
 

  1/8 

MONTHLY INFORMATION

■全国パルコ  企画・イベント情報                                   

 

パルコは２０１０年もおトクに幕開け！ 

パルコの初売り『福袋大市』 
■企画タイトル： パルコの初売り 福袋大市 

■会期：１月１日（元日）スタート 

     札幌、池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘、新所沢、 

浦和、千葉、津田沼、宇都宮、静岡、大津、熊本 

     １月２日（土）スタート 

     仙台、松本、名古屋、心斎橋PARCO（本館）、広島、大分 

■実施店舗：  全国パルコ20店舗 

 

 

 

 

半期に一度のＢＩＧ ＯＦＦ！ 

2010年 冬のグランバザール 
半期に一度のクリアランス『グランバザール』がいよいよスタート！「グランバザール案内人」として「パルコア

ラ」というキャラクターが登場。パルコなりのセンス・ユーモアを「パルコ、アラ？！」という言葉で表現し、セー

ルを盛り上げていきます！ 

◆ 全国パルコ グランバザール概要 

札幌、池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘、新所沢、浦和、千葉、

津田沼、宇都宮、静岡、大津、熊本 

：1月2日（土）～17日（日） 

仙台、松本、名古屋、広島、大分 ：1月3日（日）～17日（日） 

◆ 広告展開 

□ ＣＦバージョン：15秒1タイプ  

＊ ＣＦソングはガールズユニット ＨＡＬＣＡＬＩ（ハルカリ）が担当 

 

□ オンエアエリア：関東  

＋ 札幌、名古屋、松本、広島、大分、熊本   

□ オンエア期間（関東）：12/29～ 

□ ＣＦ以外の主な展開（関東）：ＷＥＢ（ＨＰ、モバイル）、ＪＲ・私鉄

を中心とした駅貼りポスター、中吊り 他 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】【ロゴスギャラリー】40 周年記念 最終企画            

PARCO40周年×月刊MOE30周年  

記念原画展 

MOE絵本フェスティバル 
★第１会場：パルコファクトリー 

（渋谷パルコ パート１・６Ｆ） 03-3477-5873 

■会期：2010 年 1 月 15 日（金）～2 月 8 日（月） 

10：00～21：00（最終日は 18 時閉場） 

＊入場は閉場の 30 分前まで 

■入場料：一般 300 円 学生 200 円 小学生以下無料 

★第２会場：ロゴスギャラリー 

（渋谷パルコ パート 1・B１F） 03-3496-1287 

■会期：2010 年 1 月 15 日（金）～2 月 8 日（月） 

10：00～21：00（最終日は 18 時閉場）/入場無料  

■主催：パルコ/白泉社                              

 

本展覧会では、誰もが子供のころから慣れ親しみ、大人

になっても魅了されている“絵本の原画”を、月刊「MOE」 

（白泉社）の30周年を記念して多数展示。手描きの魅力

と原画の持つパワーを存分に楽しめます。加えて、80 

名以上の作家さんから届いたお祝いメッセージも展示。 

渋谷パルコの文化スペース２会場（パルコファクトリー、 

ロゴスギャラリー）をフル稼働し、多くの作品をご覧いた

だけるようにしております。また、複製原画の販売や記

念グッズも販売。 

 

◆参加作家（予定）◆ 

荒井良二、池田あきこ、加藤久仁生、川浦良枝、 

菊田まりこ、工藤ノリコ、こみねゆら、酒井駒子、島田ゆか、 

杉浦さやか、スタジオジブリ吉田昇、どいかや、１００％ＯＲＡＮＧＥ、やまだうたこ、エリック・カール、ゲオル

グ・ハレンスレーベン、ディック・ブルーナ 他 

 

 

 

                                                     

絵/加藤久仁生『つみきのいえ』より

絵/ゲオルグ・ハレンスレーベン MOE へのﾒｯｾｰｼﾞｲﾗ

パルコファクトリー 渋谷パルコ パート 1・6Ｆ（渋谷区宇田川町 15-1） ＴＥＬ 03-3477-5873 

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート 1・Ｂ1Ｆ（渋谷区宇田川町 15-1） ＴＥＬ 03-3496-1287 

■本件に関するお問い合わせ先 http://www.parco-art.com/ 株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部

絵/酒井駒子『よるくま クリスマスのまえのよる』より 
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■ 演劇情報 ■  １月の公演ラインナップ                                         

「志の輔らくご in PARCO」 
■1/5（火）～1/31（日） 

今年で 5 年目を迎えるパルコ正月公演。映画化もされた「歓喜の歌」や狂言師とのコラボレーションをした「狂

言長屋」などをパルコならではの”志の輔ワールド”を是非ともご堪能ください。 

 

【料金】6,000 円（全席指定・税込）前売り券完売！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先   http://www.parco-play.com/ 

 パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１・９Ｆ） TEL:03-3477-5858 

パルコ エンタテインメント事業局 劇場営業担当 TEL:03-3477-5857 
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■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ １月の主な企画                                     

