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パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】 

【パルコファクトリー】  ・ＰＡＲＣＯ ４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 『ＴＯＵＣＨ ＷＯＯＤ』 

～森に、贈ろう！ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓチャリティ写真展～ 

・各界クリエータ登場 〔ＴＯＫＹＯ ＣＬＵＴＵＲＥ★ブッタギリ！〕 

【ロゴスギャラリー】   ・『ＦＲＥＭＡＧＡ文化祭２００９』 

・小出恵介写真展 『Ｄａｙｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ』 

 

■演劇情報  ・伝説の舞台が 32 年ぶりに蘇る！言葉の錬金術師寺山修司の愛と死の物語 

           パルコ劇場 ｢中国の不思議な役人｣ 

・地方公演 歌舞伎・演劇・映像 角界で活躍するキャストが集結 

 「狭き門より入れ」                             ほか 

 

■音楽情報  ・クラブクアトロ９月の主要企画 

          ・ＰＡＲＣＯマネージメントアーティスト ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ 

ファースト・アルバム・リリース・ツアー “星降る夜への音楽旅団” 決定！ 

 

■出版関連  ホスピタルアートの第一人者、画家 chie が贈る 『光そのものー』 

 

■映画関連  ８／２９（土）～ロードショー  

原作・西原理恵子×主演・深津絵里  『女の子ものがたり』   

 

 

◆本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先◆ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

Tel：03-3477-5781 Fax：03-5489-7481 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 

◆パルコの情報はホームページでもご覧いただけます。 www.parco.co.jp 

 

□本資料はＰＤＦ版をＰＡＲＣＯホームページにも掲載しております。

http://www.parco.co.jp/group/press/eigyo.php 

ＰＡＲＣＯ  

MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２００９．９ 
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MONTHLY INFORMATION

■ PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】                               

PARCO  
40th Anniversary 

 
■会 期 ： 2009 年 9 月 4 日（金）〜 9 月 23 日（水）    

会期中無休 10：00 〜 21：00  

＊入場は閉場の 30 分前まで 最終日は 18 時閉場 

※会場の都合により、閉場時間が異なります。 9/6(日) 17：00

閉場 9/18(金) 17：00～18：00 イベント準備の為、一時閉場 

■森づくり参加料：500 円(税込) 小学生未満無料 

■内 容 ： 「more trees」は坂本龍一が発起人となり

2007 年に設立、「more trees=もっと木を」というメッセー

ジのもと活動する森づくりプロジェクト。このたびパルコファクトリーでは、このプロジェクトに賛同する写

真家 13 名による「森」をテーマにしたチャリティ写真展「TOUCH WOOD ～森に、贈ろう！more trees チ

ャリティー写真展」を開催いたします。会場では、日本の森の「間伐材」を使用したフレームに収めた写真

を展示、販売。売上の一部を「more trees」の国内外での森林育成活動費に還元する。ここで、多方面で

活躍する写真家がそれぞれに解釈する「more trees」という思いや、森林が発する壮大なメッセージを受

け止める事は、森づくり活動について考えるきっかけとなるはず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各界を代表するクリエイターの方をゲストの迎え、3 日限りのトーク・ライヴ！！

PARCO 40th ANNIVERSARY 

Special Talk LIVE ［TOKYO CULTURE★ブッタギリ！］ 

会期：９月２５日（金）～２７日（日） ／ 渋谷パルコパート 1・６Ｆ『パルコファクトリー』 ／ 入場無料 

現在のカルチャーの牽引者、箭内道彦 (風とロック)や佐藤祐市（映画｢ブラック会社に勤めてるんだが、もう

俺は限界かもしれない｣監督）や幅允孝（BACH）などをナビゲーターに、トーク・ライヴ。TOKYO のさまざまな

カルチャーシーンで繰り広げられるクリエーションの最新情報。※詳細は HP にて発表 

 

 
 

パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１）  

ＴＥＬ：03-3477-5873  http://www.parco-art.com/ 

 

