラグア共和国

■タイトル： 『魅惑のキノコ ～切手と図鑑で巡るキノコ紀行～』展
■会期 ： ２００７年５月２５日（金）～６月６日（水） ※会期中無休
１０：００～２１：００ 最終日は１７：００にて終了いたします。
■会場 ： ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ
TEL: 電話 03-3496-1287
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1
URL: www.parco-art.com
■イベント： 魅惑のキノコトーク！
6 月 2 日（土）14：00～入場無料
飯沢耕太郎（写真評論家）×大舘一夫（キノコ入門講座）
＊ 会場内混雑状況によっては、入場を制限させていただく事がございます。
＊ 他、イベント続々決定！詳細はwww.parco-art.comをご覧下さい。

■展覧会に関するお問い合せ
株式会社パルコ 宣伝局宣伝担当 電話 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481
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＜ロゴスギャラリー＞
●ホンマタカシ写真展 Takashi Homma Exhibition

「NEW WAVES」

ｃTakashi Homma
○

（ｃ）Takashi Homma

■タ イ ト ル
■会期
■会場
■内容

■イ べ ン ト

なぜ波を撮り続けるのか ――。
ホンマタカシ、８年間の撮影。新たな写真表現へ。
展覧会や雑誌などで発表し続けている「NEW WAVES」シリーズ
が初の書籍化！ パルコ出版から刊行いたします。 その出
版を記念し、ロゴスギャラリーで展覧会を開催いたします。
時代を映し出した作品『東京郊外』で’99 年木村伊兵衛写真
賞を受賞し日本写真界の新世代を象徴する存在として注目を
浴びました。常に厳しく表現を追い求め続けている写真家ホン
マタカシの新しい写真表現の世界をご高覧ください。

： ホンマタカシ写真展 Takashi Homma Exhibition NEW WAVES
： ２００７年６月８日（金）〜 ６月２６日（火） ＊会期中無休
10:00～21:00 最終日は 17：00 に閉場させていただきます。
： ロゴスギャラリー 渋谷パルコ part1 Ｂ1Ｆ
渋谷区宇田川町 15－1 〒150-0042 電話 03-3496-1287
： ホンマタカシ写真集「NEW WAVES」（パルコ出版）刊行記念展です。
２０００年より２００７年まで８年間撮りためた波の作品を待望の書籍化します。
写真集に収録される作品より約３０点を展示・予定しています。
オリジナルプリント販売のほか、２会場のみでの写真集先行販売、ロゴスギャラリー
限定 プリント付限定版写真集を発売予定です。
： 多彩なゲストを迎えてトーク＆サイン会を開催
（予定ゲスト） ＫＩＫＩ（女優・モデル）、長島有里枝（写真家）ほか
詳細はｗｅｂサイトにて告知します

ホンマタカシ Takashi Homma
１９６２年東京生まれ。１９９９年『東京郊外』（写真集、展覧会）で第２４回木村伊兵衛写真賞受賞。
主な作品集に『Tokyo and my daughter』（スイス：Nieves）『きわめてよいふうけい』『東京の子供』
『 Babyland 』 （ リ ト ル モ ア ） 『 東 京 郊 外 』 （ 光 琳 社 出 版 ） 『 Hyper Ballad: Icelandic Suburban
Landscapes』（スイッチパブリッシング）ほか多数。

■展覧会に関するお問合せ先
パルコ 宣伝局
■出版に関するお問合せ先
パルコ エンタテインメント事業局
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＜ロゴスギャラリー＞

●「2007 SUMMER

LOGOS 洋書バザール」

恒例！ 洋書 LOGOS が選りすぐった洋書約７000 冊を特別価格で放出する、夏の洋書バザールを、ロゴス
ギャラリーで開催いたします。
「ほしかったけど手が出なかった」、という意中の洋書を、思いもかけない破格値で手に入れるチャンスです。
ぜひ、ご来場ください。
■タイトル
■会 期
■会

場

200７ SUMMER LOGOS 洋書バザール
2007 年 6 月 28 日（木）～ 200７年 7 月 17 日（火）
10:00～21:00 最終日は 17：00 にて終了いたします。
ロゴスギャラリー 渋谷パルコ Pａｒｔ１ Ｂ１階
電話 03-3496-1287
写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタイル、絵本
などの洋書籍約 7000 冊を、通常店頭価格の 20～80％
（!!）OFF 価格で即売します。多少難ありモノ含め、超目玉、掘
り出しモノが満載！そのほか、雑誌、ビデオ、ポストカードなど
もバーゲン価格で販売する予定です。商品はどんどん追加し
ますので、会期を通して充実した内容になります。
お客様の熱いご要望にお応えし、今回も、通常の超目玉、
掘り出しモノの放出に加え、前回大好評だった特別企画を設
けます！

