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◆ 話題のゲキ×シネ第3弾、「ＳＨＩＲＯ」《映像版》が渋谷パルコ・シネクイントに登場 

 

ここ1年でも「笑の大学」「阿修羅城の瞳」など舞

台の人気作品が映画化されていますが、基本的に

ナマモノの演劇は上演期間にその劇場でしか賞味

できないものです。更に、人気劇団の公演ではチ

ケットが入手困難で、舞台を見ることすら出来な

いファンも多くいます。 

ゲキ×シネは、演劇をハイクオリティで映像化し、

時間（公演期間）と空間（上演劇場）を超えて、

映画のようにもう少し気軽に楽しめるものにしよ

うという試みです 

パルコ劇場を擁する渋谷パルコですが、更に演劇

の枠を広げる試みとして、今回、シネクイントで

のゲキ×シネの上映が決定いたしました。 

昨年好評を博したゲキ×シネ第 1弾「髑髏城の七

人～アカドクロ」（古田新太主演）、今年春に上映された第2弾「髑髏城の七人～アオドクロ」（市川染五郎

主演）に続く第3弾として登場するのは、2004 年 12月の帝国劇場などで上演された「ＳＨＩＲＯＨ」。島

原の乱の天草四郎をモチーフにした、中川晃教、上川隆也主演の「劇団☆新感線」初の本格的ロックミュ

ージカルです。 

「劇団☆新感線」は公演のたびにチケットが即日完売する人気劇団。同劇団の上演作品であったゲキ×シ

ネ第 1 弾、第 2 弾の「髑髏城の七人」の上映にも多数のファンが詰め掛けました。シネクイントのデジタ

ル上映施設を活用して上映される「ＳＨＩＲＯＨ」《映像版》も圧倒的な映像の迫力で観客に迫ります。 

 

［公演日程］ 2005年８月 20日（土）～9月９日（金） 一日 3回上映予定 
［料金］   前売 2,000円 当日 2,500円（全席指定･税込）   
 

 
◆ 池袋パルコ、秋の改装第一弾 

 人気セレクトショップが 9/2一斉にNew＆Renewal OPEN!  

 

池袋パルコはこの秋、エントランス部分を含む本館１階のイメージを一新する全面リニューアルを中心に

改装を進めています。その第一弾として、お客様に大きな支持をいただいている人気セレクトショップ３

店舗が９月２日（金）にニューオープン＆リニューアルオープンいたします。 

今回新たにオープンするショップは「エディフィス」（４Ｆ）。リニューアルするショップは「ユナイテッ

ドアローズ」（３Ｆ）、「ジャーナル スタンダード」（３Ｆ）の２店舗です。 

このオープンを筆頭に池袋パルコは、11 月予定の本館１階のリニューアルオープンまで順次秋の改装を進

めてまいります。詳細については改めてご案内いたします 

PARCO MONTHLY INFO. 2005/8      
 

 
店舗イメージ ←写真左「ユナイテッドアローズ」  ↑写真上「エディフィス」 
※完成予想イメージであり、実際の外観・内装とは異なる場合がございます。 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

UTTNI  MUSEUM （ムットーニ ミュージアム） 

                  －自動人形師ムットーニの機械仕掛けの迷宮博物館－   

 
ムットーニこと武藤政彦が制作する、ボックス式“機械仕掛けのカラク

リシアター”の作品群は、それぞれが独自のストーリーを持ち、それに

ピタリとあった音楽も内蔵している 3～5分の上演で完結する独立した
小型のゴージャスな劇場です。 
NHK教育テレビの「美と出会う」（2002年）、テレビ東京「たけしの
誰でもピカソ」（2003年）の『ムットーニ・劇場』などメディアに登場
する機会が増え、『ムットーニ・劇場』で放映された作品のDVD化が

決まるなど、ムットーニは以前にもまして多くの人々に知られるようにな
IFT FROM DADDY 

りました。本展は、そうした人々の「実際に動くものを生で見たいという」

要望が高まった時期に開催される、まさに待ち望まれた一大展覧会です。 
MUTTONI 

 
◆開催概要  期間：2005年 8月 20日（土）～9月 12日（月） 会期中無休  

開場時間： 10：00～21：00（入場は閉館30分前まで）  
＊最終日は18:00閉場予定 
入場料：一般600円、学生400円、PEC会員300円、小学生以下無料 
 

