報道関係者各位

12/16(金）10:00~情報解禁です

2016年12月16日

大人気アニメ「弱虫ペダル」とコラボレーション！

パルコ冬のグランバザールは1月1日（元日）スタート
株式会社パルコ（本社:東京都渋谷区以下、パルコ）は、1月1日（元日）より「グランバザール」を開催いたしま
す。ファッションのみならず、インテリアや雑貨まで大幅なプライスダウンとなる半期に一度の一大セールです。
今回のグランバザールは、2017年1月9日（月）よりTVアニメ第3期の放送を開始、2月25日（土）から新作舞
台が公演される「弱虫ペダル」とコラボレーションします。原作は累計発行部数1,600万部超の渡辺航による人
気漫画。「弱虫ペダル」のアニメ版と舞台版がコラボしたCM、描き下ろしビジュアルによるポスター等の広告の
みならず、全国のファンに向けて、限定福袋をWEB通販カエルパルコにて先行予約いたします。期間限定のス
ペシャルショップもオープン予定です。

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

セール概要
タイトル ：ＰＡＲＣＯ グランバザール
日 程 ：1月1日（元日）～1月17日（火）
※札幌、名古屋、広島、福岡、松本、大津、熊本店は1月2日（月）、仙台店は1月3日（火）スタート

ｸﾞﾗﾝﾊﾞｻﾞｰﾙ特設サイト：http://www.parco.jp/sale/
内 容 ：ファッション、シューズ＆バッグ、ジュエリー＆アクセサリー、インテリア＆雑貨、コスメなど冬物アイテムが
全品50～30％OFFとなる半期に一度のバーゲンです。
※割引率はショップにより異なります※一部除外店舗、商品がございます

〈本件に関するお問合せ先）
株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp
TEL 03-3477-5781 / FAX 03-5489-7481

藤井 fuji-hiro@parco.jp
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広告概要
【ＣＭ】（15秒）

LET’S CHANGE!
「弱虫ペダル」主人公の小野田坂道が、肩にパルコアラを乗せて、自転車を漕いでＰＡＲＣＯに入っていく。
ＰＡＲＣＯでおしゃれな服に着替えた坂道くんとパルコアラが、その後、「LET’S CHANGE!」のメッセージを
体現するかのように、実写の姿に変身します。 URL：http://www.parco.jp/sale/cm_poster/
※着用衣装：RAGEBLUE
★パルコアラとは？
2009年冬のグランバザール以降登場しているパルコのキャラクター。映画『海月姫』の登場人物や、小島瑠璃子など数々の著名
人たちとCMやポスター等の広告で共演しています。

【ポスター】（Ｂ全タテ、Ｂ3ヨコ）※掲出期間

12月26日（月）～1月17日（火）一部異なる店舗あり

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

■パルコだけの描下ろしビジュアルは、「小野田坂道」「今泉俊輔」「鳴子章吉」「手嶋純太」「青八木一」の5名が登場
■それぞれのキャラクターをイメージしてコーディネートされた衣装は、パルコに多数出店の「RAGEBLUE」「XLARGE」
「Manhattan Portage」のアイテムで、各ブランドのパルコ店、またはWEB通販「カエルパルコ」にて購入可能です。
※詳細は別紙

＜グランバザール広告制作スタッフクレジット＞
CD：嵐田光（博報堂） PL：吉兼啓介（博報堂） PL・AD：小杉幸一（博報堂） D：小暮菜月（博報堂）
Dir：田中裕介（Caviar）、田向潤（KLAXX DESIGN） 楽曲：オリジナル楽曲（作詞・作曲）：嵐田光
歌唱＆ナレーション：小野田坂道（山下大輝） CAST（CM）：小野田坂道（醍醐虎汰朗）
〈本件に関するお問合せ先）
株式会社パルコ メディアコミュニケーション部 小野 ono-jun@parco.jp
TEL 03-3477-5781 / FAX 03-5489-7481

藤井 fuji-hiro@parco.jp
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人気声優・山下大輝さんと、注目の若手俳優・醍醐虎汰朗さんからの
貴重なコメントをご紹介
【人気声優・山下大輝さんからのコメント】
今回のCMソングは、前回とはまた違った歌い方で、丸々歌い直させて頂きました。
坂道くんの力強い表情から、PARCOに着いた後の笑顔に合わせて感情を入れさせていただきました。
出来上がったCMを見ると、パターンを沢山録ったなぁと思いました。
舞台版で新たに坂道くんを演じる醍醐さんと、黄色いBMCが気になって仕方ありません。
このCMの為に描き下ろされた映像にも力の入れ具合を感じます！
○プロフィール○
9月7日生まれ、静岡県出身。2012年デビュー。
主な出演作は「僕のヒーローアカデミア」緑谷出久役、
「TRICKSTER -江戸川乱歩「少年探偵団」より-」小林芳雄役、
「刀剣乱舞 -花丸-」今剣/厚藤四郎役

