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パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 

■全国パルコ 企画・イベント情報 

パルコ４０周年謝恩企画 ４ヶ月連続 抽選で毎月４，０００名様に 

〈ＰＡＲＣＯカード〉永久不滅ポイント４０倍プレゼント     

  

          速報！池袋パルコ開店４０周年 ２大超豪華イベント、開催決定！ 

 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】 

【パルコファクトリー】  ・もう中学生 ～幸せになる～ギャグ・アート展  

～魅惑のワクワク！もう中の世界！！～ 

・高校生アーティスト・小出茜 個展 ｢女子脳小部屋｣ 

【ロゴスギャラリー】   ・小出恵介写真展 『Ｄａｙｓ ｉｎ Ｉｎｄｉａ』 

・『ヨーロッパ映画オリジナル・ポスター』展 

 

■演劇情報  パルコ・プロデュース公演 “ねすみの三銃士”第２回企画公演 

｢鈍獣｣から５年ぶり 「印獣 ああ言えば女優、こう言えば大女優。」  

 

■音楽情報  ・クラブクアトロ１０月の主要企画 

          ・ＰＡＲＣＯプロデュースアーティスト ＳＰＡＮＫ ＰＡＧＥ最新情報 

 

■出版関連  ・お弁当派、急増中！ 『毎日のマクロビオティック みなみ屋さんのお弁当』 

 

■映画関連   堺雅人、主演 『クヒオ大佐』  １０月１０日（土）より、ロードショー 
 
 

◆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 

２００９．１０ 
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■全国パルコ  企画・イベント情報                                   

パルコ 40 周年謝恩！〈ＰＡＲＣＯカード〉はポイントがオトク 
 

〈ＰＡＲＣＯカード〉のご利用で１，０００円毎に１ポイント貯まる永久不滅ポイント。パルコのハウスカード

〈ＰＡＲＣＯカード〉会員の皆様へ、４０周年を記念したお買物サービスとして、使って貯まる！さらに、ポ

イントが貯まってお得な企画を実施いたします。利用で貯まるポイントでさらにお得感満載です。 

 

〈ＰＡＲＣＯカード〉を使ってオトク！ 

毎月抽選で 4,000 名様に 

永久不滅ポイント 40 倍プレゼント 
 

■日程：９月２５日(金)～２７日(日)  

１０月２３日(金)～２８日(水)  

１１月２６日(木)～２９日(日) 

１２月２３日(水・祝)～２７日(日)  

期間中、パルコにて〈ＰＡＲＣＯカード〉をご利用のお客様の中から抽選で毎月４，０００名様に、期間中のパル

コでのご利用総額に対し、永久不滅ポイントを４０倍進呈いたします。（お買上で自動エントリー、自動抽選） 

※一部店舗・商品は除きます。※年会費・キャッシング・リボ手数料などは対象外となります。※ポイント付与はご利用の

翌々月頃の付与となります。※当選者の発表はポイント付与をもってかえさせていただきます。 

 

ポイントが貯まっておトク！永久不滅ポイント 400 ポイントごとに 

PARCO 商品券 2,000 円+500 円優待券プレゼント 
 

■日程：１０月２３日(金)～２８日(水) ■ポイント引換場所：各店PARCO・セゾンカウンター 

〈PARCOカード〉会員、上記期間限定！パルコ各店にて永久不滅ポイント４００ポイントを『ＰＡＲＣＯ商品券

2,000円分』引換毎に、500円分のパルコご優待券を進呈。また、期間限定の交換商品として各パルコおすす

めグッズをご用意しております（永久不滅ポイント４００ポイントにて交換、数に限りがございます）。 

※ポイント交換特典の申込は、各店PARCO・セゾンカウンターに限ります。インターネットでのお申込は対象外。 

 

★〈ＰＡＲＣＯカード〉に関する企画詳細は、http://www.parcocard.jp/をご確認下さいませ。 

 

 

 

 
 

 

 

■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要： 

・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード ・年会費・入会費無料 

 (アメリカン・エキスプレス付き〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/年会費無料の２種) 

