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春3月、新しい季節に向けてのパルコのトピックスをお知らせいたします。 

opics＞ 

ルコ新館、２００５年３月３１日（木）待望のオープン決定！ 

 パルコのホワイトデイキャンペーン 開催中（写真右） 

ＩＣ ＰＡＲＴＹ！ 集英社少女漫画雑誌合同イベント 

毛温泉「大仙家」－「お風呂で読む本」揃いました 

連＞ 

園・ F4 World展     ・ カミロボエキスポ２００５ 

コレクション 博物画の至宝・幻の名作図譜 

も追悼写真展「彼の世でアンコール！」ENCORE IN HEAVEN 

＞ 

の恋 -Family Tale-   ・ LOVE LETTERS Floriferous Season Special ～百花繚乱～ 
 -シャッフル-          ・ ミュージカル・コメディ「最悪な人生のためのガイドブック」 

ミュージカル「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」 

                ・ ミュージカル「シンデレラストーリー」 

＞ 

アトロ ３月の主要企画     

＞ 

ント 上映ラインナップ 

出版＞ 

出版の新刊 「知恵熱」 池松江美 著 
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） 
 

477-5710  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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◆札幌パルコ新館、 

２００５年３月３１日（木）待望のオープン決定！ 

 
 1975年 8月のオープン以来、札幌パルコはマーケットか
ら支持されるファッションビルとして常に変革を行ってき

ました。そして開店 30周年を迎える今年 2005年、札幌パ
ルコの隣接地に「札幌パルコ新館」を 3月 31日（木）にオ
ープンいたします。 
「新館」では、札幌マーケットに新たな話題を提供すべ

く札幌初登場のブランド／ショップ（下表★印）を集積、

本館との連動で今まで以上にお客様の支持をいただける札

幌パルコを目指します。 
「新館」の１～２Ｆは、北海道に初登場となるスペイン

生まれの人気ブランド『ＺＡＲＡ』がオープン。その他も

ファッションから雑貨まで、高感度でありながらプライス

コンシャスで提案性のある新しいブランドやショップが集

まります。 （別途、詳細なリリースを用意いたしており

ますのでご請求ください） 
 
◆札幌パルコ新館 主なテナント 
B1F ラプラドール リトリーバー（メンズ、レディス、キッズ、愛犬グッズ）★ 

ＡＢＣマート・ワールドスポーツプラザ（シューズ、スポーツオフィシャルグッズ） 
1～2F ＺＡＲＡ（メンズ、レディス、キッズ、靴、バッグ他）★ 
3F ボナジョルナータ（レディス、メンズ） パープル＆イエロー（レディス、メンズ） 

コムサイージーリビング（キッチン＆インテリア雑貨、メンズ･レディスカジュアルウェア他）★ 
4F フランフラン デザイン フォー ライフ（家具、ファブリック、インテリア、ステーショナリー他） 
5F ザ・リアルマッコイズ（レザー、ジーンズ、シューズ、雑貨他）★  

ナイロン（レディス･メンズインポート古着とオリジナル）★ 
◇札幌パルコ新館 ・所在地   北海道札幌市中央区南１条西３丁目（札幌パルコ本館南隣） 

         ・建物規模  B1F～5F 営業面積 約3,200㎡ 

 
 
◆『もらってないのに、あげちゃった。』『ラブチューにしてあげる。』 

２００５ パルコのホワイトデイキャンペーン 開催中      

 
パルコでは、映画「ファンタスティポ」主演の強力ユニット「トラジ・

ハイジ」（堂本剛＋国分太一）が登場したバレンタインデイキャンペーン

に続くホワイドデイキャンペーンを開催中です。 
このホワイトデイキャンペーンには、この春にパルコミュージアムで展

覧会が開催される（4ページ参照）台湾発のアジアのビッグアイドルグル
ープ「Ｆ４」のメンバーの中でも、特に甘いマスクで人気のヴィック・チ

ョウを起用しました。 
現在パルコ各店では、２種類のポスターを掲示中。それぞれに『もらっ

てないのに、あげちゃった。』『ラブチューにしてあげる。』という異なる

コピーをつけて、ヴィック･チョウの甘いマスクに、パルコがビターな男

のテイストをプラスしたポスターになっています。 
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◆マーガレット・クッキー・ヤングユー ＣＯＭＩＣ ＰＡＲＴＹ！            