■「\500・\1,000 均一セール」
超お買い得均一価格セールです！
■「Visionaire オフセール」
Visionaire バックタイトルを、限定数のみ格安で販売いたします。Visionaire ファンなら
見逃せない！
＊両企画とも数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

■本展覧会に関するお問合せ先
㈱パルコ 宣伝局 ℡ 03－3477－5781
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●クミコ
デビュー２５周年記念スペシャル･コンサート 「十年」
公演日程 2007/7/1(日)～7/3(火)
出演 クミコ
ゲスト 井上芳雄
クミコデビュー25 周年を記念して、ミュージカル界のプリンス
井上芳雄をゲストに迎えてのスペシャルコンサート！
会場 ル テアトル銀座 by PARCO
料金 7,500 円（全席指定・税込）
一般発売日 2007 年 5 月 15 日（火）
上演時間 未定
当日券販売 未定
主催 テレビ朝日／ニッポン放送／パルコ／サンライズプロモーション東京
後援 avex io
企画・制作 プエルタ・デル・ソル
お問合せ サンライズプロモーション東京 0570-00-3337
クミコ プロフィール
早稲田大学卒業。1978 年「世界歌謡祭」に日本代表として参加。1982 年からシャンソニエ「銀巴里」に出
演し、プロ活動を開始。2002 年に発売したアルバム「愛の讃歌」収録曲の「わが麗しき恋物語」が大ブレイク
する。
2007 年 3 月 20 日にはエッセイ集「わが麗しき歌物語」(講談社)を出版。
現在は毎月のシャンソニエでのライブ、エッセイ執筆、テレビ・ラジオ出演等、あらゆる方面で活躍中。

ゲスト 井上芳雄 プロフィール
1979 年 7 月 6 日生まれ
福岡県出身
東京芸術大学声楽科卒業
2000 年に、ミュージカル「エリザベート」のルドルフ役で鮮烈なデビューを飾る。以降、その高い歌唱力と存在
感で数々のミュージカルや舞台に出演。役者以外にもソロコンサートやディナーショーなどの歌手活動も積極
的に行っている。
2006 年 第 13 回読売演劇大賞 杉村春子賞を受賞する。

公演日程
2007 年 7 月

1(日)

17：00

●

18：30

2(月)

3(火)

●

●

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
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パルコ・プロデュース
●どか～ん！武春劇場 ｖｏｌ．４
～日本浪曲史と気さくな黒船～
公演日程 2007/7/4(水)～7/8(日)
出演 国本武春 With The Last Frontier
「浪曲」の誕生から隆盛、そして現在から未来への移り変わりを現代
の浪曲師国本武春が明治、大正、昭和、平成とそれぞれの時代にさ
かのぼりながら 5 日間連続で演じ語る「日本浪曲史」。たった 5 日で
浪曲の全てが分かるという画期的な試みであります。
そして黒船来航から丁度 150 年後、海を渡ってアメリカに上陸した
三味線が「ジャパニーズバンジョー」と名を変え、気さくな連中と共に
アメリカから今一番ピュアな音楽「ブルーグラス」を演奏しにやってき
ます。
世界で唯一の三味線ブルーグラスバンド「国本武春&ラストフロンティア」のグルーブ感満載のステージも合わせて
お楽しみください。
トッテオキノ 5 日間!たっぷり!乞うご期待!!
会場 PARCO 劇場
料金 5,000 円（全席指定・税込）
一般発売日 2007 年 5 月 19 日(土)
上演時間 未定
当日券販売 未定
後援 TBS ラジオ
企画製作 (株)パルコ
制作協力 (株)Me&Her コーポレーション
協力 武春堂
公演日程
2007 年 7 月

4(水)

5(木)

6(金)

15：00
19：00

●

●

7(土)

8(日)

