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パルコのトピックスをご紹介します 

 

＜Pickup Topics＞ 

・2008年冬のグランバザール開催のご案内 

 パルコ各店舗のグランバザールの日程のご案内 

 

＜アート関連＞ 

・＜パルコファクトリー＞ 流行通信特別企画 清川あさみの美女採集展 

・＜ロゴスギャラリー＞  2007‐08 WINTER LOGOS洋書バザール 

 

＜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 12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

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） 電話：03-3477-5710  FAX：03-3477

  〒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
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＜Pickup Topics＞ 

●2008年冬のグランバザール開催のお知らせ 

2008年冬のグランバザールが下記日程にて全国のパルコ各店にて開催されます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
優先
順位

店名 期間 電話番号 住所

1 4 札幌パルコ 1/2(水）～1/14（月・祝） 011-214-2111 北海道札幌市中央区南1条西3-3

2 9 宇都宮パルコ 1/3(木)～1/14（月・祝） 028-611-2111 栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1

3 6 浦和パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 048‐611‐8000 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1

4 7 千葉パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 043-225-6161 千葉県千葉市中央区中央2-2-2

5 11 津田沼パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 047-478-5555 千葉県船橋市前原西2-18-1

6 2 池袋パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 03-5391-8000 東京都豊島区南池袋1-28-2

7 1 渋谷パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 03-3464-5111 東京都渋谷区宇田川町15-1

8 10 吉祥寺パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 0422-21-8111 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

9 8 調布パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 042-489-5111 東京都調布市小島町1-38-1

10 16 ひばりが丘パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 0424-25-5000 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1

11 18 新所沢パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 04-2998-8111 埼玉県所沢市緑町1-2-1

12 19 厚木パルコ 1/4(金)～1/14（月・祝） 0120-882-715 神奈川県厚木市中町2-12-15

13 15 松本パルコ 1/3(木)～1/14（月・祝） 0263-38-2111 長野県松本市中央1-10-30

14 12 静岡パルコ 1/2(水)～1/14（月・祝） 054-272-8111 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

15 3 名古屋パルコ 1/3(木)～1/14（月・祝） 052-264-8111 愛知県名古屋市中区栄3-29-1

16 17 大津パルコ 1/2(水)～1/14（月・祝） 077-527-7111 滋賀県大津市打出浜14-30

17 5 広島パルコ 1/3(木)～1/14（月・祝） 082-542-2111 広島県広島市中区本通10-1

18 13 熊本パルコ 1/2(水)～1/14（月・祝） 096-327-4008 熊本県熊本市手取本町5-1

19 14 大分パルコ 1/3(木)～1/14（月・祝） 097-536-2110 大分県大分市府内町1-1-1  
 

英文表記 - PARCO ／ 和文表記 － パルコ 

セールタイトル - グランバザール 

※セールのオフ率表記は、全店 「最大５０％OFF」 でお願いいたします。 

※全19店舗の掲載が無理な場合は、上記優先順位に従って下位から落としてください。 

 なお、その際の掲載順は、「優先順位順で上から下へ」でなく「上記掲載順位に沿った北から南へ」 

 という並べ方にしていただけますようお願いいたします。 

 

この件に関するお問合せ ㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・ＩＲ）  

TEL 03-3477-5710 / FAX 03-3477-5769 
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パルコ アート関連企画 ／パルコファクトリー・ ロゴスギャラリー       www.parco-art.com 