集英社少女漫画雑誌合同イベント  

 
集英社より発行されている少女漫画誌の大人気作品の世界を実際に体感できるイベントが渋谷パルコ・

ＳＲ６で開催されます。！ 
単行本の発行部数が 1700万部を超え、今年はトリビュートアルバムの発売、実写映画化とさらなる
話題を呼んでいる「NANA」、昨年パルコ各店で開かれたオンリーイベントも好評、今春はテレビア
ニメ化が決定した「ハチミツとクローバー」、別冊マーガレットの人気連載作品で昨年度は小学館漫画賞

も受賞している「ラブ☆コン」。ＳＲ６全体が、これら各タイトルの世界を再現した空間になります。 
もちろん、会場では 3 作品の関連するグッズの販売、イベントでしか手に入らない限定グッズも販売予
定。3タイトルの他にも『マーガレット』『別冊マーガレット』『ユー』『ヤングユー』『クッキー』『コーラ
ス』誌上にて連載している作品のイベント限定グッズの販売や関連ゲストを招いてのイベントも予定され

ています。 
 
◇開催概要   会場  ： 渋谷パルコ ＳＲ６（パート１・スペイン坂正面入り口前）  

 期間   ：  2005年 3月 18日（金）～4月 12日（火） 
  開場時間 ： 10:00～21:00 （入場は 20:30まで）＊入場無料 

 
 
◆「お風呂で読む本」が揃っています － 伊豆畑毛温泉「大仙家」             

 
 静岡県・伊豆畑毛温泉にある、パルコネット

ワークの一員の株式会社ホテルニュークレストン

が運営する「大仙家」の温泉風呂に、「お風呂で

読む本」が揃いました。 
「お風呂で読む本」は、昨年朝日新聞などで

も紹介されてお風呂好きの間で話題になってい

る、耐水性の素材で作られた濡れても平気な本。

長時間お風呂につかる半身浴を楽しむ人たちか

ら、入浴時間を退屈せずに過ごすためのアイテ

ムとして注目されていますが、実は「大仙家」

の温泉は温度が低いので本を読みながらの長湯

に最適な環境なのです。 
「大仙家」に登場した「お風呂で読める本」は、太宰、漱石のような名作中の名作から、夢野久作、海

野十三のようなちょっとマニアックなものまで４０冊。 
最近 84連泊もされたお客様がいたほどの根強いファンのいる「大仙家」の温泉に、題名は知っているけ
ど、実はちゃんと読んだことがない名作を読みに行く旅というのも洒落てます。 
 

○伊豆畑毛温泉 大仙家 （いずはたけおんせん だいせんや） 
 静岡県田方郡韮山町奈古谷６５５ TEL.055-979-7000    客室数 和室／洋室 ４８室  
 温泉  大浴場 男女別、内湯×３、露天風呂、サウナ 
 泉質  韮山湯：アルカリ性単純泉 大仙湯：ナトリウム硫酸塩泉 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