●

●

●

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
福岡・大阪・名古屋・横浜公演あり
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●ラスト・ラフ
公演日程 2007/7/11(水)～7/22(日)
作 三谷幸喜
脚色 リチャード・ハリス
演出 ボブ・トムソン
出演 マーティン・フリーマン ロジャー・ロイド・パック
※日本語字幕付英語上演
三谷幸喜の傑作二人芝居「笑の大学」、英語プロダクション
“The Last Laugh”ウエストエンド開幕に先駆けて来日決定！
三谷幸喜が英語訳のために書き直した「笑の大学～
International Version」を、「Stepping Out(ステッピング・アウト)」
などの劇作でも知られる、ベテラン作家 Richard Harris(リチャード・
ハリス)が、英語上演のために初のアダプテーションに挑み、「ブラ
ッド・ブラザース」、「スクルージ」等の Bob Tomson(ボブ・トムソン)
が、かねてより熱望していた本企画の演出、オリジナル舞台「笑の大学」のドラマの普遍性はそのままに、イギリス人
の俳優が演じるユニヴァーサルな作品に仕上がりました。
作家役は、TV ドラマ「The Office」や映画「Love Actually」で日本でも人気がある Martin Freeman(マーティン・フリ
ーマン)、検閲官役は、イギリスの長寿コメディドラマ「オンリー・フール＆ホース」や映画「ハリーポッター～炎のゴブレ
ット」などでお馴染みのベテラン俳優・Roger Lloyd-Pack(ロジャー・ロイド・パック)、実力派コメディ俳優二人の競演
が実現しました。
今年 1 月末、ウインザー（LONDON から 1 時間ほど）の Theatre Royal Windsor(ウインザー王立劇場)にて、無事
開幕しました。イギリス国内のツアー（4 都市 32 ステージ）を経て、各地の地元紙の評価も 5 つ星と上々の船出と
なり、来年 1 月のウエストエンドオープンに向け待機中です。そしてこの度、ウエスト・エンドに先駆けて、オリジナル
カンパニーの来日公演が特別に決定しました。三谷幸喜が世界の扉を開く画期的な公演を、どうぞ日本で目撃して
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 6 月 9 日(土)
上演時間 未定
当日券販売 未定

公演日程 PARCO 劇場
2007 年 7 月

11(水)

12(木)

１４：００

13(金)

●

14(土)

15(日)

16(祝)

●

●

●

17(火)

18(水)

19(木)

20(金)

●

21(土)

22(日)

●

●

●

●

休演
１９：００

●

●

●

●

●

●

●

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

●パルコ劇場
東京都渋谷区宇田川町 15-1
●ル テアトル銀座 by PARCO
東京都中央区銀座 1-11-2
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パルコ劇場ホームページ⇒http://www.parco-play.com
渋谷パルコ パート１・９Ｆ ℡03-3477-5858
公式ホームページ
⇒http://www.theatres.co.jp/letheatre/
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報
クラブクアトロ 5 月の主要企画
◇Eddi Reader <エディ・リーダー>
5/22（火）渋谷、5/23（水）心斎橋、5/24（木）名古屋
英 国 グラスゴー出 身 の女 性 シンガー・ソングライター。80 年 代 に
柔 らかなアコースティック・サウンドで人 気 を集 めたバンド、フェアー
グラウンド・アトラクションのヴォーカリスト。解 散 後 はソロとして活
動 、ナチュラルで良 質 な作 品 を作 り続 けている。4 年 ぶりの新 作
『Peacetime』を携 えて 3 年 ぶりの来 日 公 演 。

◇クレイジーケンバンド
5/24（木）広島
“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。あらゆるジャンルを飲 み込 んだ雑 食 性 のサウンドとエ
ンタテインメント精 神 溢 れるパフォーマンスで絶 大 な支 持 を集 め、ドラ
マ『タイガー＆ドラゴン』の主題歌により、お茶の間にまでその認知度を浸透
させた。シングル「てんやわんやですよ」を 2/21 リリースした彼等のライブ
ハウス・ツアー。

◇ the view <ザ・ビュー>
5/28（月）・29（火）渋谷、5/30（水）名古屋、5/31（木）心斎橋
UK 出身、平均年齢 18 才の 4 人組。デビュー・アルバムが UK アルバム・チャートで初登場 1 位を記録、新人と
しては異例の NME 誌の表紙を飾るなど、今最も注目を集めている新人バンド。その若さと、キャッチーでメロデ
ィアスなロックンロール・サウンドが魅力。初の来日ツアー。

○ 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
03-3477-5831
●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 03-3477-8750
●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 052-264-8211
●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 06-6281-8181
●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
082-542-2280
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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！

絶賛上映中！
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
「文学賞メッタ斬り！2007 年版 受賞作はありません編」
著：大森望・豊崎由美
定価：1,260 円（税込）
本読みのプロフェッショナル大森望と豊崎由美による大好評書籍「文学賞メッ
タ斬り！シリーズ」第３弾。今回より年度版として新装・新価格１，２６０円でリ
ニューアル。
スペシャルゲストに作家中原昌也を迎え、話題になった芥川賞ノミネートや、
中原文学について、白熱の座談会を収録。特集はメッタ式文学賞授賞の傾
向と対策。その他、06-07 年の文学賞界隈の出来事を網羅した盛りだくさん
の内容。主要文学賞各賞より２人が選んだ「第２回文学賞メッタ斬り！」大賞
も発表。
＜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

03-3477-5755

※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

電話番号

＜アート関連＞

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
パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局

03-3477-5781
03-3477-5857
03-3477-5831

＜音楽関連＞

劇場担当
音楽担当

＜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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