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PARCO MONTHLY INFO. 
真夏から秋に向けて、パルコのトピックスの御案内です 

cs＞ 

ギャラリー＞印刷解体 Vol. 3 ＬＡＳＴ！ 

発！オフィス CUE と札幌パルコ 初のコラボレーションイベント！ 

UE のナツ！ CUE ×PARCO SUMMER EXPO！ 

 

ラブ 10 人の女性フォトグラファーたち 

per 10th Anniversary Exhibition  『CANDY STRIPPER WORLD』 

 of tezuka moderno   ・ヅラ展～デハラユキノリのおやじフィギュア達～ 

 

画公演新着情報 － トーチソング・トリロジー 

ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！ 

 ～口から耳へ 耳から口へ～  

 

トロ ８月の主要企画   ・パルコ マネジメントアーティスト情報 

 

の新刊◇   「セルフィユ」のディップ＆ペースト  （セルフィユ 著） 

          文学賞メッタ斬り！リターンズ   （大森望・豊崎由美 著） 

 

ト 次回上映  「シュガー＆スパイス〜風味絶佳〜」 
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） 
 

 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ 
・ 

資料のカラーPDF 版をPARCO ホームページで提供しております。 
はこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.htm
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◆ 印刷解体Vol. 3 ＬＡＳＴ！                  

 

昨年、一昨年とロゴスギャラリー（渋谷パルコ パート１・Ｂ１F）で開催し、好評を博した「印刷解体」

が今年も開催されます。 

三度目となる今回は、これまで最もお客様のご要望の高かった活字のバラ売りに徹し、とくに稀少性が高

く、入手を希望される方の多い「欧文活字」について各種書体・サイズを揃え、これまでにない規模で放

出いたします。また、「和文活字」も文字の種類が揃っている初！放出品を多数ご用意いたしました。さ

らに、昨年、予約段階で定員に達した活版印刷による名刺フルオーダー受注会も引き続き開催いたします。 

失われつつある活版印刷につ

いて、活版印刷にまつわるモノ

を通してその魅力を伝えられ

ないかという目的も、一定の成

果を収めたものと考え、「印刷

解体」も今年で一区切りするこ

ととなりました。活字を見て触

れて自由に選び、一本からでも

買える貴重な機会も、これが最

後です。 

 
販売物（予定） 

①活字：○和文＝２号明朝体 ３号明朝体 18 ポ正楷書体 ４号正楷書体 ＊バラ売り 
○欧文＝36～12 ポイント各種書体               ＊バラ売り 

５号 ９ポイント ８ポイント ６ポイント       ＊量り売り 
＊バラ売り分だけでも約 100 ケースを会場に並べます。＊このボリュームでの欧文活字の放出は最初で最後。 

＊正楷書体は今回初めての販売であり、一般に改まった挨拶状に使われる書体です。 
○活字セット＝五十音 数字 熟語組(ペーパーウェイトのようなカタチ) 
○その他＝約もの 込めもの トタン製罫線 モルト 木製インテル 等 
＊句読点・ルビや注記用の記号、文字以外にスペースに詰めるための材料など、版を組み上げるのに必要なものは

全て販売されます。 

②その他活版印刷に関わる物品： 
○これだけ揃えば組版可能な植字台と周辺用具一式 ○ウマ ○スダレケース ○紙型 ○鉛版  
○組版デッドストック(年賀状、見舞い状、伝票等使い勝手のあるもの)  ○写真版(銅版)  ○ベース 
○字母 ○罫線裁断機 ○ステッキ ○文選箱 ○置きゲラ ○〆木 ○用紙(デッドストック）等 

③印刷とグラフィックデザイン、タイポグラフィーに関わる書籍・雑誌： 
印刷年鑑、書体集、図版見本集、図案集、印刷専門誌、グラフィックデザイン専門誌、印刷技術・開発

