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６月以降、この夏にかけての、パルコのトピックスをお知らせいたします。 
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パルコ今月のトピックス 

◆2004 年の水着シーズン到来！全国のパルコ各店で水着売場がオープン中です！         
 
今年もパルコ各店では、㈱三愛による「三愛水着楽園」などを中心に今シーズンのビーチアイテム

を取り揃えて、特設の水着売場をオープンしています（期間は店により異なります）。 
中でも渋谷パルコでは、渋谷パルコ・パート２の５，６階及びイベントスペースであるＳＲ６全て

を使用し、合わせて約８００㎡の都内最大級の水着売場を設けて、この夏のビーチシーンを全力でサ

ポートしています。 
 
 

 

※水着売場は全国のパルコのうち、以下の 17 店で営業中です。⇒渋谷、池袋、千葉、津田沼、吉祥寺、

厚木、調布、新所沢、札幌、宇都宮、名古屋、岐阜、松本、大津、広島、大分、熊本    

 

▼グラビア、ＣＭ等で活躍中の矢吹春奈さん（19歳）を起用

した2004年、パルコの水着キャンペーンポスター。5月から

店頭に登場している第二弾（写真右）も大好評です。 

 
 
 
◆パルコ限定オリジナル水着第一弾発売中！ 
 第二弾は 6 月中旬に発売予定。                           
 
 ㈱三愛とパルコのコラボレーションによる、パルコ限定オ

リジナル水着が、パルコ各店の「三愛水着楽園」にて販売さ

れます。まず第一弾として無地のビキニタイプが店頭に登場

しています。 
 続いて登場予定の花柄プリントビキニは、パターンをパル

コのスタッフが選んだオリジナル品です。（商品写真はあらた

めてご案内いたします） 
 

パルコオリジナル水着 

・第一弾 無地タイプ/ビキニ   ２パターン/3 色(黒、ピンク、白)  
・第二弾 花柄プリントビキニ  ２パターン/3 色(黒、ピンク、白)  

2004 年パルコの水着ホームページ⇒ http://www.parco.co.jp

 
◆新所沢パルコ 食品フロアをリフレッシュ！ 「PARCO FO
   
 2004 年 7 月 15 日（木）、新所沢パルコ・パルコ館 B1F の食品フ

トと 15 の専門店が集合した「パルコ フード テラス」としてリフ

面積：約 700 坪） 
 キーテナントの食品スーパーは、昨年、英国最大手のスーパ

ートゥーネットワーク株式会社が手がける新業態の 1 号店とな

ら「この街に足りない」とご要望が強かった洋菓子店を 6 店舗

あわせてバラエティに富んだ構成になります。 
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©2004 PARCO.,LTD “PARCO SWIM SUITS 

定価 13,650 円（税込） 発売中 
予価 12,600 円（税込）6/19 発売！ 

/parco/04swim/main.html 

OD TERRACE」7/15 オープン         

ロアを全面改装し、スーパーマーケッ

レッシュオープンいたします。（＊改装

ー「テスコ」社のグループに入ったシ

ります。また、専門店には、お客様か

新規導入し、惣菜、名店ゾーンなどと

 ※詳細は別途ご案内申し上げます。 

                  ２ 



 
 

パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム 

ＢＥ＠ＲＢＲＩＣＫ ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＴＯＵＲ  ＋   ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ０４        
 

100 年以上も前から世界中で愛されつづけているテディベアをモチー

フに、おもちゃとインターネットの融合から生まれたクマ型のブロック

フィギュア「BE@RBRICK（ベアブリック）」。 
様々な限定バージョンが作られ大人気の BE@RBRICK のとびきりお

しゃれな展覧会「ＢＥ＠ＲＢＲＩＣＫ ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＴＯＵＲ」が、渋谷パ

ルコミュージアムで開催されます。 
 
 イラストレーター、グラフィックアーティストなど内外の様々なクリ

エイターが、BE@RBRICK の 1000%サイズバージョンをキャンバスに

制作した作品を展示する本展覧会は、2005 年にナイキのギャラリー等、

世界各都市で開催に先駆けてのお披露目となります。 
  
 同時開催の「ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ０４」では、

BE@RBRICK をリリースしているメディコム・トイ社の 2004-2005 年発売予定の新製品の展示発表

を行います。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月１２日（土）－２００４年６月２８日（月）  
開場時間 ： １０：００～２０：３０（入場受付は２０：００まで） 
入場料  ： 一般／500 円・学生／300 円 
 BE@RBRICK TM & (C) 2001-2004 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved. 