『ＴＯＵＣＨ ＷＯＯＤ』～森に、贈ろう！more treesチャリティ写真展～

©MOTOKO 

●トークイベント● (司会 more trees 事務局長 水谷 伸吉) ※9 月 4 日(金)より予約開始（電話予約可）

more trees 事務局長 水谷伸吉がプロジェクトの賛同人をゲストに迎えトークイベントを開催。 

・9 月 13 日（日）15：00 ･ 16：00  ■ゲスト：M.HASUI(写真家)、MOTOKO(写真家) 

・9 月 17 日（木）18：30 ･ 20：30  ■ゲスト：Shing02(音楽家)、神無月好子(オーガニックライフスタイリスト) 

・9 月 19 日（土）17:00 - 18：30  ■ゲスト：田中淳夫(森林ジャーナリスト)   

イベント開催日準備の為、トークイベント開始 30 分前閉場、15 分前開場とさせて頂きます。 
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MONTHLY INFORMATION

■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREMAGA 文化祭 2009 
2009 年 9 月 11 日（金）～9 月 27 日（日）  

会期中無休 入場料無料  

10:00～21:00（最終日は 17：00 終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小出恵介写真展  

「Days in India」 写真：藤原江理奈 
2009 年 9 月 29 日（火）～10 月 12 日（月・祝） 

会期中無休 入場料無料  

10:00～21:00（最終日は 17：00 終了） 

 

 

 

 

タレントのMEGUMI×自由人のオカマイのはじめた

フリーマガジン“FREMAGA”も９月で２周年。 

日本や海外の有名人、アーティスト、ミュージシャ

ン、クリエイター、カフェオーナー、編集者たちと一

緒に、テーマに沿って自由に表現してもらったペー

ジをまとめ、発刊してきました。 

みんなの気持ちがたくさんはいって作られた

“FREMAGA”は日本で１番クオリティの高いと言わ

れるフリーマガジンとなり、英訳をつけた号は海外

１０カ国でも配布されるほど大きくなりました。 

今回は雑誌以外の表現の場としてFREMAGA初の

限定ショップオープンです。今までのFREMAGA参

加者によるレアな手作り物、ここでしか買えない

FREMAGAオリジナルグッズ、コラボ商品、１日個

数限定の物などの展示販売を、文化祭のような雰

囲気で楽しく行います。 

今最も注目の俳優、小出恵介のインドへの旅。

その濃密な旅の模様を気鋭の女性写真家が捉

えた―。 

映画「キサラギ」「僕の彼女はサイボーグ」、そし

てテレビドラマと映画版で社会現象となった

「ROOKIES」で注目を集める小出恵介の撮り下ろ

し写真集「Days in India」。その刊行と連動し、ロ

ゴスギャラリーでは同名の写真展を開催します。

写真は、今、若手注目の女性写真家、藤原江理

奈。彼の幼少時代の縁の地、インドに共に旅立

ち、ダイナミックな情景の中で彼のナイーブさ溢

れる姿を捉えています。 

会場では、写真集を会場限定の特製ケース入り

で販売し、小出恵介による握手会も実施します。

 

©Erina Fujiwara

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都宇田川町１５-１） 

ＴＥＬ：03-3496-1287  http://www.parco-art.com/ 
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■演劇情報                                                      