関係書籍、明治以降の教科書など 新刊書から古書まで 
④印刷技術の変遷を伝えるような紙モノ： 
チラシ、紙見本帖、 書体見本、印刷見本、 ほか 

⑤活版印刷による「名刺のフルオーダー受注会」： 
活字書体５種以上、用紙 200 種以上の組み合わせにより、ご希望の名刺を受注販売。用紙の持込も可能。

この道 50 年の専門の職人さんが会場でご相談に応じます。（会期中３回受注会開催予定。要事前予約） 
 

◆開催概要   期間：2006 年 9 月 29 日（金）～10 月 16 日（月） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 15:00 まで） 
会場：ロゴスギャラリー 
（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） 

PARCO MONTHLY INFO. 2006/8                                   2 



◆北海道発！オフィスCUEと札幌パルコ 初のコラボレーションイベント！ 

最高CUE のナツ！ CUE ×PARCO SUMMER EXPO  

 

８月４日（金）～８月 20 日（日）までの 17 日間、札幌パ

ルコでは、北海道発の人気集団・オフィス CUE との初のコ

ラボレーションイベント「CUE×PARCO SUMMER 

EXPO」を開催しています。 
タレント・構成作家として「水曜どうでしょう」(HTB)他数々

の番組を手がけると共に、映画監督としても活躍中の鈴井貴

之さん率いるオフィス CUE は、今や全国で大人気の大泉洋

さんや安田顕さんなどでおなじみの“TEAM NACS”も所

属する人気集団。イベント期間中、札幌パルコ全館をそのオ

フィス CUE が JACK！。夏休みを熱く盛り上げる多彩な企

画は繰り広げられています。 
8 月 18 日（金）から 3 日間、札幌コンベンションセンター

で開催される「CUE DREAM JAM－BOREE」は、す

でに SOLD OUT となっていますが、「JAM－BOREE」来場者はもちろん、入場できない人たちも含

め、道内外からおよそ２万人のCUEファンの来札が予想され、本イベントも大きく盛り上がっています。 
 
＜１＞札幌パルコを CUE が JACK GO! CUE SUMMER 
■期間：８月４日（金）～８月２０日（日）  

ウィンドウ・フラッグ等、札幌パルコ全館のディスプレイ拠点をオフィスCUEが JACK！。店内各フロアには、豪華商

品が当たるクイズラリーをお楽しみいただける特設ブースを設置、各ブースでは、CUE メンバーの“いま”が観られ

るテレビ番組や映画等を一挙にご紹介と、まさに「CUE」一色です！ 

 

＜２＞ここでしか見れない！レアなアイテム満載の「CUE 展」 
■期間：8 月 4 日（金）～8 月 20 日（日）  
■開場時間：10:00～20:00（土曜日は 20:30 まで） ※入場は閉場の 30 分前まで 
■会場：札幌パルコ本館７F・スペース７ ■入場料：一般 500 円/小中高生 300 円 ※小学生未満無料 
『おもしろコンテンツ』の発信を常に行ってきたCUE の歴史がすべて分かります。 
来年 15 周年を迎えるオフィスCUE。誰も知らなかった創設時の 14 年前から、TEAM NACS が結成され「水曜どう

でしょう」が始まった 10 年前、初の映画が公開された 5 年前。時代ごとにさかのぼり、CUE の歩んできた道のりを、

その時々の秘蔵写真、VTR 展示で体験していただきます。初公開のものも多く、タレント自身としては時代の中に置

き去りにしたところを、無理矢理さらけ出します。そのほか、実際に触れていただける体感型の手形（CUE タレント

全員分）や、初公開の衣装など、ファン感涙の展示内容です！ 
※CUE Goods Shop も開設 － 既存の CUE グッズに加えて CUE×PARCO オリジナルグッズも販売！ 

 
＜３＞アルキタ presents CUE’S GARDEN  
■期間：8 月 11 日（金）～8 月 20 日（日） 
■時間：11:00～22:00   
※19:30 以降（最終日は 18:00 以降）クローズド営業の場合あり。 

