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この秋から初冬にかけてのパルコのトピックスをお知らせいたします。 

ics＞ 

の傑作舞台の映画化。「笑の大学」10月 30日(土)いよいよ公開！・ 

0月の改装情報 

ストンホテル（調布パルコ 8階）の地域社会貢献活動 

＞ 

アライン エキスポ  ・チェ・ゲバラ写真展  ・ウィリアム・ウェッグマンの愛犬好日 

・コージズキン展  ・「恋の展」   ・colobockle「A to Z」 

  仮店舗営業中 

 

   ・どかーん！武春劇場 in PARCO Vol.1  ・志の輔らくご 2004 by PARCO vol.9 

フライ   ・ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ'Ｓ Ｒ＆Ｊ 

レンマ  ・フィリップ・ジャンティ・カンパニー  ・江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス 

 

ロ １０月の主要企画   ・モーサム・トンベンダー、全国ツアー 

版新刊＞ 

・ディクショナリー 

パルコカレンダー、好評発売中 
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） 
 

7-5710  FAX：03-3477-5769  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

○本資料のPDF版をPARCOホームページで提供しております。 
ロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 
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パルコのトピックス 

◆三谷幸喜の傑作舞台の映画化。「笑の大学」10月 30日(土)いよいよ公開！                  

 
パルコプロデュース公演として、1996年に初演され、「読売演劇大賞・最優秀作品賞」に輝いた三谷
幸喜の傑作舞台「笑の大学」がついに映画化されました。この映画の製作にはパルコも参加していま

す。 
 対米開戦前夜、日中戦争が続く昭和十五年。演劇上演にも官憲の事前検閲を受けなければならなか

った時代を背景に、検閲官と喜劇作家の台本をめぐる攻防を二人芝居で描いた戯曲を、検閲官に役所

広司（写真左）、喜劇作家には稲垣吾郎（写真右）、監督は三谷脚本のＴＶドラマ「古畑任三郎」の演

出でも知られる星護という強力なキャスト、スタッフが映像化。試写会では既に好評を博しています！ 
 映画「笑の大学」は、いよいよ 10月 30日(土)、シネクイント（渋谷パルコ・パート３、8階）他
で全国ロードショー公開されます。 
 
※公開に併せて以下のパルコ各店では、「笑の大学」写真パネル展を開催いたします。 
  広島パルコ 10月 9日～11月 7日、 札幌パルコ 10月 9日～10月 17日、 
渋谷パルコ 10月 22日～11月 8日 （日程は全て予定であり変更になる可能性があります） 

 
 
◆パルコ10月の改装情報                                  

 
 渋谷パルコ（東京都渋谷区）は、9 月 17 日（土）にグランドオープンしたパート 3 に引き続き、
10月 1日（金）にパート 2・４～６階を全面リニューアル。4階にインテリア雑貨、5階に旅行、リ
ラクゼーション、６階にスクールと各階異なったライフシーンを提案するショップ８店舗を導入。既

に昨年リニューアルした地下１階～３階と併せ、高感度な都市生活者向けライフデザインビルとして

生まれ変わります。 
 また、７月にオープンしたパルコ館・地下１階の食品フロアが好調の新所沢パルコ（埼玉県所沢市）

では、“NEW LIFE STYLING”をテーマに毎日の生活をより楽しいものにするコミュニティ型 SC
の完成に向け、お客様からの要望が多かった手芸、画材、コンタクト、カジュアルシューズなどリビ

ング、身の回りファッションの大型テナントや飲食店を導入、10月 8日（金）第 1弾、10月 29日（金）
第 2弾とオープンいたします。 

※渋谷パルコ、新所沢パルコ共に別途資料を用意しておりますので、ご請求ください。 
 
◆調布クレストンホテル（調布パルコ8階）の地域社会貢献活動                   

 
調布パルコ（東京都調布市）8 階の調布クレストンホテルでは、地域社貢献活動の一環として、去
る 9月 25日（土）に、財団法人調布ゆうあい福祉公社のデイケアサービスを受けている在宅介護の
お年寄りの皆様 30名をランチブッフェにご招待させていただきました。 
 料理はお食事をしやすいように一口大にカットしてご提供。同日、ホテル内ではウェディングフェ