 流 星 花 園 ・  F4 World 展            

 
時代は華流（ファーリュー）へ！ 

すでにアジアで絶大な人気を誇り、ここ

日本でも人気が爆発しつつある、台湾アイ

ドル「F4（エフフォー）」。F4 は、2001 年
に集英社の人気コミックス「花より男子」

を原作に台湾ドラマ化された『流星花園

（りゅうせいはなぞの）』という大人気 TV シリーズ（現在、日本各地でも放映中）から生まれた 180cm 超

のイケメン4人組み。 
本展は、彼らと、「流星花園」を代表とする今アジア各国を席巻している台湾初のエンターテインメント

文化を紹介する展覧会です。会場では「流星花園」とそのシリーズ作品「流星雨」「流星花園Ⅱ」の秘蔵映

像ほか、F4コンサート映像、さらに今後続々日本に登場する華流TVドラマシリーズをいち早く紹介。さ
らに F4関連グッズ、展覧会オリジナルグッズも販売いたします。 
 
◆開催概要    期間   ： 2005年 3月 11日（金）～28日（月） 会期中無休 

開場時間 ： 10：00～21：00  
         入場料  ： 一般 500円、学生 400円、小人・シニア 300円  

※大阪（GW）、広島パルコ（5月）、名古屋パルコ（6月）巡回予定あり 
 
 カミロボエキスポ２００５           

 身長１５ｃｍの紙ロボットが作る大世界     

 
安居智博。クリエイティブデザイナー。世界でただ

一人のカミロボ作者。27年間、紙のロボットをつくり、
ひとりで遊び続けた男。青木克憲。アートディレクタ

ー。安居と仕事を通して知り合い、カミロボの世界に

出会う。その圧倒的な世界観に魅了された青木は、カ

ミロボのエヴァンジェリスト（伝道者）となる。 
二人の出会いをきっかけに、「ほぼ日刊イトイ新聞」

など各メディアでの露出が進み、カミのロボットをレ

スラーとして戦わせるカミロボ遊びの世界は各地で話題になり、バンダイからレプリカのモデルの発

売が決定など、後楽園ホールでのイベントまで計画されるなどムーヴメント起こり始めています。 
本展はそのカミロボの魅力を、２７年間に渡り作り続けられてきた２００体以上のカミロボレスラ

ーや膨大な製作資料とともに紹介するものです。 
 
◆開催概要  

期間   ： 2005年4月1日（金）～25日（月） 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 
 

Kami-Robo (C) 2003-2005Tomohiro Yasui / butterfly・stroke inc. All Rights Reserved. 

パルコミュージアム  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F   ℡ 03-3477-5873 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

 荒俣宏コレクション 博物画の至宝・幻の名作図譜  

 
本展では、今ではもう存在しない学問「博物学」の研究家で

あり、博物画コレクターでもある荒俣宏氏が３０年余りのコレ

クション暦の中でも目にしたことがないという、最近幸運にも

入手することができた名品を主にご紹介します。 
荒俣氏は、長年にわたって我々に博物画の楽しみ方を説いて

きました。荒俣氏の著書などを通して博物学に興味を持ち、博

物画を実際に目にし、また手に入れる機会を得て、その魅力の

虜となってコレクションを始めたという人も少なくないようで

す。 
ここ数年間に名品といわれるものは美術品としての評価が高

まり、海外で価格が高騰、市場に出てこない等、入手するのは

かなり厳しい状況のようです。 そんな状況下、コレクション

暦３０余年を誇る荒俣氏ですら目にしたことがないという名品

を幸運にも入手、本展では、これらを含め１８～１９世紀西欧

の動植物図譜約 300点を展示販売いたします。 
最後の 3日間（12日～14日）セールを行います。 
 
◆開催概要    期間   ： 2005年 3月 1日（火）～14日（月）会期中無休 

 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 
 中島らも追悼写真展「彼の世でアンコール！」ENCORE IN HEAVEN！      

 
昨年７月、逝去された作家中島らも氏。

本展では、約 20 年にわたり中島らも氏を
撮影してきた写真家・佐々木芳郎氏の写真

作品を中心に、亡くなる 20 日ほど前に、
大阪で行なわれたライブ「らも meet THE 
ROCKER vol.4」にて非公開を前提に撮影
された作品の特別公開や秘蔵プライベー

ト写真や愛用コレクション、直筆原稿、雑

誌のインタビュー記事や写真などの展示

を行います。 
同時に、オリジナルプリント作品や本展

限定の追悼写真集、Ｔシャツ、ＣＤなどの

販売も予定しております。 
©

昨年 11月大阪にて開催された写真展には全国各地から数多くのファンが集い、会場は
気に包まれました。本展は、従来からファンだけでなく、多くの皆様に、らも氏の人気

性を認識いただける絶好の機会となります。 
 
◆開催概要    期間   ： 2005年 3月 16日（水）～30日（水）会期中無休
 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 
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://www.parco
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287
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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             

 

 お父さんの恋 -Family Tale-                          

 サードステージSHOWCASEシリーズとして「ビューティフル・サンデイ」、「ペ

ーパーマリッジ」、「今度は愛妻家」と切なくて温かいコメディを発表、着実に

人気を得ている作・中谷まゆみ、演出・板垣恭一のコンビが、最新作でパルコ

劇場に初登場します。 

 