ナイトシークレット上映会開催－ムットーニ自らが上演・ご案内するナイトツアー  

8月20日、26日、27日、9月2日、3日、9日、10日 21:00～22:00  
料金：1,500円（税込・ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ付）各日定員30名 UTTONI 
開催予告  
2005年 9月 16日（金）～26日（月） 
  ※EXILEのヴォーカル SHUNこと清木場俊介の個展を開催いたします。 
 
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 
 

 

パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

IKE x Michael Lau 展覧会 『Mr.Shoe Shop (sample)』                  

ィギュア アーティストのMichael Lau（マイケル・ラウ）が創作したキャラクター 「Mr.Shoe（Sample）」 
ミスター シュー）が、自分のスタイルを具現化するようなデザインのスニーカーを製作し、それを世界
向けてデザインを発表する店として立ち上げたというストーリーから生まれた展示会。 
場にはMichael Lauがお気に入りのナイキ スニーカー“Nike Air Force 1” をベースに創作した 100 体
フィギュアが登場します。 

開催概要    
間 ：   2005年 8月 3日（水）～17日（水）  

会期中無休 
場時間 ： 10：00～21：00（最終日は 17:00まで） 
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DRAGON×MANIC DEPRESSION DESIGN “DEEP SOUL FEELING”        
 
ソウルフルな作風で注目の dragon と MANIC 
DEPRESSION DESIGN(コンドウコウジロウ)という２
人のグラフィックアーティスト展覧会です。 
ともにブラックカルチャーへの強いシンパシー溢れる作

風ながら、アーシーで静かな力強さを感じさせる dragon
と、アッパーな色彩感覚でアグレッシブな表現のコンド

ウコウジロウの対象的な世界が感じられます。それぞれ

のオリジナルドローイング作品や競作、またシルクスク

リーンによるオブジェ作品の発表・展示・販売に加え、

会場限定のオリジナルＴシャツやポストカードの販売も

行ないます。 
 
◆開催概要   期間   ： 2005年 8月 19日（金）～30日（火） 会期中無休 
 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 
 
 
絵本「くまのがっこう」原画展         

 
子供たちに大人気、そして若い母親にも圧倒

的に支持されている絵本「くまのがっこう」

の原画展です。 
絵本「くまのがっこう」は、１２匹のくまの

こたちの日常生活を描いた、玩具メーカーの

バンダイが手がける絵本シリーズです。第 1
作の発売から今年の夏で 3年目、シリーズ合
計 8タイトルで 56万部を超える大ヒットシ
リーズになっています。 ©BANDAI 

絵本の中には若い母親の感性に訴えるような、ファッション、生活雑

貨やインテリアのイラストがふんだんに登場。絵本の世界観に対して

若い母親たちが共感した点がヒットの要因です。最近ではた口コミ効

果で、20-30代の未婚女性にもファンが広がっています。 
本展では、最新刊「ジャッキーのおたんじょうび」と、今年 2 月に
発刊された「ちいさなおはなし」の原画約 30枚を中心に、初公開物
をセレクトした展示構成を予定。初お目見えのディスプレイジオラマ

を登場します。また、複製原画のほか、既刊の絵本、ぬいぐるみ、着

せ替え洋服やパペットなど、グッズも多数販売いたします。 
 
◆開催概要 
期間 ： 2005年 9月 15日（木）～27日（火） 会期中無休 
開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 

©BANDAI 

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-art.com/ 
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・その他演劇公演 