＜パルコファクトリー＞ 

●流行通信特別企画  清川あさみの美女採集展 

アーティスト・アートディレクターとして活躍する清川あさみ

さんが、女優やタレント、ミュージシャンなどお気に入りの

美女を“採集”し、その美女に合う動植物をテーマに、衣装

制作から撮影ディレクション、アートワークまでを手掛けて

ヴィジュアル作品を作り上げるシリーズ企画「美女採集 Ａ

ｓａｍｉ Ｋｉｙｏｋａｗａ ｃａｔｃｈ ｔｈｅ ｇｉｒｌ」． 
長澤まさみ、沢尻エリカ、堀北真希、相武紗季、石原さと

みなど、今まさに旬な美女２２人を“採集”した「清川あさ

みの美女採集展」を 12月21日（金）より、パルコファ   

クトリー（渋谷パルコｐａｒｔ１/6階）にて開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沢尻エリカ×蜘蛛  

(c) Mari Amita  

 

 

長澤まさみ×パンダ 

(c)Takaki_Kumada (MILD) 

■会期     2007年 12月21日（金）～2008年 1月7日（月） ＊1月1日は休館

■会場     パルコファクトリー（渋谷パルコｐａｒｔ１/6階） www.parco-art.com 

             10:00～21：00（入場は閉場時間の30分前まで） 

＊最終日は17：00閉場 ＊年末年始は渋谷パルコの営業時間に準

■入場料    300円（学生200円 小学生以下無料） 

■主催     パルコ 

■共催     流行通信 

■企画制作  パルコ＋流行通信＋ＡＳＡＭＩ＋RCKT/ロケットカンパニー 

＊展覧会内容は変更になる場合がございます 

 

清川あさみ 

1979 年淡路島生まれ。現在、糸や布を使ったアート作品、衣装、空間ディレクション、イラストレーシ

アートディレクターとして活動。「キリンアルカリイオンの水」ＣＭのアートワークや、恵比寿のデザイナー

Ｕ」のアート作品、絵本シリーズ『幸せな王子』『人魚姫』など、作品は多岐に渡る。繊細でいてどこか大

作品は乙女のみならず男性も虜に。来年 2 月に 7 年間の集大成作品集が求

www.asamikiyokawa.com/ 

  

 

 

本件に関するお問合せ 

株式会社パルコ 宣伝局 江本    電話03-3477-5781 FAX 03-5489-7481   
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水川あさみ×フラミンゴ   
(c) Yasutomo Ebisu 

 

じます 

ョンを創作するアーティスト・

ズジム「ＩＬＬＯＩＨＡ ＥＢＩＳ

胆、且つ知性を感じさせる

龍堂から発売予定 。  
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＜ロゴスギャラリー＞ 

●2007‐08 WINTER LOGOS洋書バザール 

 恒例！ 洋書 LOGOS が選りすぐった洋書約６000 冊を特別価格で放出する、冬の洋書バザールを、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会期   2007年12月27日（木）～ 2008年１月15日（火） 

10:00～21:00 12月31日は20：00終了、1月1日休み 最終日は17：00にて終了 

 

■会場   ロゴスギャラリー （渋谷パルコ Pａｒｔ１/Ｂ１階）     ℡ 03‐3496‐1287 

 

■内容   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 6000 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。 

 

今回も、通常の超目玉、掘り出しモノの放出に加え、期間を設定しての特別オフセールを設定 

 

 

 

 

 

＊

 

 

 

 

 

 

 

 

本

株

PA
第一弾 1/4(金)～1/10（水)  「Visionaire 30%off ～」 

Visionaire バックタイトルを、限定数のみ格安で販売いたします。 

第二弾 1/11(金)～1/15(火) 「\500・￥1000均一セール」 
超お買い得価格セールです！格安で販売いたします。 

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。 

件に関するお問合せ先        

式会社パルコ 宣伝局 小山      電話03-3477-5781 FAX 03-5489-7481 
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●パルコ・プロデュース  

二人の約束 ～The Two Men's Promise～ 

 

公演日程 2008年2月3日(日)～2月24日(日)  

作・演出 福島三郎  

出演 中井貴一 段田安則 りょう  

 

「このタイムカプセルを一緒に開けようね」 

それは30年前に交わしたたわいない約束だった・・・ 

約束をめぐって、中年男二人と幼馴染みの女が巻き起こす 

笑いと涙の心温まる物語をどうぞ。 

 