 
〜ペ・ヨンジュン初主演映画「スキャンダル」日本公開記念〜 

「冬のソナタ」の『ペ・ヨンジュン』優雅であぶない世界展                                 
 
○ 会期初日、会場前３００人が行列！ 

○ ミュージアムショップでは「ヨン様」グッズ売れ切れ続出！！ 

 
 話題の韓国テレビドラマ「冬のソナタ」主演で大人気の「ヨン様」ことペ・ヨンジユンの初主演映

画「スキャンダル」を題材に、ペ・ヨンジュンの魅力とともに「知られざる韓国李朝の絢爛豪華な宮

廷生活」の魅力、韓国文化を体感できる展覧会、６月６日までパルコミュージアムで開催中！。 
 映画「スキャンダル」はフランスの作家ラクロの恋愛小説「危険な関係」を、18 世紀末の李朝時代

の貴族社会を舞台に翻案した作品。本展覧会では、主演のペ・ヨンジュンが使用した衣装・小道具・

調度品、さらにメイキング風景写真や映像、ペ・ヨンジュン自身が撮った撮影現場の写真を公開。オ

リジナルグッズショップも開設しています。  
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年５月１５日（土）－２００４年６月６日（日）  
開場時間 ： １０：００～２０：３０（入場受付は２０：００まで） 
入場料  ： 一般／500 円 （映画チケット半券お持ちの方 200 円引き） *15 歳以下の方は保護者のご同伴必要 

 

 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 

パラダイス山元のザ・ワールド・オブ・マン盆栽展                                     

 
 日本を代表するマンボ・ミュージシャン パラダイス山元が提

唱する「マン盆栽」は、自ら育てた盆栽とフィギュアを組み合わ

せて創り出す自然とユーモアの小宇宙。5 年半ぶりにロゴスギャラ

リーで開催される本展では、マン盆栽家元のパラダイス山元が、

丹誠込めて育て上げてきた秘蔵のマン盆栽作品を 30 点展示の他、

マン盆栽用品、関連グッズ販売も行います。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月２日（水）－６月９日（水）  
開場時間 ： １０：００～２１：００（最終日は１７：００閉場） 
後援   ： 日本マン盆栽協会  
 
 
「ジャパン☆アヴァンギャルド」 アングラ演劇傑作ポスター展                              

(C)MANBONSAI@Paradise Yamamoto 

 
 60～80 年代前半、天井桟敷、黒テント、自由劇場、状況劇場など

アングラ演劇と呼ばれた小劇場演劇の劇団が活躍していました。その

公演のポスターは横尾忠則、宇野亜喜良、平野甲賀など錚々たるアー

ティストたちの手により制作されており、それらは現在美術的にも高

い評価を得ています。 
 本展では、ポスターハリスカンパニー所蔵の「現代演劇ポスターコ

レクション」から厳選されたアングラ演劇の傑作ポスター約 100 点

を展示。会場はロゴスギャラリーの他、アングラ演劇と関係の深いギ

ャラリー、飲食店など都内 10 ヶ所での同時開催というユニークな形

式で行われます。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月１１日（金）－６月２９日（火）  
開場時間 ： １０：００～２１：００（最終日は１７：００閉場） 
後援   ： ニッポン放送 
 

※ 
◎ロゴスギャラリー 7 月のラインナップ 

 
2004 summer LOGOS 洋書バザール 【7 月 1 日（木）～14 日

恒例！ 洋書LOGOSが選りすぐった洋書約 6000冊を特別価格で放

写真、アート、デザインなどの洋書籍 約 6000 冊を、通常店頭価格

 
洋書マガジン バックナンバーフェア 【７月 16 日（金）～21 日（

ファッション誌を中心に洋書雑誌のバックナンバー約１５００冊を一

で即売します。モノによっては過去一年分がそっくり手に入ります。

 
 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⇒ h

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡
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｢毛皮のマリー｣（1969 年 6 月） 