【注目の若手俳優・醍醐虎汰朗さんからのコメント】
今回、PARCOさんのCM撮影が小野田坂道としての初めての現場でした。
多少の緊張はしましたが、スタッフの皆さんがとても良い雰囲気をつくってくださったので、
すぐに緊張がほぐれ、パルコアラくんと楽しく撮影ができました!!
1人でも多くの人にこのCMを見て頂きたいです。
来年、2月から舞台『弱虫ペダル』の公演がはじまりますが、
それまでの期間を大切にしっかりと準備をして原作ファンの皆さんにも喜んでもらえる
小野田坂道になりたいと思います。キャスト・スタッフの皆さんと団結して最高の舞台に
していきたいと思いますので楽しみにしていてください。
皆様!! 是非舞台を見に来てください！宜しくお願いします。
○プロフィール○
2000年9月1日生まれ。東京都出身。エーライツ所属。
東進ハイスクール『2016全国統一高校生テスト』TVCMや
古舘佑太郎『本をめくるように』のミュージックビデオなどに出演。
舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇～スタートライン～で主演 小野田坂道役に抜擢される。
Twitter https://twitter.com/daigokotaro
Instagram https://www.instagram.com/daigokotaro/
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弱虫ペダル×ブランドアイテム

キャラクター着用衣装一覧

鳴子 章吉

ジェットキャップFW ￥2,700
メリウールチェスターコート ￥14,040
アゼニットクルー ￥5,400
タートルネック(GUNZE×RAGEBLUE) ￥3,240
ウールストライク5P ￥5,940
コートスニーカーFW ￥5,940

今泉 俊輔
ケーブルニットスヌード ￥3,240
シンサレートリバーシブルMA-1 ￥14,040
カシミヤ混接結ニットクルー ￥5,940
ハイストレッチスキニーパンツ ￥5,400
コートスニーカーFW￥5,940

小野田 坂道

アクリルリブワッチ ￥1,620
中綿フードブルゾン ￥14,040
パネル切り替えクルー ￥4,860
メリノウールレギュラートラウザー ￥6,480

小野田 坂道

MP1606VJR ￥10,800
■上からジャケット・インナー・パンツ(シューズ無し)
STARTER VARSITY JACKET ￥30,240
STARTER LONGSLEEVE TEE OLD SCRIPT LOGO ￥7,020
PATCHED WORK PANT ￥12,960

手嶋 純太
青八木 一
MELTON COACHES JACKET
OG CREWNECK SWEAT
PATCHED WORK PANT

￥36,720
￥11,880
￥12,960

※価格はすべて税込表示です
※商品は数に限りがございます
※ビジュアルと実際の商品は色味等が異なる場合がございます
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◆弱虫ペダルスペシャルショップ
今回のコラボレーションを記念したスペシャルショップが、WEB通販カエルパルコと一部店舗にて期間限定オー
プンします。限定福袋やオリジナルグッズの販売を行います。

【SPECIAL1】 全国のファンに向けて、限定福袋をWEB通販カエルパルコで先行予約！

★先行予約開始日時：12月19日（月） 正午12:00 スタート
パルコグランバザール特設サイトからアクセス下さい。 http://www.parco.jp/sale/
※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。 ※ご購入時の個数制限がございます。 ※別途送料が必要となります。
※お支払いはクレジットカードのみとなります。 ※お届けは2017年1月中旬以降となります。 ※福袋は後日店舗での販売も行います。

＜限定福袋内容：2種＞
「弱虫ペダル NEW GENERATION ’17PARCO福袋 」 （左）総北セット （右）箱根学園セット

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

価格：各5,400円（税込）
内容：トートバッグ1個、缶バッチ5個セット、特典ラメ缶バッジ6個セット
※写真はイメージです。実際の商品の色・形などは異なる場合がございます。

【SPECIAL 2】 限定福袋や描き下ろしの限定商品をスペシャルショップにて販売！
●池袋パルコ ： 2017年1月1日（元日）～15日（日）
本館7F パルコミュージアム
●名古屋パルコ ： 2017年1月2日（月）～9日（月祝）
西館8F パルコギャラリー
●札幌パルコ ： 2017年1月2日（月）～4日（水）
4F 特設会場
●仙台パルコ ： 2017年1月2日（月）～4日（水）
本館4F 特設会場
●広島パルコ ： 2017年1月2日（月）～4日（水）
9F 連絡通路・特設会場
●福岡パルコ ： 2017年1月2日（月）～4日（水）
新館6F 特設会場
●GALLERY X BY PARCO ： 2017年1月2日（月）～4日（水） 渋谷区宇田川町13-17