■会場：札幌パルコ新館屋上特設スペース  ■入場無料 ※イベントにより有料の場合あり 
道内初となる、オリジナル電気鍋での屋上ジンギスカンをお楽しみいただけるほか、特設ステージでは１０日間連続

で毎日イベントを実施。スペシャルゲストを迎えてのトークショーやミニライブ、ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ秘蔵映像の特別

上映会など、どれも見逃せません！ 
最終日の２０日には、なんとCUE DREAM JAM－BOREE2006「再会」千秋楽公演を生中継（有料・要整理券）。 
チケットを逃した方も大画面でお楽しみいただけるビッグチャンスです！ 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

流行通信』リニューアル創刊記念 

ャッター＆ラブ Shutter & Love  

0 人の女性フォトグラファーたち 10 Female Photographer 

展は流行通信増刊号『シャッター＆ラブ－10 人の女性フォトグラファーたち－」の発刊を記念して開催

れるもので、同誌の企画として、雑誌や広告などで、今もっとも活躍が顕著な気鋭の女性フォトグラフ

ー10 名それぞれが撮りたいフォトストーリーを、撮りたいガールズを被写体に迎え、写真の町として知

れる北海道・東川町をメインとしたオール北海道ロケで撮影した作品を展示いたします。また、その撮

の様子を記録した映像の上映を予定しています。 
えられた条件はおなじでも、完成した作品は十人十色。清々しい空気の中で撮りおろされた、10 個のス

ーリーをパルコミュージアムでお楽しみいただけます。 

© mie morimoto

参加フォトグラファー ＊50 音順 

アミタマリ×木村カエラ（ミュージシャン） 

市橋織江×小林涼子（女優／モデル） 

佐野方美×今宿麻美（モデル／俳優）・カロリナ（モデル）・伽奈（モデル） 

柴田文子×チェルシー舞花（モデル）・ニコル（モデル）・ルカ（子供モデル） 

・貴未（子供モデル） 

田尾沙織×美波（女優×モデル）・芦名 星（女優） 

永瀬沙世×清水ゆみ（女優） 

羽金知美×ナオミ（モデル）・マリコ（モデル）・ナホ（モデル） 

東野翠れん×湯川潮音（ミュージシャン） 

藤原江里奈×上野樹里（女優） 

森本美絵×宮崎あおい（女優）・藍香ヒースマン（子供モデル） 

開催概要   期間：9 月 8 日（金）～9 月 25 日（月） 会期中無休   
開場時間：10：00～21：00 （入場は20:30まで。初日、最終日は 18:00 閉場予定） 

入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料 
主催：流行通信 共催：パルコ        ＊展覧会内容は変更になる場合がございます。 

© 2006CandyStripper, All Rights Reserve 

andy Stripper 10th Anniversary Exhibition 

CANDY STRIPPER WORLD』       

Candy Stripper（キャンディストリッパー）は、1995 年、

板橋よしえと菊地千春によって結成され、昨年 2005 年、ア

ニバーサリーを迎えました。 
Candy Stripper は、2005 年 11 月～2006 年 10 月までの 1
年間、アニバーサリーイヤーとして、様々なイベントを企画

していますが、その一環として、『CANDY STRIPPER 
WORLD』と題した個展を開催されます。 
本展では、Candy Stripper のこれまでの歴史をヒストリー

やビジュアル約 80 点の展示で振り返ると共に、Candy Stripper とゆかりのあるアーティスト・ミュージ

シャン・ファッションブランドとのコラボレーション作品を展示および一部販売いたします。 

開催概要   期間：8 月 25 日（金）～9 月 4 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300円、学生200円、小学生以下無料 