アも開催しており、ランチブッフェ会場にウェディングドレスの新婦、新郎のカップルが登場し華を

添えていました。 
 当企画は今後も毎回 30名様づつ、全員をご招待する予定です。（開催予定日 11/11、12/1,3,14,20） 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム 

 

 BRANIFF AIRLINE EXPO  ブラニフ エアライン エキスポ                            
 
 本展は 60 年代後半から、アメリカでアート・ファッション・デザ
インを第一に打ち出して一際異彩を放った航空会社ブラニフ航空のク

リエイティブの数々の貴重なコレクションを紹介する展示会です。 
また、「もし今ブラニフ航空があったら、どんなアーティストとコラ

ボレートするか？」をテーマに、ヴァージン・アトランティック航空

のオフィスなどを手がける注目の建築家ユニット「クライン ダイサム 
アーキテクツ」が制作した作品の展示、ブラニフ航空の復刻グッズの

ショップ開設も行っています。 
 

©Braniff International / Giyph. 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 11日（月・祝）まで開催中。 会期中無休 
開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前まで） 
入場料  ： 一般／500円・学生／400円・小学生以下無料 
 
 
 

 チェ・ゲバラ写真展  映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」公開記念展覧会                    
 
 エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・セルナ（1928-1967）。キューバの革命の指導者となり、ボリビアで
処刑された後も、親しみを込め‘チェ’と呼ばれ、世界中から愛され、「タイム」誌から“２０世紀イ

コン”の独りに選ばれた革命家。 
 彼がまだ、２３歳の名もなき青年医学生であった時に、陽気な先輩アルベルトと共に中古のおんぼ

ろバイクに跨り、南米大陸を横断する冒険の旅に出

ました。それは、アルゼンチンからアンデスを越え、

海岸線をチリ～ペルー～エクアドルと抜け、アマゾ

ンをくだり、ベネズエラへ至る１万キロを大走破す

る無鉄砲な計画でした。 
 若き日のゲバラを大きく変えるこの冒険の旅を、

美しい映像と共に綴った映画「モーターサイクル・

ダイアリーズ」の公開を記念し、本展では青年時代

から美しき革命家となるまでにいたるチェ・ゲバラ

の人生を、貴重な写真とパネルで展示。そのほか、

チェ･ゲバラに関する貴重な品々の展示などを予定

しており、会場では彼の人生を肌で感じることがで

きます。 映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」より. 

 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 16日（土）～2004年 11月 7日（日） 会期中無休 
開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前まで） 
入場料  ： 一般／500円 （映画「ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ･ﾀﾞｲｱﾘｰｽﾞ」チケットお持ちの方 200円引き） 
 
＊チェ・ゲバラ関連書籍、商品などを今までにないボリュームで販売するコーナーも併設いたします。 
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 ウィリアム・ウェッグマンの愛犬好日     William Wegman Photo Exhibition                   
 
 アメリカのコンテンポラリー・アートを代表する写真家として、日本においてもその存在を知られ

るウィリアム・ウェッグマン。彼は 1960年代後半からアーティストとしての活動をはじめ、1970年
代にはいってから、パフォーマンス、ビデオ、ドローイングといった表現手段を用いたコンセプチュ

アル・アーティストとして世界中から注目を集めるようになりました。 
本展では、ウェッグマン 35 年間の作家生活においてもっとも重要な位置を占める愛犬たちのポー
トレート作品約 70点（カラー作品）を展示いたします。 
ウィリアム・ウェッグマンが愛した犬たちは、まるでその時代の流行の最先端のようなファッショ

ンを身にまとい、人間の肖像写真のようにそれぞれが自己主張しているかのごとく個性的な表情を浮

かべています。世界でも評価の高い写真家ウィリアム・ウェッグマンの人間と犬との崇高なコラボレ

ーション作品が人間と動物たちとの繋がりを考える新たな機会となることを願います。 
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開催概要 
間   ： 2004年 11月 11日（木）～12月 5日（日
場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前
場料  ： 一般／500円・学生／400円・小学生以下