・《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての《セゾン》カード機能＋オリジナル特典 

・発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ年数回開催の５％ＯＦＦ期間あり  

会員優待企画へのご招待やセール情報をいち早くご案内 
 

■〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズ ・・・ パルコ、及びオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』での年間お買上累計額が２

０万円以上の方は、翌年１年間パルコでのショッピングが年間いつでも５％ＯＦＦ、パルコでのご優待特典が盛りだくさんの〈ＰＡ

ＲＣＯカード・クラスＳ〉会員となります。 

http://www.parcocard.jp/
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■池袋パルコ開店 40 周年  企画・イベント情報                                  

池袋パルコ開店４０周年 ２大超豪華イベント開催決定！ 
 

■会 場 ：池袋パルコ＜別館＞P‘パルコ ８F イベントスペース 

 

 

ビートたけし×所ジョージ 

全日本選抜国際ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 
 

■会 期 ：11月7日（土）～ 11月23日（月・祝）  

（会期中無休 11：00 ～ 21：00／入場は閉場の30分前まで） 

■入場料 ：一般500円 学生：400円 小学生以下無料 

■主 催 ：パルコ 企 画 ：ビートたけし／所ジョージ／クリタヤスシ 協 力 ：ネコ・パブリッシング  

特別協力：東京スポーツ新聞社  

企画制作：オフィス北野／TV-CLUB／ジャパンライフデザインシステム／キリンジ 
 

遂に実現！笑いの天才と遊びの天才ががっぷり組んだ！ビートたけし＆所ジョージによる最初で最後？

の超過激展覧会が開催決定！ 

 

ONE PIECE １０周年×DRAGONBALL Z ２０周年 

｢ドリーム９｣ショップ開催 
 

■タイトル：PARCO 40周年記念 

ONE PIECE 10周年×DRAGONBALL Z 20周年 

ドリーム９ ショップ 

■会 期 ：10月28日（水）～ 11月3日（火・祝）   

※会期中無休 11：00 ～ 21：00 

■入場料 ：無料  主催 ：パルコ      

協 力 ：集英社／フジテレビジョン／東映アニメーション 

フジテレビ好評放送中の大人気アニメ “ＤＲＡＧＯＮＢＡＬＬ改 

（ドラゴンボールカイ）”“ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）”の日本 

初となる限定コラボショップ『ドリーム９（ナイン）ショップ』を開催致します。 

アニメ公開１０周年を迎えた「ワンピース」と「ドラゴンボールＺ」放送開始２０周年を記念して放送中の「ド

ラゴンボール改」のグッズが一同に集結。更にドリーム９オリジナルグッズも登場！ 

 

 

 
 

ⓒバードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション  

ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション 

 

池袋パルコ ＜別館＞P‘パルコ ８F イベントスペース（東京都豊島区東池袋1-50-35） 

代表：03-5391-8003 http://www.parco-ikebukuro.com/ 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】 40 周年記念ラインナップ                      

 
 
 
 
 

よしもと人気お笑い芸人「もう中学生（本名：丸田典幸 まるたのりゆき）」

の初個展を開催致します。ネタでもお馴染みのダンボールをキャンバスに

した１００％自主制作で描かれる小道具作品を中心に展示を行います。 

 開催概要  

■会 期 ：10月1日（木）～ 10月13日（火） 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／10月2日（金）のみ12:00‐21:00 

■入場料：一般300円（税込） 学生：200円  小学生未満無料 

    

 
 
 
 
 
 

カイカイキキ所属・高校生アーティスト 小出 茜 個展 

        

カイカイキキに所属する高校生アーティスト小出茜による個展「女子脳小部屋」を開催致します。 

中学生だった 15 歳の頃にデビューし、現在 18 歳となった現役高校生アーティスト、回顧される青春では

なく、現在進行形の十代のリアル。 

 開催概要  

■会 期：10月17日（土）～11月3日（火） 

      会期中無休 10:00 ･ 21:00 最終日は18：00まで 

（入場は閉場の30分前まで） 

■入場料：一般300円（税込） ・学生200円・高校生以下無料 

 

 

 