AR
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  

The world of tezuka moderno ―日本で生まれた世界のキャラクター―

手塚治虫がデビューしてからちょうど 60 年にあたる今年、今ま

でにない新しい雰囲気の手塚キャラクターが誕生しました。 
手塚治虫の人気キャラクターと、CM キャラクターや企業広告な

ど様々なフィールドで活躍する噂のデザインチーム「play set 
products」とのコラボレートにより生まれた、新しい手塚キャラ

クター、その名も“tezuka moderno”。温もりが伝わってくる愛

らしいキャラクターたち。懐かしくて新しい、手塚プロダクショ

ンの新キャラクターブランドです。 
本展では、「play set products」描きおろしの“tezuka moderno”
の原画と、手塚治虫のオリジナル原画を同時展示されるというほかでは見ることのできない稀少な組み合

わせのエキシビションです。また、“tezuka moderno”グッズ 9 月 29 日の全国発売に先駆けての先行販

売と、会場限定グッズ販売も行います。 

©  

 
◆開催概要   期間：2006 年 9 月 14 日（木）～9 月 26 日（火） ＊会期中無休 

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
©  

 
映画『ヅラ刑事』公開記念 

「ヅラ展～デハラユキノリのおやじフィギュア達～」

 
モト冬樹主演、この秋最大の話題作『ヅラ刑事』がシネクイント（渋

谷パルコ パート 3・８Ｆ）でレイトショー公開されるのを記念し

て、この映画の宣伝美術を担当している泥酔フィギュアイラストレ

ーター・デハラユキノリ氏が制作した映画に出演した個性的なキャ

ラクターたちのフィギュアを始め、ヅラとおやじたちをコンセプト

にした作品を公開いたします。 
会場では、映画の前売り券をはじめ、映画に関する書籍やサントラ

などの販売もいたします。 

 

フィギュアデザイナー・デハラユキノリ 

1974 年高知県生まれ。東京を拠点にフィギュアイラストレーターとして活動。

ナイキやタワーレコードなどの広告を手がける一方、作家として年間４～６回

のペースで個展を行う。年間フィギュアは３００体。著書に自身の撮影によるフ

ィギュア写真集「サトシ君のリストライフ」「ＴＨＥ ＪＩＮＧＩ」などがある。 

 
◆開催概要   期間：2006 年 9 月 1 日（金）～9 月 12 日（火） ＊会期中無休

開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
 
 イベント開催：フィギュア絵本『お野菜戦争』サイン会 9 月 9 日（土）14:00～
 

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.par
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-12
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 
 

■パルコ劇場「新」スタンダードシリーズ 

トーチソング・トリロジー 

■ 会場：ＰＡＲＣＯ劇場 
時代を越え今あらたに、そしてネクスト・ジェネレーションへ。 
2003 年に 30 周年を迎えたパルコ劇場。さらなる 30 年後へむけ