＜作＞ 中谷まゆみ   ＜演出＞ 板垣恭一  
＜出演＞ 堺 雅人 星野真里 ／ 七瀬なつみ 菊池麻衣子 池田成志 ／ 前田 吟 
［公演日程］ 2005年 3月 10日（木）～3月 2７日（日）  
［料金]    7,000円（全席指定･税込） 
 ※全国公演日程  福岡３月３０日（水）、３１日（木）／山口４月２日（土）、3日（日）／ 松本４月６日（水）／新潟４月８日（金）／ 

仙台４月１０日（日）／名古屋４月１３日（水）／大阪４月１6日（土）、１７日（日）  

 

 LOVE LETTERS  Floriferous Season Special ～百花繚乱～-                       

 パルコ劇場の人気レパートリー「ラヴレターズ」。この春は、６組実に多彩なカップルが登場します。 

 

＜作＞ A.R.ガーニー   ＜訳・演出＞ 青井陽治     ［料金]  4,500円（全席指定･税込） 
＜出演・公演日程＞ 大森 南朋×伊藤 歩   3月 28日(月) 19:00開演  

 柳家 花緑×ベッキー   3月 29日(火) 19:00開演  
 池内 博之×鈴木 砂羽  3月 30日(水) 19:00開演  
 坂元 健児×堀内 敬子  4月 2日(土) 19:00開演  
 小椋 佳×宮本 信子   4月 3日(日) 14:00開演  
 宮迫 博之×羽田 美智子 4月 3日(日) 19:00開演  

 

 Shuffle -シャッフル-       

「人間風車」「MIDSUMMER CAROL ～ガマ王子 vs ザリガニ魔人～」な

どで脚本を担当し、演出のG2 氏と共に完成度の高い作品を作ってきた

後藤ひろひとが、今回作・演出のみならず出演も行う最新作は、一瞬た

りとも目が離せない、ハラハラドキドキしながらも胸がキュンと高鳴る

ようなちょっぴり切ないラブストーリー。 

主演は、舞台だけでなく映像の世界でも常にその演技力で幅広い役柄

を演じている伊原剛志。ヒロインには、久々の舞台出演となる奥菜恵。

その他にも超個性的な俳優陣がキャスティングされています。 

 
＜作・演出＞ 後藤ひろひと  
＜出演＞ 伊原剛志 奥菜恵 ／ 山内圭哉 三上市朗 風花舞 平田敦子   

松谷賢示 澤田育子 後藤ひろひと ／ 石野真子 鹿内孝 
［公演日程］ 2005年 4月 16日（土）～5月 8日（日） ［料金］ 7,500円（全席指定･税込） 

●前売一般発売  3月 5日(土) 

※3月 31日（木）、 
4月 1日（金）は休演日 

パルコ劇場・その他演劇公演 
◎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                   ※全国公演日程 名古屋5月10日（火）／新潟5月1２日（木）／仙台5月14日（土）／福岡5月16日（月））／大阪5月１9日（木）～２２日
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 ミュージカル・コメディ 最悪な人生のためのガイドブック-                       

人から見たら“最悪”な人生だけど、自分では“最高”の

人生と思っている…そんな考え方があってもいいんじゃな

い？ 

42 歳、独身、フリーターのドイッチの理想の人生は、ソフ

ァーで寝っ転がってピザを食べ、ビールを飲みながらサッカ

ーを観ること。上昇志向なんてまるで無し、正社員よりもア

ルバイト。会社や未来に縛られたくない！皆とは違う、僕だ

けの人生のルールがあってもいいじゃないか！そして、僕は

それを探し続ける！ 

そんな主人公ドイッチと、8人の仲間たちが繰り広げる最悪

のシナリオの行方は、一体どうなってゆくのか！？ 

川平慈英、森山未來、キムラ緑子、草刈正雄ら最高の豪華キャストを迎えて贈るミュージカル・コメデ

ィがパルコ劇場に登場します。 

 