2003 年福島三郎 作・演出『二人の噺』で、石川五右衛門直系の泥棒と落語家の抱腹絶倒のやりとりを演じ

てコメディーでも達者なところを魅せつけた中井貴一と段田安則。 

近年、中井貴一は三谷幸喜作・演出『コンフィダント・絆』に出演するなど映像だけでなく舞台の世界でもその

卓抜した演技力と軽妙洒脱な表現に磨きがかかっています。 

一方、段田安則も、蜷川幸雄演出『幻に心もそぞろ狂おしのわれら将門』『タンゴ・冬の終りに』、またケラリー

ノ・サンドロヴィッチ演出『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない?』で読売演劇賞・最優秀男優賞を受賞するな

ど、その自在な表現力で幅広く活躍している今や日本演劇界を代表する男優の一人といっても過言ではない

でしょう。 

そんなシリアスからコメディーまでゆとりでこなせてしまう実力派の二人が４年振りにがっぶり四つに組んで、さ

らにパワーアップした抱腹絶倒振りを魅せてくれること確実な舞台がこの『二人の約束』です。 

そして、今回は客演に、ヒロインとして りょう を迎える事となりました。 

りょうは、今回初舞台となります。百戦錬磨のおじ様二人が、りょうという美しいヒロインを相手に様々な顔を

魅せてくれることでしょう。 

また りょう も時に可憐にまた時にタフな、映像とはまた違った一面を魅せてくれるに違いありません。 

中井貴一、段田安則そして りょう という 3 人でお贈りする心温まるコメディー『二人の約束』どうぞご期待く

ださい!! 

 

会場：PARCO劇場  

料金：7,000円（全席指定・税込）  

一般発売日：2007年12月16日（日）  

企画・制作：株式会社パルコ  

公演日程 PARCO劇場 

2008年2月 3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 10(日) 11(祝) 12(火) 13(水)

14：00       ●   ● ● ●   

15：00 ●                 

19：00   ● 

休演 

● ● ● ●     

休演 

● 

  

2008年2月 14(木) 15(金) 16(土) 17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 24(日)

14：00 ●   ● ●     ●   ● ● 

19：00 ● ● ●   ● 
休演

● ● ● ●   

※ 未就学児の入場はご遠慮下さい。 

※名古屋・大阪公演あり 
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●スピリチュアル・カウンセラー活動20周年記念 

  江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス-人生のきりかえ方-  

 ～１万人の癒し、武道館スペシャル～ 
 

公演日程 2008/3/4/(火)～3/5(水)  

構成・総合演出・出演 江原啓之  

 

20周年という特別な節目に贈る、 

癒しの総合エンタテインメントの決定版 

スピリチュアル・ヴォイス、武道館スペシャル 

活動20周年アニバーサリーバージョン！！ 

 

江原啓之は 2008 年 3 月、スピリチュアル・カウンセラー活動 20 周年を迎えます。その 20 年の節目の年に

相応しく、05 年より自身の構成・演出は勿論、音楽・美術・照明・衣裳にいたるまで江原啓之本人のアイデア

によりスピリチュアル・ワールドを具現化し、その世界に触れていただける場、そして今までにまったくなかった

新しい芸術、”癒しの総合エンタテインメント”としてお届けしてきた「スピリチュアル・ヴォイス」公演を日本が誇

るエンタテインメントの殿堂・日本武道館を舞台にスペシャル版＜1 万人癒しの祭典＞として上演いたしま

す！ 

苦難の乗り越え方、未来の創り方とは、過去との決別… 

そして新しい出発、人生のきりかえ方。 

迷い、苦しみ…様々な苦難の中、あなたが立つ人生の交差点。 

ただ、これから進むべき道＜未来＞は、あなた自身で切り拓き、歩んでいくしかありません。 

様々な価値観の中、渾沌としたこの社会に生きる現代人、そんな暗闇で苦悩するすべての人々に光を与える

小さな灯台になれれば…それが『スピリチュアル・ヴォイス』。 

人生とはほんの限られた一瞬の旅であり、出会う出来事、人々は全て偶然ではありません。すべては必要な

事どもが出会うべくして出会う経験と、それにともなう感動なのです。 

 