（水）】 
出する、夏の洋書バーゲンセール。

の 30～80％オフ価格で即売！ 

水）】 
挙取り揃え、店頭価格の 30％OFF
 

ttp://www.parco-art.com/ 
 03-3496-1287 
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パルコ劇場・その他演劇公演・パルコ劇場の DVD 

鈍獣 don-ju                                 

 
 舞台で、映像で、多面的な活躍を続けている 3 人の男優－生瀬勝久、池田成

志、古田新太。この 3 人が「ねずみの三銃士」として企画した「鈍獣」は、テ

レビ、映画の脚本家として大人気の“クドカン”宮藤官九郎が新作を書き下ろ

し、元「ハイレグジーザス」の河原雅彦が演出し、ＴＶ、映画に活躍する魅力

的な女優陣 3 人を迎えて贈る異種格闘技的な注目の舞台です。 
 
［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 7 月 31 日（日）～8 月 22 日（日） 
 
<作> 宮藤官九郎 <演出> 河原雅彦  
<出演> 生瀬勝久 池田成志 古田新太  西田尚美 乙葉 野波麻帆 

※パルコ劇場の他、8 月から 9 月に、大阪、広島、福岡、神戸での公演が予定されています。 
※東京公演の前売りは 6 月 20 日（日）第１弾インターネット発売。7 月 10 日(土)第 2 弾プレイガイド一般発売開始。

大阪、広島、福岡、神戸は 7 月 10 日(土)発売。 
 

MIDSUMMER CAROL～ガマ王子 vs ザリガニ魔人～                      

ちぎれた絵本のかけらが、奇跡の扉を開く！感動の爆笑ファンタジ

ー。「人間風車」「ダブリンの鐘つきカビ人間」の後藤ひろひと＆Ｇ２

コンビの入魂の新作！ 

主演には共に舞台初出演の伊藤英明、長谷川京子。 

 
［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 7 月 4 日（日）～25 日（日） 
 ※7 月 19 日(祝)19:00 追加公演決定。前売開始：6 月 13 日(日) 
 

<作> 後藤ひろひと <演出> Ｇ２  
<出演> 伊藤英明 長谷川京子     山崎一 犬山イヌコ 山内圭哉 小松和重 片桐仁(ラーメンズ) 

瀬戸カトリーヌ    加藤みづき(新人) 後藤ひろひと 木場勝己 
※パルコ劇場の他、大阪、新潟、名古屋、福井、仙台、広島、福岡での公演が予定されています。 

 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ                      

 

オフ・ブロードウェイで 2 年半に及ぶロングランを記録し、映画化もされたロック・ミュージカル「ヘドウィグ・アンド・

アングリーインチ」。６月６日まで行われているパルコ劇場公演は、三上博史の熱演が各誌紙で好評を持って迎え

られています！ 

東京では、６月２３，２４日の両日、新宿・東京厚生年金会館で追加公演「新宿ナイツ“Shinjyuku nights”」が行わ

れます。会場を変えて、ステージがどう変わるか？。ご期待ください！。 

※パルコ劇場、東京厚生年金会館の他、大阪、仙台、新潟、名古屋、仙台での公演が予定されています。 
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◎その他の演劇公演ラインアップ 

 

美輪明宏音楽会＜愛＞                                                 

［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 9 月 16 日（木）～10 月 6 日（水） 

<構成・演出> 美輪明宏 <演奏> セルジュ染井アンサンブル 
※パルコ劇場の他、大阪、名古屋、仙台、福岡などでの全国公演あり。 

 

イット・ランズ・イン・ザ・ファミリー ～パパと呼ばないで！～                   

イギリスのシチュエーションコメディの傑作に上川隆也が挑戦！。 
［会場］ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目） 
［期間］ 2004 年 7 月 8 日（木）～25 日（日） 

<作> レイ・クーニー <演出> 山田和也 ＜出演＞ 上川隆也、羽田美智子、濱田マリ 他 
※東京の他、大阪、福岡、名古屋での公演が予定されています 

 

ローズのジレンマ                                         

黒柳徹子主演の海外秀作コメディシリーズ 15 周年記念公演。ニール・サイモンの最新作を上演。 
［会場］ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目） 
［期間］ 2004 年 10 月 9 日（土）～31 日（日） 