 
 
 

 

 

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/ 

もう中学生 ～幸せになる～ギャグ・アート展 

～魅惑のワクワク！もう中の世界！！～ 

マスコミ取材 

10月2日 （金）10：00～11：30   本人囲み取材／ライブペインティング   

イベント 

10月2日 （金）12：00〜    魅惑のライブペインティング 

10月10日（土）10：30～／12：30～   ワクワクワークショップ ※お申込必須

ひっくり返ると宇宙が見えた，2007Acrylic on canvas 
○c 2007 Akane Koide/Kaikai Kiki Co., Ltd.  
All Rights Reserved. 

○c YOSHIMOTO KOGYO 
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                                 

小出恵介写真展 「Days in India」 写真：藤原江理奈 
                                  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。

彼の幼少時代のゆかりの地、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、お買上げの方に先着で小出恵介による握手会も実施します（10月4日（日））。 

■会期：9 月 29 日（火）～10 月 12 日（月・祝） 10:00～21:00（最終日は 17：00 終了） 

会期中無休・入場料無料 

  
 

 

 

 

 

 

1950 年代以降のヨーロッパ各国のオリジナル映画 

ポスターを集めた展覧会を開催します。イタリア映画 

はイタリアポスター、スペイン映画はスペインポスター

というふうに映画製作国のオリジナルポスターになっ

ています。映画ポスターを国別に見ると、デザイン、色彩、 

サイズ、紙質などに、それぞれのお国柄・国民性が表れます。本展覧会では名作、話題作から、映画ファンに

支持される文芸作やマニアックな作品まで、多くのオリジナルポスターを取り揃えましたので、ぜひ実際に見

てお確かめください。あわせてプレスブックやスティール写真、カンヌ映画祭で関係者に配られるオフィシャル

バッグなど、レアな映画関連グッズも展示販売します。 

また同時開催の特別展として、1940～50 年代のアメリカで黄金期を迎え、現在も人気のコスチュームジュ

エリー（貴石を用いないアクセサリー）を、ブランドのショートヒストリーを交えながらご紹介します。普段使いで

きる価格帯でありながら、セレブにも愛される優美なデザインの魅力をご堪能ください。 

 

 

 

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3496-1287

http://www.parco-art.com/ 

©Erina Fujiwara

■会期：10 月 14 日（水）～10 月 27 日（火） 

10：00～21：00（最終日は 17：00 終了） 

会期中無休 入場料無料  

 『第 25 回クラクフ国際ショートフィルム・

フェスティヴァル』 1988 年 

ケネス・ジェイ・レーン

ヨーロッパ映画オリジナル・ポスター展 
特別展：魅惑のヴィンテージ・コスチュームジュエリー 
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■ 演劇情報 ■  １０月の公演ラインナップ                                        

◇パルコ劇場◇ パルコ・プロデュース公演 “ねずみの三銃士”第 2 回企画公演 

「鈍獣」から 5 年ぶり、タイトルは「印獣」に決定！ 
「印獣」 ああ言えば女優、こう言えば大女優。 
 
生瀬勝久、池田成志、そして古田新太。誰が呼んだか・・・ 

「ねずみの三銃士」。“今、一番やりたい芝居を、自分たちの企画で上 

演したい！” と、演劇界のチームリーダー3 人が結集しての第 1 回 

公演「鈍獣」は、2004 年夏、PARCO 劇場を皮切りに、全国 7 箇所で 

公演、各地ともチケット完売、大盛況のうちに終了しました。 

そして、第 1 回公演から 5 年ぶりとなる今秋、「ねずみの三銃士」第 2 

回目の舞台公演が実現することになりました。 

2 回目となる今回は PARCO 劇場に初登場となる三田佳子さんを 

ゲスト主役としてお迎えすることが決定！そして”ねずみの三銃士”の 

3 人はもちろん、共演に岡田義徳、若手お笑いトリオキャラメルクラッ 

チのひとり上地春奈を迎えて、異種格闘技的な演技バトルが観られ 

そうです。この秋、演劇界の話題独占必至！！どうぞご期待下さい。  

 