＜作・演出＞ 鈴木聡   ＜音楽＞ 本多俊之 
＜出演＞ 川平慈英／森山未來／堀内敬子・小林 隆／伊織直加・三鴨絵里子・近江谷太朗／キムラ緑子 

 ／草刈正雄               with トライトーン（ア・カペラ・クインテット） 
［公演日程］ 2005年 5月 13日（金）～5月 29日（日）       ●前売一般発売  3月 19日(土) 
            

 ロック・ミュージカル「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」         

 

まさにヘドウィグその人がステージ上にいるとしか思えない

存在感、チャーミングでパワフル、かつセクシーなパフォーマン

ス。初演で絶賛を博した三上博史のヘドウィグが、帰ってくる！ 

いまや伝説となっているアメリカ、オフ・ブロードウェイでの

上演時と同様、昨年、日本でも数多くのヘドヘッドと呼ばれる熱

狂的ヘドウィグ・ファンを生んだ「ヘドウィグ・アンド・アング

リーインチ」。“失われたカタワレ”=「愛」を捜し求める無名の

ロックシンガー、ヘドウィグの、波乱に満ちた半生、愛と苦悩を、

心揺さぶるロックのメロディにのせて描く。多くの観客が楽しみ、

共鳴した夢のようなステージがブラッシュアップして再演決定。 

演劇ファン、映画ファン、ロックファン、ミュージカルファン、

そして“カタワレ”を探すあなたに贈る「ヘドウィグ・アンド・

アングリーインチ」。リピーターの“みんなたち”にとっては感

動の再会、初演を見逃した人たちには新たな伝説の誕生に改めて

立ち会うチャンスの到来です。 

 

＜作＞ジョン･キャメロン・ミッチェル   

＜作詞・作曲＞スティーヴン・トラスク  

＜翻訳・演出＞青井陽治   ＜音楽監督・編曲＞横山英規    ＜主演＞三上博史 

●東京公演  パルコ劇場 2005年 6月 16日（木）～26日（日）  
前売一般発売  4月 17日(日) 

Zepp Tokyo 2005年 7月 11日（月）～16日（土）  
※地方公演（予定） 福岡(Zepp Fukuoka) 7 月 1日（金）・2日（土） 大阪(シアター・ドラマシティ) 7月 5日（火）～9日（土） 

企画･製作 パルコ／ニッポン放送 
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◎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                   
 

 黒蜥蜴                       

 
江戸川乱歩の原作小説を三島由紀夫が脚色し1952年に初演された

本作は、1968 年には初めて美輪明宏主演で上演され、同年美輪主演

で映画化もされています（三島本人もある役で出演）。その後も度々

再演が行われているこの伝説的名舞台が、銀座に登場。 

黒蜥蜴にはもちろん美輪明宏。その黒蜥蜴を追い、彼女の恋の相手

ともなる明智小五郎役には、2003 年の上演時に大絶賛を得た髙嶋政

宏を、また黒蜥蜴の愛人・雨宮潤一役には2003年に引き続き、2004

年『椿姫』のアルマン役でも異才を放った木村彰吾を迎えます。 

 

＜原作＞ 江戸川乱歩  ＜脚本＞ 三島由紀夫  

＜演出・美術・衣裳＞ 美輪明宏 

＜出演＞ 美輪明宏 髙嶋政宏 木村彰吾 ほか 

［公演日程］ 4月 7日（木）～5月 8日（日）  2003年公演より 

［料金］   S席 10,500円 A席 8,400円 BOX席 18,000円（2名様）（全席指定・税込） 
 
 全国公演以下の日程で決定！ 

＜新潟公演＞ 5月12日（木） 新潟県民会館           お問合せ：一風社公演事務局 025-257-0888 

＜宇都宮公演＞ 5月14日（土） 宇都宮市文化会館・大ホール              お問合せ：宇都宮市文化会館 028-636-2125 

＜松本公演＞ 5月18日（水） まつもと市民芸術館    お問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100 

＜神戸公演＞ 5月21日（土）、22日（日） 神戸国際会館・こくさいホール    お問合せ：キョードー大阪 06-6233-8888 

＜大阪公演＞ 5月24日～29日（日） 大阪厚生年金会館・芸術ホール    

 お問合せ：キョードー大阪 06-6233-8888 シアター・ドラマシティ 06-6377-3888  関西テレビ放送 http://www.ktv.co.jp/event/ 