パルコミュージアム  パルコ・アート＆ギャラリーホ

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・
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無料 

ームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
７F   ℡ 03-3477-5873 

                       ４ 



 

 
パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

 
 ローリング・コージズキン展                                 

 
「LOVE and PEACE」をモットーに、絵本の世界で異彩
を放つスズキコージは、いつの頃からか別名‘コージズキン’

を名乗りはじめ、創作絵本、画集、ポスター、舞台装置や衣

装、店の看板やマッチ箱、壁画など、幅広い分野でその多才

ぶりを発揮、創作活動を展開しています。 
各地で開催される展覧会へは子供から大人まで多くのフ

ァンが足を運び、最近では特にライブペイントや、自ら企画・

出演するライブも好評です。閉塞感あるこの時代だからこそ、

そのエネルギッシュなキャラクターが注目され、愛されるの

かもしれません。 
本展では、大キャンバス絵画、今回初公開となるポップ・

アップ作品、コラージュや陶芸から小絵画までとヴァリエー

ションに富んだ作品を多数ご紹介します。また会期中会場に

てほぼ毎日、本人によるライブペイントも行います 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 1日（金）～10月 13日（水）   

 開場時間 ： 10：00～21：00（会期中無休・最終日は 17：00閉場） 
 
＊会場にて本人によるライブペインティングを開催いたします。時間帯は

＊絵画作品、書籍、Ｔシャツ、手ぬぐい等グッズ類も販売します。 
 
 
 
「恋の展」 －松尾スズキ 初監督映画 『恋の門』 公開記念展－

 

 羽生生純の同名マンガを、松尾スズキが初監督

作品として映画化した“笑って泣ける青春純愛映

画”「恋の門」が 10月に公開されます。 
本展ではこの異色の映画公開を記念し、映画で

使用された衣装・小道具・絵コンテなどの展示、

一部撮影現場 再現、体験コーナー、イベントな

ど等、盛りだくさんの内容で展開いたします。 
 
 
＊本展覧会ご入場の方、先着 5000名様に『恋の門』特製カップ麺「恋の
真右)をプレゼントいたします。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 15日（金）～10月 25日（月）  
入場料  ： 300円 （映画チケット半券お持ちの方 １00円引き） 
開場時間 ： 10：00～21：00（会期中無休・入場は閉場 30分前まで。最終
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 colobockle「A to Z」‐「colobockle dictionary」出版記念-              

 
ほのぼのとかわいく、それでいてユニークな colobockle (コロボックル)の世界は、子供から大人ま
でを惹き付ける不思議な魅力にあふれています。 
パルコ出版から刊行される「colobockle dictionary」出版を記念しての開催となる本展では、同書
に登場するさまざまなキャラクターたちの、ハンドメイドの colobockleオリジナル作品や原画を展示
販売します（一部非売）。また、colobockleの作品を原型とした、どこにも売っていない自分だけのオ
リジナル手作り作品を創るキットも販売。そのほか、colobockle デザインのステーショナリーグッズ
や絵本など、たくさんのアイテムも取り揃えます。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 10月 27日（水）～11月３日（水・祝）  
開場時間 ： 10：00～21：00 （会期中無休・最終日は 17：00閉場） 
会期中企画 ： ワークショップ ： 10月 30日（土） 14：00～16：00 

colobockle本人が来場してのワークショップを開催します。 
手作りキットを使っての作品製作をお手伝い。自分だけのオリジナル作品が素敵に仕上

がるよう、colobockleがアドバイスします。 
サイン会： 10月 3１日（日） 15：00～16：00 
本会場にて「colobockle dictionary」をお買上げいただいた方対象。 
（「colobockle dictionary」は、書店での販売に先駆け本会場で先行販売されます） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  新世紀書店  仮店舗営業中                   

 
オンライン古書店のカリスマ店主であり、著者、ライターとしても活躍

よる、「新しい書店」を考える企画です。 
ウェッブサイトで独創的なアイディアを募集、スタッフメンバーもボラ

コンセプトで構成されたブースやイベントを展開、本（古書）と家具から

集め展示即売します。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 11月 5日（金）～17日（水）  
開場時間 ： 10：00～21：00 （会期中無休・最終日は 17：00閉場） 
 
ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://w
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03
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する北尾トロ氏監修主催に

ンティア参加です。５つの

雑貨まで書物関連グッズを
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）注目の公演ラインナップ             

 

ピローマン                                                     

 
 2003 年 8 月、北アイルランド紛争を
背景にした流血のブラックコメディ「ウ

ィー・トーマス」がパルコ劇場で上演さ

れ話題を呼びました。その作者であるマ

ーティン・マクドナーと演出を担当した

長塚圭史という二人の才能が再び、マク

ドナーの最新作「ピローマン」でパルコ

劇場に登場します。 
 「ピローマン」は、昨年 11 月から今
年 4月まで、ロンドンのナショナル・シ
アターでレパートリー上演され、2003
年度ローレンス・オリヴィエ賞新作最優

秀賞を受賞、今年 9月からのブロードウ
ェイ上演も決定した世界的な注目作。「残酷なメルヘンばかりを書く作家の身辺で、お話によく似た殺人事

件が次々に起きる。作家はものすごく胡散臭い二人の刑事取り調べを受け、やがて作家の“知恵遅れ”の

兄が容疑者に、そして登場人物たちの秘密が明らかになっていく…」というストーリーで展開される、笑

うしかないほどの悪意とおばかさ、不毛とナンセンス、ばちあたりなアナーキーさを満載した、とんでも

ない問題作です。 
 いずれも個性的な 4人の男優がこの作品をどう演じるか、要注目の舞台です。 
 
［期間］ 2004年 11月 6日（土）～11月 23日（火・祝）            ●前売券発売中 
＜作＞マーティン・マクドナー ＜翻訳＞目黒 条 <演出>長塚圭史  
<出演> 高橋克実 山崎一 中山祐一朗 近藤芳正    

※パルコ劇場の他、名古屋、大阪、福岡、広島、水戸公演も予定。 
 

どかーん！武春劇場 in PARCO Vol.1                      

 

ロックやR&Bに「語り」と三味線を合体した独自のスタイル
を確立し、さらに宮本亜門演出のブロードウェイ・ミュージカ

ル「太平洋序曲」に主演し、米国の批評家から絶賛され、アカ

デミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた「頭山」

では語りと音楽を担当と、多彩な活動を繰り広げる浪曲師、国

本武春がパルコ劇場に初登場！。 
三味線“弾き語り”ライヴ・エンターテインメントを展開し

ます。 
 
［公演日］ 2004年 11月 24日（水） 19:00~      

 
●前売開始：2004年 10月 16日（土）   

パルコ劇場・その他演劇公演 
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志の輔らくご 2004 by PARCO vol.9                                          

 

 今年で9年目。パルコ劇場恒例の立川志の輔の高座。

新・古典落語をお楽しみください。 

 

［期間］ 2004年 11月 25日（木）～11月 30日（火）、
12月 7日（火）～12日（日） 

●前売券発売中  
  

※パルコ劇場の他、大阪、札幌、富山での地方公演あり。 
 

 

パルコ・プロデュース公演  

なにわバタフライ ＮＡＮＩＷＡ ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ                                              

 

 ＮＨＫ・大河ドラマ「新選組！」を書き上げた三谷幸

喜、待望の舞台最新作！。浪花の名女優・ミヤコ蝶々を

モチーフに初の一人芝居書き下ろし！。その一人芝居に

挑むのは、三谷幸喜の舞台ではお馴染み、「新選組！」で

は寺田屋の女将を演じた、戸田恵子です。 

 

［期間］  プレヴュー公演 2004年 12月 18日（土）～12月 20日（月） 
本公演     2004年 12月 22日（水）～2005年 1月 23日（日） 予定 

●2004年 11月前売開始予定 
＜作・演出> 三谷幸喜  <出演> 戸田恵子 <生演奏> 小竹満里 
 

ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ’Ｓ Ｒ＆Ｊ                                                 

 