Räfven ＜レーヴェン＞ 

■1/6（水）渋谷、1/7（木）心斎橋 

スウェーデン発、ヨーロッパ各地のトラッド音楽を

昇華した無国籍な音楽を踊りながらプレイする熱

いパフォーマンスで話題を集めるストリート出身

の 8 人組。09 年の FUJI ROCK では過去最高の 8

回のショーを行い、回を重ねるごとにファンが増

加、最終ショーは入場規制がかかる程の大反響

を獲得した。待望の単独来日公演。 

 

 

オリジナル・ラヴ 

■1/12（火）渋谷、1/18（月）名古屋、1/19（火）心斎橋 

93 年のメジャー・デビュー後、渋谷系ムーブメントの中核を担い 90 年代の音楽シーンをリード。「接吻」「プラ

イマル」などの名曲でも知られ、現在も精力的に意欲作を発表し続ける田島貴男のソロ・ユニット。09 年夏の

久々のツアーでは 4 人編成でのタイトでソリッドな演奏で新境地を見せた。新春の東名阪クアトロ・ツアー。 

 

 

SONATA ARCTICA〈ソナタ･アークティカ〉 

■1/13（水）心斎橋、1/15（金）広島、1/16（土）名古屋 

96 年にフィンランドで結成されたピュア・メタルの雄。99 年にアルバム・デビュー。スピードと明快なメロディを

併せ持つスタイルで世界的な人気を獲得、2000 年代を代表するメロディック・スピード/パワーメタル・バンド

に登りつめた。デビュー10 周年となる 09 年 9 月には待望の新作をリリース。そして約 2 年半ぶりの来日公演

が決定。 

 

 

“スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2010” 

■1/14（木）心斎橋、1/19（火）名古屋 

出演：THE BAWDIES / andymori / avengers in sci-fi / SISTER JET 

ネクスト・ブレイクが期待されるアーティストや新進気鋭のアーティストを毎回ブッキングしているスペースシャ

ワーTV 主催の人気イベント“スペースシャワー列伝”の全国ツアー。このイベントを機に全国的にブレイクした

バンドは多い。今回は当社マネージメントのバンド、SISTER JET が出演。 

 

 

ＹＥＡＨ ＹＥＡＨ ＹＥＡＨＳ＜ヤー・ヤー・ヤーズ＞ 

■1/15（金）心斎橋 

ニューヨーク出身、紅一点のカレンＯ（Ｖｏ．）を中心としたオルタナティヴ/ガレージ・ロック・トリオ。デビュー前

から破天荒なパフォーマンスとガレージ・サウンドで賞賛を集め、03 年発表のデビュー作『フィーヴァー・トゥ・

テル』はゴールド・ディスクを獲得、新世代ニューヨーク・ロックの旗でとして絶賛を浴びた。6 年ぶりとなる単独

来日ツアー。 
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ｆｏｕｎｔａｉｎｓ ｏｆ ｗａｙｎｅ＜ファウンテインズ・オブ・ウェイン＞ 

■1/18（月）心斎橋、1/19（火）・20（水）渋谷 

ニュー・ヨーク出身のパワー・ポップ・バンド。96 年にデビュー、その豊かなメロディ・センスとパンチの効いた

ギター・ポップ・サウンド、絶妙なハーモニーが評判を呼び、日本でもポップ・ファンを中心に熱い支持を集め

ている。2010 年にはニュー・アルバムのリリースも予定されている彼らのアコースティック・セットでの来日公

演が決定。 

 

 

the new mastersounds <ｻﾞ･ﾆｭｰ･ﾏｽﾀｰｻｳﾝｽﾞ> 

■1/20(水)名古屋、1/21（木）心斎橋、1/23（土）・24（日）渋谷 

99 年に結成されたインスト・ファンク・バンド。ＵＫで盛り上がりを見せていた‘’ディープ・ファンク‘’ムーブメン

トの中でデビュー。瞬く間にシーンを代表するバンドになり、今や‘’銀河系最高のファンク・バンド‘’と呼ばれ

ている。近年は全米ジャム・バンド・サーキットでもブレイク間近の彼等。待望の新作とともに来日ツアーを開

催。 

 

■マネージメント アーティスト情報                                     

SPANK PAGE 

３ｒｄシングル「不器用な情景」 

1/20（水）リリース 

ＵＰＣＨ-5638 1,200 円（税込） 4 曲入り 

 

09 年 4 月のデビュー以来、ボーカル仲手川裕介の澄んだ声と 

その唯一無二なサウンド＆メロディで各界のクリエーターを 

魅了し、頭角を現してきている 4 人組ロック・バンド。09 年にインディーズで限定発売され即完売となった名曲

が、話題の映画『すべては海になる』の主題歌として装いも新たにリリース。カップリングは PARCO“THANKS 

WEEK”の CM ソングとして起用された「just my imagination」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■公演に関するお問い合わせは下記まで  http://www.club-quattro.com/ 

パルコ エンタテインメント事業局 音楽担当 TEL:03-3477-5831 

□渋谷クラブクアトロ TEL:03-3477-8750 □名古屋クラブクアトロ TEL:052-264-8211 

□心斎橋クラブクアトロ TEL:06-6281-8181 □広島クラブクアトロ TEL：082-542-2280 
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■パルコ出版の新刊情報                                                     