＜名古屋公演＞6月3日（金）～5日（日） 愛知厚生年金会館    お問合せ：キョードー東海 052-962-0511 

＜盛岡公演＞ 6月8日（水） 盛岡市民文化ホール・大ホール    お問合せ：ウェルパフォーミングアーツマネジメント 022-771-1432 

＜仙台公演＞ 6月10日（金） 宮城県民会館           お問合せ：ウェルパフォーミングアーツマネジメント 022-771-1432 

＜福岡公演＞ 6月14日（火）、15日（水） 福岡サンパレスホール                 お問合せ：ピクニック 092-715-0374 

＜広島公演＞ 6月17日（金）、18日（土） アステールプラザ・大ホール    お問合せ：TSS テレビ新広島事業部 082-253-1010 

 

 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ シンデレラストーリー               

 
2003 年夏、大人も子供も納得できる全く新しい「シンデレラ」として誕生

したミュージカル「シンデレラストーリー」。劇場を笑いと興奮の渦に巻き込

んだ、最高にハッピーなミュージカルが２００５年初夏、待望の再演決定！ 

 

＜脚本＞鴻上尚史 ＜演出＞山田和也 ＜音楽＞武部聡志 ＜作詞＞斉藤由貴 

＜出演＞大塚ちひろ 浦井健治 ／ 池田成志 橋本さとし ／ 

尾藤イサオ  高嶺ふぶき ／ デーモン小暮閣下  ほか 

［公演日程］ 2005年 5月 17日（火）～６月５日（日）  
［料金］   S席 10,000円 A席 8,000円（全席指定・税込） 
                     ●前売一般発売 3月 26日（土） 
 
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 
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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 2005年３月の主要企画                           

 

・熊谷和徳 “すべてのリズムで踊れ  熊谷KAZ和徳TAP the LIVE -Hoofin is my music-” 

3/2（水）名古屋クラブクアトロ   3/3（木）心斎橋クラブクアトロ 

3/5（土）広島クラブクアトロ    3/15（火）渋谷クラブクアトロ 

 

本年 1 月のパルコ・グランバザールの CM にも起用された若手タップ・ダ

ンサー熊谷和徳。日本とニューヨークを股に掛け、ストリートからクラブ、

舞台まで、ジャンルの枠を超えて独自のスタイルで活躍し世界のタップ・シ

ーンを揺るがしている彼の、全国クラブクアトロを巡る初のクラブ・サーキ

ット・ツアー。 

 

・Tété <テテ>  
3/13（日）名古屋クラブクアトロ  3/15（火）心斎橋クラブクアトロ  

3/16（水）広島クラブクアトロ   3/18（金）渋谷クラブクアトロ 

 

1975 年セネガル生まれ、フランス育ちのシンガーソングライター、テテ。一度聞

いたら忘れられないしなやかなヴェルヴェット・ヴォイスと、胸に突き刺さるメラ

ンコリックなメロディの素晴らしさ、そして詩的表現の懐の深さで、地元フランス

のみならず世界的に話題になりつつある彼の初来日ツアーをクアトロ 4 拠点で開催。 

 

・OZOMATLI <オゾマトリ> 

3/16（水）心斎橋クラブクアトロ   3/17（木）渋谷クラブクアトロ 

 

民族や音楽ジャンルの垣根を越えた若手ミュージシャン達によって、90 年代半ばの

ロサンゼルスで結成された大所帯バンド。ラテンやファンクやヒップホップ、ロック

など様々な音楽をミクスチャーしたサウンドと圧倒的なライブ・パフォーマンスが口

コミで徐々に大きな評判となり、最近ではiPodのＣＭにも抜擢された彼らの来日公演。 

 

 

・SONIC YOUTH <ソニック・ユース> 

 3/19（土）名古屋クラブクアトロ 

 

1981年のデビュー以来24年、枯れることのない実験精神を保ちながら独自の

スタンスで活動を続け、ニューヨーク・アンダーグランド・シーンの首領とも

言われるソニック・ユース。昨年リリースした最高傑作との呼び声も高い19枚

目のアルバム『SONIC NURSE』を携えた2年ぶりの来日公演。 

 

 