【公演日程】10 月 13 日(火)～11 月 8 日（日）  作 宮藤官九郎・演出 河原雅彦 

出演 三田佳子/生瀬勝久・池田成志・古田新太/岡田義徳、上地春奈 

【料金】8,400 円（全席指定・税込） 発売日完売！ 【お問い合わせ】パルコ劇場 03－3477－5858  

★10 月 12 日（月・祝）１９：００開演 プレビュ-公演開催決定  

 

◇地方公演◇ 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/（株）オフィスミワ 主催：TBS ラジオ 

【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858 

静岡・10 月 10 日(土) 埼玉・10 月 12 日（月・祝） 新潟・10 月 15 日（木） 仙台・10 月 18 日(日) 

福岡・10 月 21 日(水) 広島・10 月 23 日(金) 大阪・10 月 27 日(火)～11 月 1 日(日) 

愛知・11 月 4 日(水)・5 日(木) 愛媛・11 月 9 日(月) 高知・11 月 11 日(水) 福島・11 月 15 日(日) 
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◇ル・テアトル銀座◇ 黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ20周年記念作品 

 「ベッドルーム・ファンタジー」  
黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ、今年ついに 20 周年！ 

1989 年ピーター・シェーファーの傑作「レティスとラベッジ」で幕を開 

けた「黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ」。この 20 年間、たくさんの 

お客様の熱い支持を得て、黒柳徹子と多彩な共演者が楽しく心に残る 

22 本の舞台を生み出してきました。 

記念すべき 20 周年の節目を迎える今年は、ジョン・トビアスによる抱 

腹絶倒の艶笑コメディ「ベッドルーム・ファンタジー」を上演します。 

ひと癖もふた癖もある登場人物が入り乱れて、騒ぎが騒ぎを呼ぶ大爆笑喜劇。 

比類なきコメディエンヌ黒柳徹子と、個性溢れる芸達者な共演陣が、底抜けに面白い舞台をお届けし

ます。どうぞご期待下さい。  

 

作 ジョン・トビアス 訳 丹野郁弓 演出 高橋昌也  

出演 黒柳徹子 田山涼成 立石凉子/石田太郎 団時朗 

【会場】ル テアトル銀座 by PARCO  【公演日程】10 月 10 日(土)～11 月 1 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) 

グッドプライスデー（平日＜夜＞公演特別価格） S 席￥8,000 A 席￥5,000 BOX 席（2 名様）￥16,000

（全席指定・税込） 絶賛発売中 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 １０月の主な企画                                   

 

RANCID <ランシド> 

■10 月 4 日（日）広島、10 月 14 日（水）渋谷 

91 年の結成以来サウンド、ファッションともにパンク・ロックのス 

ピリットを貫き、世代を超えて熱い支持を集めるカリフォルニア出 

身の 4 人組。6 年ぶりとなるニュー・アルバム『レット・ザ・ドミノズ・ 

フォール』では“人生”をテーマに掲げ、より結束力を強めた彼等。 

待望の来日公演。 

 

KYTE <カイト> 

■10/5（月）渋谷、10/6（火）心斎橋 

シガー・ロスやレディオヘッドを彷彿とさせる叙情的なメロディと壮大なサウンドスケイプが話題となり、

各メディアから大絶賛を集める UK 出身、平均年齢 20 歳の 5 人組。米国においても超人気ドラマ『ソプラ

ノズ』の CM に楽曲が使用されるなどブレイク間近の彼等。初のジャパン・ツアー。 

 

STEVE APPLETON〈スティーヴ･アップルトン〉  

■10/5（月）心斎橋、10/6（火）名古屋 

UK 出身、若干 20 歳にして作詞・作曲・演奏･プロデュースを全て自身で 

こなす驚異の<オール･イン･ワン> アーティスト。カラフル、ハッピーで 

ポジティヴなパーティ･ミュージックと“爽やかイケメン”なルックスでデ 

ビュー前から世界中でこの夏一番の注目を集めた彼。待望のデビュー 

アルバムを携えての来日公演。 

 

 