 「Ｒ＆Ｊ」とは、「ロミオとジュリエット」のこと。1998 年ブロードウェイで上演され高い評価を

得たこの作品は、シェイクスピアの物語をそのまま上演するのでなく、厳格なカソリックの全寮制男

子校を舞台に、4 人の男子高校生が「ロミオとジュリエット」を演じるという、モダンな脚色を加え

たものです。 

 そして、ブロードウェイよりオリジナルの作・演出家であるジョー･カラルコを招いて制作されるこ

の舞台では、この春まで東京バレエ団に所属し、ベジャールやマシュー・ボーンの作品で賞賛されて

きた世界に誇るプリンシパル首藤康之が、ストレートプレイに初挑戦するのも注目されます。 

 

［期間］  2005年 2月 1日（火）～2月 20日（日）     ●2004年 11月 27日（土）前売開始 
＜作・演出> ジョー・カラルコ  <出演> 首藤康之 佐藤隆太 小林高鹿 浦井健治 
 

 ※2005年 2月 26日（土）、27日(日) 大阪／シアター・ドラマシティ  

名古屋、広島、新潟、福岡公演も予定 

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 

PARCO MONTHLY INFO. 2004/10                                     ８ 



◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演ラインナップ                  
 

ローズのジレンマ                                         

ル テアトル銀座の前身である、銀座セゾン劇場での 1989年公演「レティスとラべッジ」以来、舞台女
優・黒柳徹子のライフワークとなっている「海外コメディシリーズ」は、これまでほぼ毎年新作を上演し

続け、1996年には毎日芸術賞、読売演劇大賞を受賞もしています。今年は、このシリーズの 15周年記念
公演として、喜劇の王様・ニール・サイモンの最新作を、主演・黒柳徹子に岡田眞澄、川上麻衣子、うじ

きつよしと豪華な顔ぶれを加えて上演します。 
 

［期間］ 2004年 10月 9日（土）～31日（日）              ●前売券発売中 
<作> ニール・サイモン <演出> 高橋昌也  
＜出演＞ 黒柳徹子、川上麻衣子、うじきつよし、岡田眞澄 
※東京の他、大阪：シアター・ドラマシティ公演有。2004年 11月 3日（水）～7日（日） 

 

フィリップ･ジャンティ･カンパニー 「バニッシング・ポイント」                

 1988 年の初来日以来、10 回に及ぶ来日公演を行い、不気味でかわいい人形や、ダンス、マイム、マジ
ックを駆使した魔法のような舞台を作り上げ日本の観客を魅了し続けてきたフィリップ・ジャンティ。2003
年のスイス・ローザンヌでの初演、パリ公演で絶賛

され、世界各地を公演中の彼の新作「バニッシング・

ポイント」がこの秋、日本に上陸します。 
 パルコは、1992年の来日公演「漂流－DERIVES」
以来、フィリップ・ジャンティの発信地となってき

ましたが、今回は初めてル テアトル銀座で全８ステ
ージの東京公演を予定しています。 
 
＜公演概要＞ 

［期間］ 2004年 11月 9日（火）～14日（日）  
●前売券発売中  

 
<作・演出> フィリップ・ジャンティ <演出補>メアリー・アンダーウッド <音楽>ルネ・オーブリー  
<出演> ドミニク・カターニ マージョリ・キュレンティ メレディス・キッヒェン スコット・ケーラー ラ

イオネル・メナール ソニア・エンキン 
 
＜地方公演日程＞ 名古屋 11月 18日（木） 山口 11月 20日（土）、21日（日） 大阪 11月 23日（火・祝） 
         松本 11月 26日（金） 新潟 11月 28日（日）  
 

江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス <あなたが生きることの意味>＆<あなたに向けられる愛>      

 数多くの著作、雑誌連載、テレビ、ラジオ、講演会を通して、悩める現代人の心を癒してきたスピリチ

ュアル･カウンセラー江原啓之が、その枠を超えた表現者“スピリチュアル・アーティスト”として、全て

をつぎ込んだ言霊と癒しの舞台。 

 

［期間］  2005年 1月 3日（月）～1月 11日（火）     ●2004年 11月 20日（土）前売開始 
     ※全国公演 1月下旬～3月下旬 調整中 
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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 １０月の主要企画                                    

 

・“in the city TOKYO 2004 special live” 