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

ふたりのカレンダー          

■ 会場：ル テアトル銀座     

黒柳徹子主演で贈る、海外コメディシリーズの 19作目は『ふたりのカレ
ンダー』。この作品はかつて『ターリン行きの船』と題して杉村春子が、

『古風なコメディ』というタイトルで越路吹雪が演じた名作中の名作で

す。 
舞台は海辺にあるサナトリウム。自称サーカス勤めの患者のリージャは、

サナトリウムの秩序を乱すトラブルメーカー。医長のロディオンは彼女

をたしなめようとするが、リージャはそんな忠告はものともしない。天

真爛漫なリージャと頑固なロディオン、全くそりが合わない二人が、そ

れぞれが過去を知るにつれ互いを思いやる気持ちが芽生え始め…。 
世界的にヒットした大人のラブコメディが黒柳徹子の魅力全開の舞台として登場します。 
 
＜原作＞ アレクセイ・アルブーゾフ ＜英語台本＞ アリアドーネ・ニコライエフ  
＜演出＞ 高橋昌也  ＜出演＞ 黒柳徹子 団時朗 
［公演日程］ 2005年 10月 3日（月）～10月 23日（日）   
［料金］ S席￥9,000  A席￥6,000 BOX席【2名様】￥18,000（全席指定・税込） 
［ｸﾞｯﾄﾞﾌﾟﾗｲｽﾃﾞｰ料金］S席￥8,000  A席￥5,000 BOX席【2名様】￥16,000（全席指定・税込） 

                2005年 9月 4日（日）前売開始 
 

ギンギラ太陽’S 翼をくださいっ！さらばＹＳ－１１  
■ 会場：パルコ劇場 
 ギンギラ太陽'sは建物乗り物を擬人化し、かぶりモノを被ってその登場
人物を表現するのが特色の福岡で大人気の地方劇団です。「人間」は一切

出てきません。役者は「かぶりモノ」を被り、一人何役もの役を「かぶり

モノ」と衣装を着替えながら演じていきます。 
 東京初進出として今回上演する作品は、地元福岡の現在と過去を写しだ

した作品として、笑いとともに史実に基づく描写で客席に感動をもたらし

た劇団の代表作、新規参入スカイマークエアラインズが誕生した 1998年
を舞台に飛行機たちや空港たちが織り成すヒューマンドラマ？です。 
 
＜作・演出・かぶりモノ造型＞ 大塚ムネト 
［公演日程］ 2005年 10月 7日（金）～10月 10日（月・祝）  
［料金］   4,500円（全席指定･税込） 
 
 
 
 

 

 

パルコ劇場 今後の注目ラインナップ 

 2005年 11月 「メアリー・スチュアート」 
         ・演出 宮本亜門 ・出演 原田美枝子、南 果歩 
 2005年 12月 「12人の優しい日本人」 
         ・作／演出 三谷幸喜 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）８月以降の公演予定                

 

 LOVE LETTERS 8 月東京・大阪公演               

舞台上にテーブルを挟み並んで座った男優と女優が手にした台本を読み

上げるだけの2時間。パルコ劇場の人気レパートリー企画が、7月の福岡、
沖縄の出張公演に続いて、8月は東京、大阪で開演。東京公演は、西島千
博＋篠原ともえ、入江雅人＋紫吹 淳の 2 つのカップルが、大阪では、寺

脇 康文＋戸田 恵子が登場します。 

 
［東京公演 会場：パルコ劇場］ 

2005年 8月 10日(水) 19:00開演 
 ＜出演＞ 西島千博（写真上左）・篠原ともえ（写真上右） 

2005年 8月 11日(木) 19:00開演 
＜出演＞ 入江雅人（写真中左）・紫吹 淳（写真中右） 

料金： ￥5,000(全席指定・税込) 

 

[大阪公演 会場：シアター・ドラマシティ] 

2005年 8月 17日(水) 15：00開演  
 ＜出演＞ 寺脇 康文（写真下左側）・戸田 恵子（写真下右側） 

料金： ￥5,000(全席指定･税込) 

 

-The Dresser-   ドレッサー              

演劇に奉仕する人々の歓喜と辛さ、そしてその人々の真の

ドラマを描いた傑作『ドレッサー』がパルコ劇場に登場。 

今回この作品を演出するのは、「欲望という名の電車（篠井

英介主演）「ベント（椎名桔平主演）」、「ディファイルド（大

沢たかお、長塚京三主演）」などの演出で話題の鈴木勝秀。

キャスト陣は座長役に日本での初演時ドレッサー役を演じ

た平幹二朗、今回が初舞台となる松田美由紀、その演技力

と存在感に定評のある久世星佳、そしてドレッサー役にそ

の飄々とした味わいの中に人間味溢れる演技で定評の西村

雅彦。 

 
＜作＞ロナルド・ハーウッド ＜訳＞松岡和子 ＜演出＞ 鈴木勝秀  
＜出演＞平幹二朗 松田美由紀 久世星佳 勝野雅奈恵 西村雅彦  ほか 
［公演日程］ 2005年８月 24日（水）～9月 11日（日）  
［料金］ 7,500円（全席指定･税込） 
 