◇パルコ劇場◇ PARCO PRESENTS 「中国の不思議な役人」 

伝説の舞台が 32 年ぶりに蘇る！言葉の錬金術師寺山修司の愛と死の物語。 

白井晃新演出で、新たな物語へ・・・。 

21 世紀版「中国の不思議な役人」、ここにあらたな純愛の物語が誕生する。 
 

言葉の錬金術師・寺山修司がパルコ劇場に書き下ろした愛 

と幻想の物語「中国の不思議な役人」。1９７７年にパルコ劇場 

（当時西武劇場）で初演された伝説の舞台『中国の不思議な 

役人」を３２年ぶりにパルコ劇場で上演いたします。本作品は 

寺山修司がパルコ劇場のために初めて書き下ろし伊丹十三、 

伝説のモデル・山口小夜子らをキャストに迎え、話題を集め 

ました。今回は本作品を、白井晃ら「今」を生きるクリエーター 

達の手で蘇らせ、「今」のテラヤマ・ワールドを創作いたします。 

今回演出に挑むのはパルコ劇場初演出となる白井晃。常に 

戯曲と真摯に向き合い、独特の視点でその世界を読み解き、 

スタイリッシュな舞台を創作し続けている白井晃が、寺山作品 

に初挑戦します。音楽は、パリを拠点に活躍し、ピナ・バウシュ 

、パトリス・ルコント等、世界中のアーティストから絶大な信頼 

を得ている三宅純が新たに曲を書き下ろすことも注目の一つ。 

キャストは寺山修司初挑戦の平幹二朗。紫綬褒章、旭日小綬章に輝き、昨年『山の巨人たち』で二度目

の読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞を受賞した日本を代表する名優が、初の寺山作品に挑みます。

共演はその演技力と存在感で、変幻自在にキャラクターを演じ、2003 年の『青ひげ公の城』で「第 3 の

妻」を好演した実力派の秋山菜津子、作家・演出家・俳優と多面の顔を持つ岩松了。そして白井晃がこ

だわり抜いたキャスティングで、劇団☆新感線の吉田メタル、毛皮族の町田マリー、オペラ界の有望新

人吉村華織から大駱駝艦のメンバーに至るまで、パーフォーミングアーツの世界で独特の活躍を続ける

個性溢れるメンバーが揃いました。 

初舞台の夏未エレナ、大抜擢の田島優成。そしてヒロイン「花姚（かちょう）」には、今、人気急上昇の夏

未エレナを大抜擢しました。寺山修司の言葉の世界に魅了された１５歳の少女が、自ら舞台でその世界

を体現します。藤原竜也が寺山作『身毒丸』で初舞台を踏んだ年齢と同じくして本作で初舞台を踏む夏

未エレナ。寺山作品に果敢に挑むその姿勢は大物女優の器を感じずにはいられません。 

そしてヒロインの兄「麦」には田島優成。TPT『いさかい』での好演をはじめ、着実に目標を見定め階段を

登っている田島が、おそらく観客の視点となるであろう「麦」という大役を務めます。演劇界の「ネクスト」

となるであろう、なってほしい二人がみずみずしい感性で寺山をどのように咀嚼し、血肉にしていくのか、

そしてそれが舞台にどのような奇跡を生み出すのか、ご期待下さい。 

 

【公演日程】9 月 12 日（土）～10 月 4 日（日） 

【料金】8,400 円（全席指定・税込） 絶賛発売中 【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858  
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歌舞伎・演劇・映像と各世界で活躍するキャストが結集！！ 