10/6（水）～10/9（土）渋谷クラブクアトロ 

【出演】 

10/6 早川義夫＆佐久間正英/カルメン・マキ/野狐禅 

10/7 Killing Time/くじら/戸田誠司/やの雪＆赤城忠治 

10/8 スチャダラパー/SLY MONGOOSE 

10/9 DJ BAKU/GOTH-TRAD/dokaka/envy 

 

音楽制作者連盟が主催し、渋谷の各ライブハウス/会館を拠点に同時開催する都市型ミュージック・フェス“in the city 
TOKYO”。6 回目を迎える今年は 10/1～10/10 の 10 日間で開催。クアトロでは 10/6～10/9 の 4 日間、
“J-UNDERGROUND”と題して、1970年代以降のカウンター・シーンを 10年区切りのタームで辿る。 
 

・ブラックモアズ・ナイト 

  10/19（火）広島クラブクアトロ 

 

レインボー、ディープ・パープルのギタリストとしてロック史上に大きな足跡を残すリ

ッチー・ブラックモアが中世ルネッサンス期の音楽を演奏する為にヴォーカリスト、キ

ャンディス・ナイトと始めたプロジェクト。7年ぶりとなる2度目の来日公演。 

 

 

 

 

 

・ラーズ・フレデリクセン・アンド・ザ・バスターズ  

10/25（月）名古屋クラブクアトロ 

10/26（火）心斎橋クラブクアトロ 

10/27（水）、28（木）渋谷クラブクアトロ 

 

90 年代以降のハードコア/パンクロック・シーンを代表するカ

リフォルニア出身のバンド、ランシド。そのギタリストである

ラーズが開始したソロ・プロジェクト、ラーズ・フレデリクセ

ン・アンド・ザ・バスターズの初来日公演。 

 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報                    

 

ＭＯ‘ ＳＯＭＥ ＴＯＮＥＢＥＮＤＥＲ  

ニューアルバム発売記念ツアースタート！ 

 

コロムビア/トライアド移籍第一弾アルバム『The Stories of Adventure』を9/22

にリリースした当社所属のアーティスト、モーサム・トーンベンダーのアルバム

発売記念のツアーが10/16よりスタート。全国１８箇所で開催。 

ファイナルは12/2 東京・渋谷AXにて。！ 
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パルコ出版の新刊情報 

 

「コロボックル・ディクショナリー colobockle dictionary     著：colobockle                              

予価1.680円（税込） 2004年 10月下旬発売予定 

 

 

本や工作ブックが大好評のコロボックル。 

ついにこの秋、集大成ともいえる作品集が刊行されます。 

イラストはもちろん、ハンドメイド雑貨、ペーパークラフト作品

など代表作＆新作を多数収録。また、詩やコラム、制作風景など

も盛り込まれ、ファンにはたまらない内容に。なにが飛び出すか

わからない、コロボックルの不思議な世界・・・. 

ぜひご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆おなじみパルコのカ

 

 毎年ご好評を頂いてお

 今年も、お馴染みの「

 

 

PARCO MONTHLY INFO. 
著者            colobockle（コロボックル） 

判型            A５判変型 

ページ数    １１２Ｐ（オールカラー） 

予価            １６８０円（税込） 
ＩＳＢＮ４－８９１９４－７０２－０ Ｃ００９５
本書の出版を記念して、渋谷パルコ・ロゴスギャラリーにて、展覧会『colobockle「A to Z」』が
10月 27日（水）～11月３日（水）に開催されます。⇒ ６ページをご参照ください。 
レンダー、２００５年版が好評発売中！                      

りますパルコのカレンダー。２００５年版が発売中です。 
御教訓カレンダー」を始めとして、パルコならではのカレンダーをラインナップ。 

2004/10             
写真左－「スローフードカレンダー」（1,575円・税込） 

写真中－「御教訓カレンダー」（1,365円・税込） 

写真右－「ムーンカレンダー」（1,680円・税込） 

 

その他、「卓上ムーンカレンダー」（840円・税込）、「お天気ケ

ロ太の2005 むかしばなしカレンダー」（1,155円・税込）、「今
日は何の日」カレンダー（1,155円・税込）も好評発売中。 

                        １１ 