L'AMOUR2005 美輪明宏音楽会<愛>   

恒例の美輪明宏音楽会、今年も秋にパルコ劇場に登場します。 

 

＜出演＞ 美輪明宏 

＜演奏＞ セルジュ染井アンサンブル  

＜構成・演出＞ 美輪明宏  

［公演日程］ 2005年 9月 15日（木）～10月 5日（水） 
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◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）この秋の注目公演                      
 

ダブリンの鐘つきカビ人間   

 
2002年のパルコ劇場での公演が大好評だった、後藤ひろ
ひと作・Ｇ２演出の舞台の再演。 
主演にラーメンズの片桐仁、映画「下妻物語」などで高

評価を受けた土屋アンナが舞台初出演など話題豊富なキ

ャストで、パルコ劇場から一回り大きいル テアトル銀座
に場所を移し、スケールアップしての再演です。 
 
＜作＞  後藤ひろひと ＜演出＞Ｇ２ 
＜出演＞ 片桐仁（ラーメンズ） 中越典子 

橋本さとし 山内圭哉 中山祐一朗 及川健  
八十田勇一 田尻茂一 トロイ 山中崇 平田敦子 
土屋アンナ 姜暢雄 後藤ひろひと 
池田成志 若松武史 

［公演日程］ 2005年 10月 28日（金）～11月 13日（日）  
［料金］ S席￥8,400  A席￥6,800 BOX席【2名様】￥16,800（全席指定・税込） 

＊BOX席はチケットぴあのみ取扱           2005年 8月 27日（土）前売開始 
 

 

 

 

HEDWIG AND THE ANGRY INCH 
 オリジナル・ジャパニーズ・キャスト・ライヴ・アルバム 
 

2004年 5月～6月三上博史主演で日本初演され、今年6月の再演も大

好評だった傑作ロック・ミュージカル。「ヘドウィグ・アンド・アン

グリーインチ」。 

その待望のライヴ録音ＣＤが、再演に合わせて発売！。初演千穐楽と

なった 2004 年 6 月の東京厚生年金会館追加公演「新宿ナイツ」の熱

い感動を永久保存しました！。 
 
<ＣＤ概要> 

価格￥2,625 (税込)   収録時間： 約 53分 (11曲＋アンコール) 
パルコ劇場オンラインショップhttp://www.parco-dvd.comと、全国のHMVにて現在発売中。 

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 ８月の主要企画                              
 

ME FIRST AND THE GIMME GIMMES＜ﾐｰ･ﾌｧｰｽﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｻﾞ･ｷﾞﾐ･ｷﾞﾐｽﾞ＞ 

 

8月 16日（火）渋谷クラブクアトロ 
8月 17日（水）名古屋クラブクアトロ 
8月 18日（木）広島クラブクアトロ 
8月 19日（金）心斎橋クラブクアトロ 
NOFX、Lagwagon、Foo Fightersなどのメンバーによるアメリカ西海岸パン

ク・シーンのドリーム・バンド。エルトン･ジョン、ジョン･デンバー、ビ

リー･ジョエル、サイモン＆ガーファンクルなど誰もが本当は好きだけれど

も認めない名曲の数々をパンク度全開で痛快にカヴァーし、キッズからオ

ールディーズ・ファンまで幅広く支持を集めている。SUMMER SONIC’05出

演に続くクアトロ・ツアー。 

 

smorgas <ｽﾓｰｶﾞｽ> 写真左上 / STRAIGHTENER <ｽﾄﾚｲﾃﾅｰ> 写真左下 

 

 8月 30日（火）広島クラブクアトロ 
 8月 31日（水）名古屋クラブクアトロ 
 9月 1日（木）、2日（金）渋谷クラブクアトロ 
2 人の MC を擁する強力なミクスチャー・バンド、スモーガスと、3 ピースで爆

走するギター・サウンドでシーンを牽引するストレイテナー。現在進行形の日

本のロック界の中核をなす2バンドによるカップリング・ツアー。FLYER誌 7/25

号では2バンド・カップリングでカヴァー・アーティストとして起用。 

各地ゲストバンド有り。名古屋公演は当社所属のMO’SOME TONEBENDERが出演。 

 

SEU JORGE <セウ・ジョルジ>  

 