◇地方公演◇『狭き門より入れ』 

演劇界で最も新進気鋭で期待される脚本・演出家、劇団 

『イキウメ』に活動の拠点を置く「前川知大(マエカワトモヒ 

ロ)」。演劇界のみならず小説界、漫画の原作依頼など 

その活躍はとどまるところありません。この前川の才能 

をいち早く見抜いていたのが、今回主演となる佐々木 

蔵之介。佐々木は自身のユニットである「Team 申」に 

2007 年、前川を作・演出で迎え仲村トオルとの二人芝居『抜け穴の会議室』を上演。前川はここでも前

世と現世という二つの宇宙を題材に癒しと感動の物語を紡ぎ上げ、2008年に作・演出の『表と裏と、その

向こう』で第 16 回読売演劇大賞優秀作品賞、『表と裏と、その向こう』『図書館的人生 Vol.2 盾と矛』で同

演劇賞優秀演出家賞を受賞しました。今回、佐々木とともに、この壮大な世界を体現するために選ばれ

たのは、歌舞伎界から、市川亀治郎、今回の出演は彼の佐々木とぜひ共演したいという熱い要望から実

現し、今回が初の現代劇出演となります。演劇界からは浅野和之、手塚とおる、有川マコトという演技巧

者が前川の才能に惚れ込み出演を快諾してくれました。更に『ROOKIES』等で映像界ではすでに活躍中

の中尾明慶が若手注目株として参加します。 

【料金】7,500 円（全席指定・税込） 前売チケット完売！ 【お問い合わせ先】パルコ劇場 03-3477-5858 

【会場・日程】9 月 9 日(水)・倉敷 倉敷市芸文館 9 月 11 日(金)～13 日(日)･大阪 シアタードラマシティ           

9 月 25 日(火)・広島 広島ＡＬＳＯＫホール 9 月 27 日(水)・福岡 福岡サンパレス 

 

 

◇ル テアトル銀座◇美輪明宏音楽会＜愛＞L'AMOUR2009 Akihiro Miwa 
あなたは、唄を聞いて涙を流したことがありますか？ 

ひとつのお芝居のように、美輪明宏の唄には溢れる愛のドラマがあります。 
 

毎年恒例の美輪明宏音楽会＜愛＞。ドラマティックに 

して、ゴージャスで叙情溢れる”楽しく、優しく、励まされ、 

勇気づけられる”音楽会。今、私たちが最も必要としてい 

る”心のビタミン”とも言うべき、上品で優雅で華麗なロマ 

ンティック溢れる美意識で彩られた名曲の数々により、 

あなたを大きな愛で包みます。 

                                                                                                    

構成・演出：美輪明宏 演奏：セルジュ染井アンサンブル 

企画制作：パルコ/オフィスミワ 主催：TBS ラジオ 

【会場】ル テアトル銀座 by PARCO 【公演日程】9 月 11 日（金）～10 月 4 日（日） 

【料金】Ｓ席 8,400 円（全席指定・税込） 絶賛発売中 【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858 

★10 月～地方公演、決定。 宮城・名古屋・大阪・広島ほか全国１１都市 予定 
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◇外部公演◇ アダム・クーパー×ウィル・ケンプ 日本初競演！ 

英国ロイヤル・オペラ・ハウス版 「兵士の物語」 The Soldier's Tale 
 
２００４、２００５年に英国でのみ、しかも公演回数限定 

で上演され、今日なおプレミアプロダクションとして 

の呼び声も高い、英国ロイヤル・オペラ・ハウス製作 

「兵士の物語」が来日する。公演当時、日本でも空前 

の人気を誇るアダム・クーパーが出演するストラヴィ 

ンスキー作品ということで、日本からもたくさんのファ 

ンがロンドンにかけつけたが、入場出来なかった人 

が続出したという。公演の特徴は、アダム・クーパーを 

はじめとする出演者全員が超絶のバレエやダンスを 

見せるというのはもちろんのことだが、俳優としてセリ 

フを使い、芝居もするというものだった。見所は、やは 

りなんといっても出演者の充実が抜きん出ていると 

いうことだ。２０００年、バレエ・ダンサー志願の少年の 

成長を描いた感動作、映画「リトル・ダンサー」で特別 

出演したり、２００４年の来日公演白鳥の湖 

（SWANLAKE、マシュー・ボーン演出、全員男性ダンサー） 

などで絶大なる人気を誇ったアダム・クーパーと、バレ 

エ界のジェームス・ディーンとよばれ、近年俳優として 

も活躍著しいウィル・ケンプの二人が共演する。共演 

者のマシュ－ハート演じる悪魔の出来ぶりには、プレ 

スに絶賛されており、王女役のゼナイダ・ヤノウスキー 

ともどもバレエダンサーが俳優を担ったケースの途方も無い可能性に驚嘆している。出演者全員ロイヤ

ル・バレエ出身ということので、演じ、踊られ、演奏されるという、ストラヴィンスキーの描いた同作品の理

想のかたちを表現していると言えるだろう。バレエのみならず、演劇を見せる彼らの魅力を多いにご堪能

ください。（英語台詞、字幕スーパー）                                                    

 