スタートした「新」スタンダードシリーズ。 
時代を越え、そこに描かれている普遍的な人間の本質を、時代

の新しい切り口を模索しながら、新時代のクリエーターととも

に創作していく「新」スタンダード・シリーズは、若き演劇フ

ァンの皆様へ、あらたな『名作』の感動を届けます。 
『ベント』、『ドレッサー』『メアリー・ステュアート』に続き、

第４作目はパルコ劇場のエポックメイクとなった伝説の舞台

『トーチソング・トリロジー』です。 
 
1978 年、作家自身の主演でオフ・オフ・ブロードウェイの老舗

「ラ・ママ」で初演した１幕劇『インターナショナル・スタッ

ド』から始まり、『子供部屋のフーガ』と『未亡人と子ども 最

優先』を続けて公演し、1981 年にはこの３作品をまとめて『トーチソング・トリロジー』となりました。

大人気となった本作品は 1982 年にはブロードウェイにあがり、1983 年トニー賞の最優秀作品賞と主演男

優賞を受賞。3 年間のロングラン公演となりました。 
パルコ劇場では 1986 年に鹿賀丈史、西岡徳馬、佐藤オリエ、山岡久乃他によって日本初演され、センセー

ショナルを起こし、その 2 年後にも再演を果たしております。1988 年には舞台同様作家自身の主演、アン・

バンクロフト、マシュー・ブロデリックの共演により映画化もされ、映画界でも不朽の名作として位置づ

けられております。 
センセーショナルを巻き起こした「トーチソング・トリロジー」。当時は同性愛を扱った作品として、時代

の先駆として上演されました。しかし、本作品で描かれているのは同性愛に対する偏見や、それゆえに虐

げられたゆがんだ愛ではありません。人を想い、その人のために生きていくこと、それが「愛」なのだと

いうこと、「愛する」ということはとってもシンプルなことで、ただ自分自身が難しくしてしまっていると

いうことをこの作品は私たちにきっと思い出させてくれるでしょう。 
 
＜作＞ ハーヴェイ･ファイアステイン ＜上演台本・演出＞ 鈴木勝秀 
＜出演＞ 篠井英介 橋本さとし  長谷川博己 奥貫薫 黒田勇樹 木内みどり 
 
［公演日程］ 2006 年 11 月 20 日（月）～12 月７日（木） 
［料金］ 7,500 円（全席指定･税込）／学生券（当日指定席引換）4,000 円 
 

  前売開始 2006 年 10 月７日（土）  
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）この秋の注目公演               

ゴルフ・ザ・ミュージカル～ゴルフなんて大嫌い！ GOLF:THE MUSICAL～JAPAN ROUND 

1 ラウンド 18 ホール、18 のナンバーを歌い上げる「ゴ

ルフ」のミュージカルが登場します。 
ゴルフ場のコースは、ありとあらゆる障害があって、

そこはまさに人生の縮図です。 
この作品は、人生の様々なドラマをゴルフのエピソー

ドに絡め、18 曲のご機嫌なナンバーに乗せて描きます! 
オフ・ブロードウェイでスマッシュ・ヒットしたレビ

ュー・ショウを、日本版ミュージカル・コメディにブ

ラッシュ・アップして新しいミュージカルを待ち望ん

でいるすべての人へお届けします。 
 
＜脚本・作詞・作曲＞ マイケル・ロバーツ  ＜日本語版台本・演出＞ 福島三郎  
＜出演＞ 川平慈英、高橋由美子、池田成志、堀内敬子、相島一之 
＜企画制作＞ 株式会社パルコ、東宝芸能株式会社 

 
［公演日程］ 2006 年 10 月 8 日（日）～10 月 29 日（日） 
［料金］ 8,500 円（全席指定･税込）／4B チケット（4 名）30,000 円 未就学児入場不可 

／学生券（当日指定席引換。要学生証提示）‐平日 4,000 円、土日祝 5,000 円 
※4B･学生券はチケットぴあ､イープラスのみ取扱い。     前売開始 2006 年 8 月 20 日（日）  

 

◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）この秋の注目公演                     

 
パルコ・ル テアトル銀座提携公演 黒柳徹子主演海外コメディ第 20 作 

ルーマーズ ～口から耳へ 耳から口へ～     

女優・黒柳徹子のライフワーク、海外コメディシリーズの記念すべき 20
回目は、「ローズのジレンマ」でもおなじみ、喜劇の王様ニール・サイモ

ンの傑作「ルーマーズ」。シリーズ第 2 回公演として 1990 年に初演、700
回以上も爆笑が起こったという伝説の作品をリニューアル上演！。 
 
＜作＞ ニール・サイモン ＜訳＞ 黒田絵美子 ＜演出＞ 高橋昌也 
＜出演＞ 黒柳徹子 益岡徹 かとうかず子 大森博史  

茅島成美 光枝明彦 椿真由美 木下浩之 ほか 
 

［公演日程］ 2006 年 10 月 11 日（水）～10 月 29 日（日） 
［料金］ S 席 9,000 円  A 席 6,000 円  BOX 席 18,000 円（2 名様） （全席指定･税込） 

  前売開始 2006 年 9 月 3 日（日）  

PA
パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 
＊10/22，25 公演終了後 黒柳徹子トークショーがあります。 
＊10/14,21,28 17:30~ 10/27 18:30~の各回はグッドプライスデーとなります。 
＊車椅子エリアを設けています。また、スタッフが介助しご案内できる席もあります。事前にお問い合わせください。 
＊お芝居のセリフがはっきり聞こえる補聴用イヤホンガイドの貸出をいたします。使用料 500 円、保証金 1000 円（終