8月 30日（火）広島クラブクアトロ 
8月 31日（水）名古屋クラブクアトロ 
9月 1日（木）、2日（金） 

渋谷クラブクアトロ 

リオ・デ・ジャネイロのスラムの路上で生活していたという強烈な経歴を持つミ

ュージシャン。最近では俳優としても注目を集め、この春日本でも好評を博した

映画『ライフ・アクアティック』ではハリウッド進出も果たした。伝統と未来が

調和した音楽性、黄金の声、そして野性味溢れるエンタテイナーとしての資質。

ジョアン・ジルベルト、カエターノ・ヴェローソに続くブラジル音楽界の新しきスターの初来日公演。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報       
 
アナログフィッシュ 

・シングル『スピード』8/3リリース（写真右）。 

 テレビ東京系で「NARUTO -ナルト-」のエンディング・テーマとして現在放送中！ 
  
 MO’SOME TONEBENDER 
・SUMMER SONIC’05  8/14 ISLAND STAGEに出演。 

・8/24（水）渋谷クラブクアトロ ワンマン公演 
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パルコ出版の新刊情報 

「ピエトロのパスタ」       著者：ピエトロ                

2005年８月中旬発売 定価：1,365円（税込） 
96Ｐ（オールカラー）  
 

1980 年、福岡市天神でスタートしたスパゲティ専門店「ピエト

ロ」は、当時ではめずらしかった「具材とソースを選べるスパゲ

ティ」という独自のスタイルで人気を博し、瞬く間に日本全国に

広がっていきました。現在では海外を含め107店舗を数え、お店

で誕生した「ピエトロ・ドレッシング」とともに、多くのファン

の心をつかんでいます。 

本書では、「ピエトロ」で圧倒的な人気を誇る「なすとひき肉の

スパゲッティ」、「ソーセージと青じそ、にんにく、唐辛子のスパ

ゲッティ」などのパスタを中心に、サラダ＆ドレッシング、リゾ

ット、スイーツなど107点のレシピを一挙公開します。 

 

 

 

 

 

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） 上映予定ラインナップ         ＜１＞   

 

 8月 19日（土）まで、3週間限定レイトロードショー公開中   

 

メタリカ：真実の瞬間  

 

へヴィ･メタル界の不動の王者“メタリカ”が解散の危機

を乗り越えてニューアルバムを生み出すまでの3年間を追

った記録。ロックバンドとしてのスター性を描くのでなく、

メンバー個々を一人の人間として、自己を見つめる姿、家

族やバンドとの距離感に悩む姿が浮き彫りにされ、そして

人生の大きな壁を乗り越えて成長を遂げていく姿は見せ

てくれるこの映画は、“メタリカ”ファンの枠を超えて見

る者すべてに力を与えてくれる感動のヒューマン・ドキュ

メンタリー。 

 

 

 8月 20日（土）～9月 9日（金）  
 

ゲキ×シネ第3弾 『ＳＨＩＲＯＨ』《映像版》  

 

演劇の映像を映画館で上映する企画ゲキ×シネの第3弾「ＳＨＩＲＯＨ」《映像版》がシネクイントに登場。 

※詳細は、本リリースの2ページトピックスをご参照ください。 
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◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映予定ラインナップ         ＜２＞   

 

 9月 10日（土）より、ロードショー！   
 

タッチ  

 少年サンデーに連載された、あだち充の大ヒット野球

マンガ「タッチ」。ＴＶアニメ化、その映画化でも大人

気を博したこの作品が、ついに実写映画として登場。主

演のヒロイン“朝倉南”には長澤まさみを起用、そして

監督には「ジョゼと虎と魚たち」で注目を浴びた犬童一

心、と話題作にふさわしいキャスト・スタッフが結集。 

 

 

 

 晩秋ロードショー   

 

カスタムメイド１０．３０ 

 

 2004 年 10 月 30 日に広島市民球場で開催された、奥

田民生の伝説のライブ「ひとり股旅スペシャル＠広島市

民球場コンサート」の記録映像と、木村カエラ演じる女

子高生のドラマが融合したまったく新しい音楽青春映

画です。 

 なお、主演の木村カエラは、この 9月から 11 月に展

開されるパルコ秋のキャンペーンＣＦに登場すること

が決定しました。 
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