皆様がこの現世の旅を歩き続けるためのヒントの扉として、日々の暮らしの中にちりばめられた数々の真理を、

表現者＜スピリチュアル・アーティスト＞として江原啓之の持てるすべてをつぎ込んだ言霊と音霊、メッセージ

と歌、さらには空間を含めた総合的なスピリチュアルなメッセージによる癒しのステージで、そっと紐解きます。 

現在休止中のカウンセリング（公開相談）は勿論、今回は特別にご来場の皆様すべて参加で、江原啓之によ

る浄化の祈りを実施いたします。まさに＜1万人癒しの祭典＞！ 

江原啓之の言葉を聴き、歌を聴き、情景を思い浮かべ、その表現の向こう側にある”こころ”に触れ感じなが

ら、あなたの人生にとってのもっとも大切なこと”あなたのたましい”について見つめなおし、これから訪れる新

しい未来をあなた自身が切り拓いていくための”糧”としていただけたらと思っております。  

 

会場 日本武道館  

料金  

指定席   8,000円（全席指定・税込）  

立見    6,000円（全席指定・税込）  

一般発売日 2007年12月16日（日）  

主催    ニッポン放送  

後援    ソニー・ミュージックレコーズ  

制作協力 スピリチュアル  

企画製作 （株）パルコ/サンライズプロモーション東京  

お問合せ サンライズプロモーション東京     0570-00-3337（全日10:00-19:00）   

http://www.sunrisetokyo.com/  

公演日程 日本武道館 

2008年3月 4(火) 5(水) 

  18:00開演/17:00開場 15:00開演/14:00開場 

※4歳未満のお子さまのご入場はお断りいたします 
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●MIDSUMMER CAROL 

～ガマ王子VSザリガニ魔人～

 
公演日程 2008/3/21(金)～4/6(日)  

作 後藤ひろひと  

演出 G2  

出演 吉田鋼太郎 志村玲那 内田朝陽 新妻聖子 

山内圭哉 中山祐一朗  

戸次重幸(TEAM NACS 佐藤重幸改め) 

月船さらら 楠見薫 春風亭昇太 岡田浩暉  

 

いじわると 

よわむしたちの記憶――― 

 

「ごめんよみんな。どうしてなのかは知らないけれど、涙がいっぱい出てくるよ。けれども何度も立ち上がる。 

不思議な力がそうさせる。 

心のかたすみに急に生まれたこの気持ち……ごめんよみんな」 

 

少女パコが手にした絵本《ガマ王子対ザリガニ魔人》は、いじわるで金持ちの老人・大貫の人生を大きく変えて

しまい……。 

ダメ人間だけど愉快な入院患者ばかりの古びた病院で、サマークリスマスにもたらされた一夏の奇跡。 

客席を涙と爆笑の渦に巻き込んだ’04年のヒット作を、キャストも新たに新演出でお贈りします。 

 

 

会場 PARCO劇場  

料金 8,500円（全席指定・税込）  

一般発売日 2008年1月26日（土）  

後援    TBS ラジオ  

企画    パルコ／リコモーション  

製作    キューブ／G2プロデュース  

お問合せ 公演に関して：    キューブ 03-5485-8886（平日12:00～18:00） 

www.cubeinc.co.jp   

チケットに関して：   パルコ劇場03-3477-5858  
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公演日程 PARCO劇場 

2008年3月 21(金) 22(土) 23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 

13：00   ● ●     

13：30         ● 

18：00   ● ●     

18：30 ●     ● ● 

休演 

  