 

松岡正剛 待望の最新作！ 

『日本力』                 
発行：1 月中旬 

著：松岡正剛×エバレット・ブラウン 

予価：1,680 円（税込） 

仕様：四六判・304Ｐ 

 

日本人とは何か？日本が世界に誇れる文化とは、 

どのようなものか？ 

ベストセラーを連発する“知の巨人”松岡正剛と、“現代のフェノロ

サ”エバレット・ブラウン。ふたりが照らし出す本当の日本の豊かさ。

対談+引用+写真で構成された、いまを生きる「日本人」に勇気を与

える一冊！！！ 

 

 

 

あの伝説のロックオペラが、本とＣＤでよみがえる！ 

『Ｒ２Ｃ２ 卒業アルバム 

～サイボーグなのでＣＤ付けます！～』 
発行：1 月中旬 

予価：2,900 円（税込） 

仕様：Ａ４判・ＣＤ付 

 

2009 年初夏に上演し、観客の圧倒的支持を得た、

作・演出：宮藤官九郎、大パルコ人「メカロックオペラ

『Ｒ２Ｃ２』～サイボーグなのでバンド辞めます！～」の

ビジュアル、ストーリー、音楽を楽しめる「卒業アルバ

ム」発売決定！舞台写真+戯曲+出演者全員で振り返

る活字コメンタリー+楽曲ＬＩＶＥ録音ＣＤという豪華な

内容！ 
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食物繊維たっぷりの安心おやつ。砂糖・卵・乳製品ゼロ！ 

『つぶつぶ雑穀ミラクルスイーツ』 
発行：1 月下旬 

著：ゆみこ 

予価：1,680 円（税込） 

仕様：184×230 ミリ 112Ｐ 

 

雑穀は食物繊維たっぷり。冷え性や貧血、便秘解

消などに期待ができる食材として注目が高まってい

る。雑穀料理のスペシャリストとして大人気の著者

が、とびきりおいしくておしゃれでシンプルなスイー

ツレシピを紹介。レシピはどれも砂糖・卵・乳製品ゼ

ロで 100％植物性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■当社出版物に関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 

パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

『(500)日のサマー』 

恋を信じる男の子と信じない女の子の、ビタースウィートな 500 日の物語 

＜1 月 9 日（土）ロードショー！＞ 

全米が大熱狂、観客のハートをぎゅっとつかんだ今世紀最強のラブ

ストーリーが誕生！どこかエキセントリックなサマーに扮するのは、ハ

リウッドのファッションアイコン、ズーイー･デシャネル。500 日の恋の

時空を駆け巡るストーリーを多彩でポップなスタイルを駆使し描くの

は新進気鋭のディレクター、マーク･ウェブ。片思いと両思いの間に果

てしなく広がるグレーゾーン。恋ってどうしてこんなに楽しくてせつな

いんだろう！ 

監督：マーク･ウェブ 

脚本：スコット･ノイスタッター＆マイケル･Ｈ･ウェバー 

出演： ジョセフ･ゴードン=レヴィット、ズーイー･デシャネル、ジェフリ

ー・エアンド、クロエ・グレース・モレッツ 

原題：(500)DAYS OF SUMMER 

配給：20 世紀フォックス映画 / 宣伝：ミラクルヴォイス PG-12 

2009 年/アメリカ/96 分/シネマスコープ/ドルビーSRD   ©2009Twentieth Century Fox 

『プラネット Ｂ－ＢＯＹ』 

誰も見たことがない、超絶ダンス･バトル･ドキュメンタリー!!  

＜1 月 9 日（土）より 3 週間限定レイトショー！＞ 

舞台はブレイクダンスの世界大会のひとつ｢バトル･オブ･ザ･イヤー･フ

ァイナル｣2005 年大会。各国の予選を勝ち抜き集まってくる超絶ブレイ

クダンスチームの数々。国境･人種･言語を越えたダンスバトルと緊張

感あふれるその舞台裏に迫る!!日本からは“一撃”が参戦。日本予選を

書き抜き、本大会に出場して見事、準優勝と Best show に輝いた一撃

の勇姿を見逃すな！ 

監督・製作：ベンソン・リー  

編集：ベンソン・リー／ジェフ・マルセロ 

製作総指揮：エイミー・ロー 

撮影：ヴァスコ・ルーカス・ニューンズ 

音響デザイン：マイケル・フルジャニク／サンフォード・リビングストン 

提供：イーネット・フロンティア  配給：トルネード・フィルム＋イーネット・フロンティア  

2008 年/アメリカ/95 分/カラー/ヴィスタ/ステレオ  ©2008 Planet B-Boy, LLC. All Rights Reserved.              

■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下記まで http://www.parco-pubulishing.jp/ 

シネクイント（渋谷パルコ・パート 3、8Ｆ） ＴＥＬ：03-3477-5905 

パルコ エンタテインメント事業局 映像担当 ＴＥＬ：03-3477-8911 