商品追加情報
【12月22日（木）】
公開予定

※店舗により販売商品や営業時間が異なります。詳しくは下記「特設サイト」からご確認下さい。
※GALLERY X BY PARCOでは限定福袋の販売はございません。
※GALLERY X BY PARCOでは、『舞台・弱虫ペダル衣裳展』を同時開催しております。

詳しい情報は、グランバザール特設サイト、スペシャルショップ公式Twitterにて随時公開致します。

【パルコグランバザール特設サイト http://www.parco.jp/sale/ 】
【弱虫ペダルスペシャルショップ Twitter @yowapedaparco 】
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◆「弱虫ペダルカフェ」期間限定オープン！
仲良くカフェメニューを持った描き下ろしキャラクターイラストが登場！
カフェ店内では、弱虫ペダルをイメージしたここだけでしか食べられない限定オリジナルメニューが
登場するほか、カフェ限定販売のグッズも発売いたします。
【福岡パルコ】
会場：本館5Ｆ THE GUEST cafe&diner
会期：2016年12月23日（金・祝）-2017年1月29日（日） ※元日休業
営業時間：10：00-20：30(フードL.O. 20:00 / CLOSE 20:30)
※最終日はフードL.O17:30 CLOSE18：00

【名古屋パルコ】
会場：西館8Ｆ キャッツガーデン
会期：2016年12月28日（水）-2017年1月24日（火） ※元日休業
営業時間：【カフェ】OPEN 10:00 / CLOSE 22:30(L.O. 22:00）
【SHOP】OPEN 10:00 / CLOSE 21:00
※最終日はカフェ・ショップとも CLOSE 18:00（L.O.17:30）

巻ちゃん！ようこそ東堂庵へ！
これがおすすめのぜんざいセットだ！
¥1,274(税込）

◆カフェメニュー・限定グッズの詳細は⇒THEGUESTcafe&diner 公式ＨＰ（http://the-guest.com/）

◆舞台『弱虫ペダル』衣裳展 開催！～箱根学園（ハコガク）新世代、始動～
2016年9～10月に公演された“舞台『弱虫ペダル』～箱根学園新世代、始動～”の衣裳展示の他、
公演中販売されたグッズの再販売や、パルコグランバザールとタイアップした限定商品の一部が
登場します。
会

期：2016年12月28日（水）-2017年1月10日（火）
※元日休業
会 場：GALLERY X BY PARCO
（渋谷区宇田川町13-17 渋谷駅徒歩5分）
営業時間：11：00-20：00
※12/31（土）は18：00、1/2.3（月火）は
19：00までの短縮営業となります

※画像は衣裳着用イメージです
※出演者達の来場は予定しておりません
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参考資料

★アニメ「弱虫ペダル」とは？
週刊少年チャンピオン（秋田書店）にて連載中、
コミックス累計発行部数1,600万超の渡辺航による人気漫画が
原作のTVアニメーション。自転車ロードレースにすべてを懸ける
高校生たちの熱い戦いとドラマが繰り広げられる。
これまでにTVアニメ第1期と第2期が放送され、2015年夏には
オリジナル劇場版も公開。そして、2017年1月9日（月）より
テレビ東京他にて、主人公・小野田坂道が所属する総北高校
自転車競技部の新世代チームの物語、TVアニメ第3期
「弱虫ペダル NEW GENERATION」の放送がスタートする。
『弱虫ペダル NEW GENERATION』
2017年1月9日から毎週月曜深夜1時35分放送
テレビ東京他にて
アニメ公式サイト：http://yowapeda.com/
アニメ公式twitter：http://twitter.com/yowapeda_anime/

(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

★舞台『弱虫ペダル』とは？
気鋭の作・演出家、西田シャトナーが独自に生み出した
表現技法“パズルライドシステム”を駆使し舞台化。
幅広く活躍する躍進的な実力派俳優陣が、自転車を
使わずハンドル一本とマイムにより、
舞台上でロードレースを表現。
その熱演は音響・照明効果とあいまって、
ロードレースを観戦しているように観る者を魅了する。
2012年より9作品を上演、2017年2月に行われる第10作目は、
舞台『弱虫ペダル』史上初の一般公募によりメインキャストを選出。
音楽はアニメソングを中心に活動するヒットメーカーmanzoが担当。
劇中歌「舞台版『恋のヒメヒメ☆ぺったんこ』」は原作者 渡辺航が
自ら作詞し、元祖 秋葉原の女王・桃井はるこが
作詞補佐・作曲・歌をつとめる。
舞台公式サイト：https://www.marv.jp/special/pedal/
舞台公式twitter:https://twitter.com/y_pedalstage

© 渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会
© 渡辺航（週刊少年チャンピオン）／マーベラス、東宝、トムス・エンタテインメント
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