演後お返しします）。ご希望の方は、事前にお問合せください。また、公演当日の受付も致しますが、数に限りがあ

りますのでご了承くださいませ。                【お問い合せ：パルコ劇場 03-3477-5858】 
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 

RCO MONTHLY INFO. 2006/8                                   7 



 

クラブクアトロ ８月の主要企画                                             
 

SCRITTI POLITTI <スクリッティ・ポリッティ> 

8 月 10 日（木） 渋谷クラブクアトロ 

8 月 14 日（月） 心斎橋クラブクアトロ  

1978 年、ウェールズ出身のグリーン・ガートサイドによって結成されたソ

ロ・プロジェクト的ユニット。1982年にデビュー。ファルセットを活かした

ソウルフルなヴォーカルとサンプリングを駆使したサウンドで人気を博し、

85 年のアルバム『キューピッド＆サイケ’85』は 80 年代を代表する名盤と

いう評価を得ている。その後活動が一旦低迷するが99年に 11年ぶりのアル

バムをリリースして復活。そしてこの夏、日本最大級のロック・フェスティ

バル“SUMMER SONIC06”にあわせて来日し、東阪クアトロ2箇所のみのソロ・

ライブを開催。 

 

BUJU BANTON <ブジュ・バントン> 

8月 16 日（水） 渋谷クラブクアトロ  

90 年代のレゲエ/ダンスホール・シーンに彗星のごとく登場、、ジャマイカのみなら

ず世界的な大ブレイクを果たしたレゲエ界のカリスマ。野太い声から繰り出すネット

リとした節回しが特徴で、80年代後半にイケイケのダンスホール･スタイルでジャマ

イカを熱狂の渦に巻き込んだ後、93 年にアルバム『ヴオイス・オブ・ジャマイカ』

でメジャー･デビュー。レゲエの枠に止まらない幅広い音楽性で世界的にその存在を

知らしめた。その後はルーツ路線に原点回帰し、現在でもジャマイカ音楽の最重要人

物の一人としてシーンのトップに君臨している。 

 

KONONO NO.1 <コノノNO.1> 

8 月 29 日（火） 名古屋クラブクアトロ 

8 月 31 日（木） 広島クラブクアトロ  

9 月 5 日（火） 渋谷クラブクアトロ 
アフリカ・コンゴ出身、活動歴 25 年以上のキャリアを持つ

12人編成の楽団。コンゴの伝統音楽をベースに、自動車廃品

部品や産業廃棄物、食器などのリサイクルで作った手製のジ

ャンク楽器・音響機材（電気親指ピアノ、マイク、拡声器、

ドラム…）を駆使して、まるでテクノ・ミュージックのよう

な轟音ミニマル・アフロ・グルーヴを生み出す。一昨年に日

本でもリリースされた音源は、ワールド・ミュージックの枠

に止まらず各界に衝撃をもたらし、高い評価を集めた。話題

の「電気オヤジ」達の初来日公演。 

 

パルコ・マネジメント アーティスト情報 ― この夏、各地の音楽フェスティバルに出演中！    
 

■アナログフィッシュ     ・8/6 「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2006」 （茨城・国営ひたち海浜公園） 

・8/19「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2006」（北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ） 

■MO’SOME TONEBENDER（写真左） 
・8/23 ニュー・マキシ・シングル「You are Rock’nRoll」リリース COCA-50939 ¥1,260（税込） 

・8/19「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2006」（北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ） 

 

クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報  
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パルコ出版の新刊情報 

「セルフィユ」のディップ＆ペースト   セルフィユ 著                           

発売中（2006 年 7 月発売） 定価：1,365 円（税別） 判型：150mm×218mm 頁数：112 頁 

 