スガシカオ 

■10/7（水）広島 

ソウルやファンクをルーツとした強力なリズム感、独自の詞世界、唯一無二の歌声で圧倒的人気を誇り、

また他アーティストへの楽曲提供なども行い、日本の音楽シーンの第一線で活躍するシンガー・ソング

ライター。2 年振りとなるニュー・アルバム『FUNKAHOLiC』を携えての全国ツアー初日。 

 

キマグレン 

■10/15（木）広島 

逗子育ちの幼馴染、イセキとクレイによる 2 人組。逗子海岸で 

海の家ライヴ・ハウス“音霊 OTODAMA SEA STUDIO”を運営 

しながら、自身も音楽活動を行なう内に注目を集め 08 年にメ 

ジャー・デビュー、大ブレイクを果たした。今年はゆずとのコラボ 

 “ゆずグレン”でも話題を振り撒いた彼等の全国ツアー。 
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LED ZEPAGAIN 〈レッド・ツェッパゲン〉 

■10/19（月）渋谷 

80 年の解散以降も、ロックの頂点として未だに圧倒的な人気と影響力を誇るレッド・ツェッペリン。その

ギタリスト、ジミー・ペイジがテクニックを認めた最高のトリビュート・バンド、レッド・ツェッパゲンの来日公

演が決定。伝説と言われているツェッペリン 77 年の全米ツアーのセットリストを完全再現！ 

 

THE CRIBS〈ザ・クリブス〉 

■10/22（木）名古屋、10/23（金）心斎橋 

ゲイリー(Vo/B)、ライアン(Vo/G)、ロス(Dr)のジャーマン 3 兄弟による UK 新世代を代表するバンド。昨

年 8 月には元スミスのジョニー・マーが電撃加入し大きな話題となった。4 ピースバンドへと変貌を遂げ

た彼らが 2 年振りとなる待望のニュー・アルバム『イグノア・ジ・イグノラント』を携えて来日。 

 

■■■■■  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                                                     

 

学校へ、仕事場へ…… 

今、お弁当持参派が急増中！ 

『毎日のマクロビオティック 

みなみ屋さんのお弁当』                  

 

１０月上旬、発行予定 

著：   発酵 macrobiotic みなみ屋さん                       

予価： 1,680 円（税込）                                        

仕様： Ｂ５版正寸 ９６ページ 

 

学校へ、仕事場へ……今、お弁当持参派が急増しています。 

特に健康志向の人々のあいだで注目を集めているのが、 

玄米や野菜を中心とした、マクロビオティックのお弁当。 

本書は、マクロビオティック料理教室「みなみ屋さん」が提案 

する、四季のお弁当レシピ。パパッとできるスピードおかず、作り置きできる保存食、自宅で簡単に作れ

る発酵食品など、忙しい朝でも安心の、簡単マクロビオティック弁当を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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                                 

 

『クヒオ大佐』  
父はカメハメハ大王の末裔 

母はエリザベス女王の妹の夫のいとこ 

自分は、米軍特殊部隊のジェットパイロット… 

 

「騙される方が悪い！！」と思わず叫びたくなるデタラメな経歴と、 

分かりやす過ぎる変装で、女たちから推定 1 億円を騙しとった実 

在の結婚サギ師その名もジョナサン・エリザベス・クヒオ大佐の物 

語。女たちはなぜこんな男に騙されたのか！？夢の中でしか生 

きられなかった男と女に未来はあるのか？ 

10 月 10 日(土)より、結婚シマショ～！ロードショー！ 

10：20／12：30／14：50／17：10／19：30（終映 21：38） 

 

監督：吉田大八『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』  

脚本：香川まさと、吉田大八 

原作：吉田和正「結婚詐欺師 クヒオ大佐」 

出演：堺雅人 松雪泰子 満島ひかり 中村優子 新井浩文 

児嶋一哉 安藤サクラ 内野聖陽 

主題歌：クレイジーケンバンド「VIVA 女性」 配給･宣伝：ショウゲート 

2009 年/日本/113 分/カラー/ビスタサイズ/ドルビーSR 

  

 

©2009『クヒオ大佐』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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