音楽：イゴール・ストラヴィンスキー 原作：アファナシェフ 脚本：ラミューズ 演出・振付：ウィル･タケット 

出演：アダム･クーパー/ウィル･ケンプ/マシュー･ハート/ゼナイダ・ヤノウスキー  

企画・制作・招聘：パルコ/TSP 主催：朝日新聞社 後援：TOKYO FM   

【公演日程】9 月 11 日(金)～9 月 16 日(水) 【会場】新国立劇場 中劇場                              

【料金】SS 席 12,600 円・S 席 10,500 円・A 席 8,400 円・B 席 6,300 円（全席指定・税込） 絶賛発売中           

【お問い合わせ先】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337  

★大阪厚生年金会館芸術ホール（9 月 20 日(日)・21 日(月・祝)） 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

■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 ９月の主な企画                                     

UA 

■9 月 10 日（木）名古屋、9 月 12 日（土）心斎橋 

日本の音楽シーンで独自の存在感を放ち続けるリアル・ディーヴァ、UA。今年 

はデビュー15 周年というアニバーサリー・イヤーに突入し、映画『eatrip』への 

出演、7/22 には約 2 年ぶりのオリジナル・アルバム『ATTA』をリリース、FUJI  

ROCK FESTIVAL に出演とアクティブな活動が続く彼女。約 2 年となる東名阪 

ツアーが決定。 

 

STRATOVARIUS <ストラトヴァリウス> 

■9 月 11 日（金）名古屋   

85 年にフィンランドで結成。北欧ヘヴィ・メタル・シーンを代表するバンドとしてヨーロッパ、南米、日本で

不動の人気を誇る。今年デビュー20 周年を迎え、12 枚目のアルバム『ポラリス』を発表。新ギタリスト、

マティアス・クピアイネンを迎えたメタル･モンスター、待望の来日公演が決定。 

 

“祝デビュー40 周年 遠藤賢司「第 2 回純音楽祭り」”  

■9 月 19 日（土）・20 日（日）渋谷 

【出演】9/19：遠藤賢司/泉谷しげる/曽我部恵一 9/20：遠藤賢司バンド/頭脳警察/ZAZEN BOYS 

フォーク・ミュージックがカウンター･カルチャーとして機能していた 1969 年にデビュー。アコースティッ

ク・ギターの繊細な弾き語りのみならず、轟音エレクトリック・サウンドでも他を圧倒する日本ロック界孤

高の巨人、エンケン。いずれも強烈な個性の盟友を招いて真剣勝負する、デビュー40 周年記念渋谷ク

アトロ 2DAYS。 

 

鈴木慶一 Captain HATE and The Seasick Sailors feat.曽我部恵一 

■9 月 22 日（火・祝）心斎橋、9 月 23 日（水・祝）名古屋、 

9 月 25 日（金）渋谷 

09 年に入って精力的に活動を再開したムーンライダーズの鈴木 

慶一とサニーデイ・サービス再結成も話題の曽我部恵一による 

鬼才コンビ。昨年春に曽我部がプロデュースした鈴木のソロ・ア 

ルバムをきっかけにバンドに発展。The Seasick Sailors 名義での 

アルバムを今年 7/22 に発表し、東名阪クアトロ・ツアーを敢行。 

 

KREVA 

■9 月 30 日（水）、10 月 1 日（木）広島 

KICK THE CAN CREW での活動を経て、04 年にソロ活動に専念。06 年のセカンド・ソロ・アルバム『愛・

自分博』が HIP HOP のアーティストとしては史上初となるオリコン初登場 1 位を獲得し、ソロ・アーティスト

としての地位を確固たるものとした。9/8 リリースの 2 年ぶりとなるアルバム『心臓』を携えての全国ツア

ー。 
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■■■■■  ＰＡＲＣＯ マネージメント・アーティスト情報  ■■■■■ 