軽井沢発の人気ディップ＆ペースト専門店「セルフィユ」のレシ

ピ集。パンやクラッカー、生野菜などにぴったりの簡単ディップ。

パスタ、リゾット、スープなどに大活躍の万能ペースト。スイー

ツ好きにはたまらない、ジュレ、カード、ジャムなど、とってお

きのレシピが満載。 

 

 

＜セルフィユ＞ 

2002 年春、軽井沢に第１号店をオープン。手軽に楽しめるディ

ップやペースト、手作り感覚のジャムが話題となり一躍人気店に。

新宿ぺぺ、東京丸ビル、吉祥寺ロンロン等に次々と出店、今年に

入り名古屋松坂屋、舞浜イクスピアリに新店をオープンし好評を

博している。 

 

 

 

文学賞メッタ斬り！リターンズ   大森望・豊崎由美 著                           

2006 年 8 月中旬発売予定 定価：1,680 円（税込） 判型：四六判 頁数：384 頁 

 

本読みのプロフェッショナル大森望と豊崎由美による本当に面白

い小説が探せる辛口文学ガイド「文学賞メッタ斬り！」の第二弾。

今回は、スペシャルゲストとして作家島田雅彦氏を迎え今後の文

学界について、白熱の座談会、さらに前作以降の文学賞の状況を

網羅し、既存の賞と新興文学賞の検証を始め、受賞作の選評や、

若手作家をメッタ斬り。 

 

＜大森望プロフィール＞ 

  1961 年生まれ。翻訳家。「このミステリーがすごい！」大賞選

考委員のほか、各種小説賞の選考にも多くか かわる。著書に『ラ

イト ノベル☆めった斬り！』、『読むのが怖い！』、『現代SF1500

冊 乱闘編 1975-1995』  など。訳書、編訳書も多数。 

 

＜豊崎由美プロフィール＞ 

  1961 年生まれ。ライター。「GINZA」「本の雑誌」「TV Bros.」「文

藝」などで書評を多数連載。岡野宏文との共著『百年の誤読』（ぴ

あ）の海外小説版を「ダ・ヴィンチ」で  連載中。著書に『そん

なに 読んで、どうするの？』、『それ行けトヨザキ！！』など。 
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 パルコ 映画関連情報 ～ シネクイント(渋谷パルコ パート３・8F) これからの上映予定 

 

 9月ロードショー予定  

 

シュガー＆スパイス〜風味絶佳〜    

 

基地の街・東京——福生。 

アメリカの香り漂う街角で、少年ははじめて“本当の恋”を知る—— 

 

ＵＫロック界のカリスマ・ＯＡＳＩＳの主題歌「ＬＹＬＡ」を始め、アン

ディ・ウィリアム、ポール・アンカ、マカナらが歌い上げるスタンダード

なラブソングの傑作と、美しい映像が織り成す、まぶしくも切ない青春の

輝き。そして誰もが一度は体験する恋のときめきとほろ苦い痛み… 

 

原作は、２００５年度・谷崎潤一郎賞を受賞し、「本の雑誌が選ぶ２００

５年度ベスト１０」で堂々１位に輝いた、山田詠美の小説『風味絶佳』の

表題作。このベストセラー小説を、大多亮プロデューサー×中江功監督の

大ヒットコンビが映画化。輝くラブストーリーに、魅力的なキャストが集

結しました。 

主人公・志郎役には、映画「誰も知らない」で第５７回カンヌ国際映画祭・最優秀男優賞の栄冠に輝いた柳楽優弥。志

郎の恋の相手・乃里子役には、映画「パッチギ！」で第２９回日本アカデミー賞・新人俳優賞をはじめ、数ある新人賞

を総なめにした沢尻エリカ。そして、２人のもどかしくも初々しい恋のゆくえを見守る志郎の祖母“グランマ”役には、

世代を超えて、すべての女性から“かっこいい女”として圧倒的支持を受ける夏木マリ。 

 

この秋、一流のスタッフ、キャストが、美しいラブストーリーを色彩豊かにスクリーンに描き出します。 
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