P
 

“FLYER”が3/25発行号よりリニューアル 

クラブクアトロがマンスリーで発行する音楽情報フリーペーパーが“FLYER”がリニューアル。 
“FLYER”は毎月25日発行。クラブクアトロ/パルコ各店/クアトロの周辺500ヶ所で配布。 
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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） 上映ラインナップ               

 

「マシニスト」  

大好評ロードショー中です！ 

 

1年間365日間眠れなかった男の366日目からの物語。 

監督はアメリカのインディペンデント映画界の才人ブラッ

ド・アンダーソン。役作りのために30kg の減量まで行って

主人公を演じたクリスチャン･ベイルの衝撃の演技が、「減量

３０キロの役者魂に脱帽」（読売新聞2/18）、「痩せることで。

彼は時間のない夢世界を形作る小道具となろうとする」（朝

日新聞2/22）と評判を呼んでいます。 

 

   

 

「いぬのえいが」  

  

３月１９日モーニングショー公開決定 

 

犬のいる生活を 11 本の短編映画でリレーしていく

作品。ミュージカル、アニメーション、コメディから

感動作まで、様々なスタイルの映像を、多彩な出演者、

監督達が物語を綴っていく、犬と人のふれあいが詰め

込まれた映画です。主演は、今や歌舞伎役者の枠を超

え大活躍中の中村獅童。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後の公開予定作品 

「隣人13号」   

 

井上三太原作の同名マンガをＣＭディレクター井上靖雄

が初監督。中村獅童と小栗旬の「二人一役」の演技に注目。 
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パルコ出版の新刊情報 

「知恵熱」    著者：池松江美                                                 

2005年 4月中旬発行予定 予価：本体１，３００円（税別） 版型：四六判 頁数：212頁 

 

漫画・アート・コラムからテレビ・ラジオまで、あらゆるメディアを股に掛け、絶妙なパフォーマンス

で異彩を放ち続ける異能作家、辛酸なめ子。本書は、彼女初の本名名義での小説集です。今や引く手あま

たの売れっ子作家ですが、実はパルコのフリーペーパー『ＧＯＭＥＳ』の公募企画、ＧＯＭＥＳマンガグ

ランプリの「GOMES 賞」でデビュー（吉本ばなな氏絶賛！）。そして今回、待望の処女小説集を当社から刊

行、という因縁を生かして、強力フルプッシュしていきます。 

 

池松江美プロフィール 

一九七四年埼玉県生まれ。武蔵野美術大学短期大学部卒（グラフィックデザイン専攻）。一九九四年「ＧＯＭＥＳマン

ガグランプリ'94」で「ＧＯＭＥＳ賞」受賞。以後「辛酸なめ子」名義で漫画、イラスト、エッセイ執筆、オブジェ制

作など様々な制作活動を行う。著書に、『ニガヨモギ』（三才ブックス）『千年王国』（青林堂）『自立日記』（洋泉社）『ほ

とばしる副作用』（文藝春秋）『癒しのチャペル』（白夜書房）『ぬめり草』（ぶんか社）などがある。 

 

＜吉祥寺パルコ・リブロ吉祥寺店にて、4月17日、サイン会開催決定！＞ 

 

 

☆☆特別公開 ＧＯＭＥＳ1994年 2月号より 「GOMES ﾏﾝｶﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ’94」GOMES賞発表の模様☆☆ 

 

 「ＧＯＭＥＳマンガグランプリ」は、パルコが９０年代前半に発行していた（一部で）伝説の月刊フリーペーパー「ＧＯＭＥＳ」

が毎年年末に開催していたマンガの公募企画。審査員は、岡崎京子、しりあがり寿、吉本ばなな、天久聖一、タナカカツキ

氏らが担当。一般のマンガ雑誌への掲載を前提としない自由な形式の「マンガ」を公募。毎回、オリジナリティある変わった

作品が集まっていた。その中でも、「ザッツ先見ゼミ」はグランプリ該当作の無かった９４年、このマンガのために当初規定さ

れていなかった「ＧＯＭＥＳ賞」を編集部に新設させたほど、特に異彩を放っていた作品であった。 

 

※「ザッツ先見ゼミ」は三才ブックス発行『ニガヨモギ』に収録されています。 
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