各界クリエーターから最注目の新人バンド ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ 

8/19 発売のファースト・アルバム『らしさのありか』を引っ提げてのリリース・ツアー、決定

SPANK PAGE/のあのわ 

JOINT TOUR 2009 

“星降る夜への音楽旅団” 共演：のあのわ 
 

■9 月 28 日 (月) 心斎橋クラブクアトロ 

9 月 30 日 (水)仙台 LIVE HOUSE enn 

10 月 3 日 (土) 名古屋 ell. SIZE 

10 月 5 日 (月) 広島クラブクアトロ 

10 月 9 日 (金) 渋谷クラブクアトロ 

■ＢＡＮＤ ＰＲＯＦＩＬＥ■ 04年に横浜で結成。今年1月に2000枚限定のシングル「不器用な情景」をリリースし即完売。

4 月にメジャー・デビュー・シングル「koi」、7 月にセカンド･シングル「ame～RAIN SONG」、8/19 にはファースト・アルバム

『らしさのありか』をリリース。エバーグリーンなメロディと歌の世界で“和製シガーロス”、“未来の Coldplay”とも称され、各

方面から注目を集める J-POP 界の超新星。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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                                                     

ほんとうの〈癒し〉をお届けします。 

『光そのもの—』       
 

著・Chie               

定価 1,575 円（税込） 

仕様：143×175 ミリ 160p 

８月中旬刊行 

 

ほんとうの〈癒し〉をお届けします。 

ホスピタルアートの第一人者、画家Ｃｈｉｅが贈る、光の 

詩画集。ベストセラーとなった「幸せを呼ぶ魔法の絵」 

（マキノ出版）でブレイクし、現在も熱狂的なファンを 

多数持つ画家 Chie、2 年ぶりの新刊。 

新作も多数収録。光そのものをテーマとした、 

すべての人の心にともしびを灯すような一冊です。 

 

■プロフィール ＜Chie＞ 

画家。独特のタッチで描く、パステルの光の絵画は、現代人の悩み、疲れなどを癒すと話題を呼ぶ。パ

リ・NY・イタリアなど海外での展覧会も多数開催。多くの医師からの支持も厚く、〈医療と芸術のコラボレ

ーション〉は各メディアでも紹介された。主な著書として「Chie 画集」（東洋経済新報社）「勇気を出して」

（PHP 研究所）「あきらめないで」（フォーユー）などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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                                 

 

『女の子ものがたり』  

女の子の数だけ、シアワセの道がある 

西原理恵子の自伝的漫画『女の子ものがたり』が、深津絵理を 

主演に迎え色鮮やかに映画化！ 

かつて“女の子”だった、そして、女の子まっただ中にいるすべての 

人を優しく勇気づける感動のストーリー。 
 

大人になるまでの、しんどくてつまらなくて、けれどあふれるくらい 

大切な<あの頃>。もしも、自分の居場所を見失ってしまっても、 

誰にでもいつだって思い出せる<あの頃>があるから、きっと明日 

は少しだけ前に進める——。『女の子ものがたり』は、すべての 

“女の子”を元気にするノスタルジックで色彩豊かな感動の物語。 

 

8 月 29 日(土)より、シアワセの種を探すあなたの物語が始まる！ 

10:20／12:30／14:50／17:10／19:30(終映 21:35)  

※初日のみ上演時間がことなります。下記窓口までお問い合わせ下さい。 

 

原作：西原理恵子｢女の子ものがたり｣(小学館刊) 脚本･監督：森岡利行 

音楽：おおはた雄一 主題歌：｢タオ｣持田香織と原田郁子とおおはた雄一(avex trax) 

出演：深津絵理 ／ 大後寿々花 福士誠治・風吹ジュン 波瑠 高山侑子 森迫永依・板尾創路・奥貫薫 

配給･宣伝：エイベックス・エンタテインメント・IMJ エンタテインメント 

2009 年／日本／110 分／カラー／ビスタサイズ／ドルビーSR 

©2009 西原理恵子・小学館／「女の子ものがたり」製作委員会 

■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-publishing.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 
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