2008年3月 27(木) 28(金) 29(土) 30(日) 31(月)   

13：00     ● ●     

13：30 ●           

18：00     ● ●     

18：30 ● ●     ●   

  

2008年4月 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) 6(日) 

13：00         ● 

13：30 ● ●       

18：00       ● ● 

18：30 ● 

休演 

● ●     

※未就学児の入場不可 

※会場内に公演収録用のVTR カメラが入る場合がございます。予めご了承ください 

※新潟、仙台、大阪、広島、福岡、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報 
 

クラブクアトロ１２月の主要企画 

 

●The Ska Flames 

12/22（土）渋谷 

スカ・ミュージックの日本における草分けであり、20 年を超える

活動を通して常に最先端でシーンを牽引し続ける大御所バンド。

今年は不可能と言われた全国ツアーを敢行、3 月の名古屋ク

アトロからスタートして隔月で全国を駆け巡り、各地を熱狂させ

た。そして今回、年末恒例の渋谷クアトロ・ライブをこのツアー

のファイナルとして開催する。 

 

 

【カウントダウン・ライブ情報】 

●12/31（月）渋谷 

恒例のカウントダウン・ライブ“VINTAGE × DI:GA 2008”を今年も開催 

出演：the pillows＜カウントダウン＞／ELLEGARDEN/藍坊主／ランクヘッド／キャプテンストライダム／LOST 

IN TIMEDOES／FoZZtone／サカナクション／APOGEE／THE NOVEMBERS 

 

●12/31（月）広島 

地元広島出身の2人組ヴォーカル・ユニット、GiFT のカウント･ダウン･ライブを開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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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ROADSHOW 

●『チャプター27』 

１９８０年１２月８日 

 

ジョン・レノンはなぜ殺されたのか 

犯人は何者なのか 

今、その真実が明らかになる。 

 

ニューヨークにあるダコタ・ハウス前でジョン・レノンが殺された。 

５発の銃弾を撃ったのはマーク・デイビット・チャップマンで、ハ

ワイ在中の熱狂的レノン・ファンと言われていた…。彼はレノン

を殺したその日、本屋に立ち寄り、「ライ麦畑でつかまえて」を

購入していた…。 

 

絶賛上映中！ 

11:00／13:00／15:00／17:00／19:00 

 

OFFICIAL SITE http://chapter27.jp/ 

 

監督・脚本：Ｊ・Ｐ・シェファー 

製作総指揮：ジャレッド・レト 

 原案：ジャック・ジョーンズ著「ジョン・レノンを殺した男」  

 出演：ジャレッド・レト、リンジー・ローハン、ジュダ・フリードランダー  

配給：アスミック・エース 

2007年/カナダ/カラー/85分/ヴィスタサイズ/ドルビーデジタル 

 

●シネクイントからのお知らせ「年末年始」篇● 

  12月31日(月) 19:00 の回休映 

  1月   1日(火) 休館  

  1月   2日(水) 通常営業 

1月1日は休館のため、映画サービスデーは1月2日に振り替えとなります。 

当日料金1,000円にてご覧いただけます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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）

パルコ 映画関連情報  
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 パルコ出版刊行物 

●LIFE      

加島祥造        

 

ベストセラー「求めない」の著者、加島祥造の最新作。自然の美しさ

を感じ、あるがままに生きることの尊さを謳った美しい「ことば」の

数々を、みずからの〈書〉とその解説に収めた心に響く墨筆集。 

 

165×165 ミリ 

144頁 

定価:本体1,500円（税別） 

2007.12.18発売 

ISBN978-4-89194-772-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

＜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  03-3477-5781 

＜演劇関連＞ パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局  劇場担当  03-3477-5857 

＜音楽関連＞ パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局  音楽担当  03-3477-5831 

＜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 

＜パルコ出版刊行物＞ パルコ   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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