<作> ニール・サイモン <演出> 高橋昌也 ＜出演＞ 黒柳徹子、川上麻衣子、うじきつよし、岡田真澄 
※東京の他、大阪：シアター・ドラマシティ公演有。2004 年 11 月 3 日（水）～7 日（日） 

 

◎ パルコＤＶＤシリーズ発売予定 

 

６月２５日一般発売 

寺山修司没後 20 年、パルコ劇場３０周年記念公演 魔術音楽劇「青ひげ公の城」            

1979年パルコ劇場で初演された寺山の傑作、2003年の復活公演を愛蔵版DVD化！ 

・2003年 4月 パルコ劇場(東京・渋谷)にて収録  ・1枚組 

・本編130分／特典映像21分 ・定価\5,800(税込) PTDV-10 

 

６月１０日一般発売 

松たか子主演 「おはつ」                                               

  

・豪華2枚組 Disc1(1幕+特典収録)／Disc2(2幕&3幕)   

・2004年 1月 新橋演舞場にて収録 ・映像特典、音声特典有り 

・定価\6,800(税込)   PTDV-08&09            

松本幸四郎・杉浦直樹主演「実を申せば」                                 

                

・2003年 9月 パルコ劇場(東京・渋谷)にて収録 ・1枚組 

・映像特典、音声特典有り ・マルチアングル収録 

・定価\5,800(税込)   PTDV-07 パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-city.co.jp/play/ 
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 

名古屋クラブクアトロ 15 周年記念企画 NAGOYA CLUB QUATTRO 15th ANNIVERSARY “Ｑ”ＤＡＹＳ    

 

 1989 年 6 月、名古屋パルコと同時にオープンした名古屋クラブクアトロは、この 6 月オープン 15

周年を迎えます。渋谷でスタートしたクラブクアトロの2号店として、「クアトロ」のブランドイメー

ジ確立に寄与し、アーティスト達からも愛され続けてきました。その名古屋クラブクアトロの15年間

を総括し、今後に向けた提案をする9日間＝“Ｑ”ＤＡＹＳです。 

 

［期間］ 2004 年 6 月 25 日（金）～7 月 3 日（土） 
［出演アーティスト］ スチャダラパー（6/26）、ＧＯＮＴＩＴＩ(6/28)、ＣＨＡＲＡ(7/2.3) 他 

 ＊スチャダラパーは渋谷(7/16)、心斎橋(6/24)のクラブクアトロでも公演有り。ＣＨＡＲＡは広島

(7/9,10)クラブクアトロでも公演あり。 
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スチャダラパー
  

ログフィッシュ メ

RCO MONTHLY INF
ＧＯＮＴＩＴＩ
ジャー・リイシュー・アルバム「アナログフィッシュ」 6 月

 パルコがマネジメントする、２人

リオ、アナログフィッシュが過去に

をリマスタリングして収録した re

シュ」が6月23日に発売されます

 

 

 

 

・定価\2,625(税込)   ESCL25
・タイトル「アナログフィッシュ」

 

O. 2004/06                       
ＣＨＡＲＡ
23 日発売             

のボーカルを擁するロックト

リリースしたアルバムの全曲

-issue album「アナログフィッ

。 
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パルコ 映画関連情報 

深田恭子・土屋アンナ主演 「下妻物語」  東京・渋谷シネクイント他で全国公開中！                          

 

 嶽本野ばら原作の「下妻物語」を、サッポロ黒ラ

ベルの卓球ＣＭでも知られる奇才・中島哲也が脚

本・監督を担当。ロリータ衣装全開の深田恭子（写

真）とヤンキーバリバリの土屋アンナの友情物語。 

 

 パルコも製作に参加している映画「下妻物語」は、

渋谷パルコ・パート3、8Ｆ・シネクイント他全国ロ

ードショー中です。 

 

 

「マインドゲーム」 夏休みロードショー公開予定                       

「アニマトリックス」のSTUDIO4℃が、劇場版「クレヨンしんちゃん」の湯浅政明を初監督に向かえてロビン西原作

のマンガを映画化。実写、２Ｄ、３Ｄが融合したハイブリッド･アニメーション！。今田耕司、藤井隆、坂田利夫な

ど吉本興業のタレントが声の出演＋アニメに融合した実写で登場するのも見所です。 

 

 

 

パルコ出版の新刊 

「ドン・シボリオーネの休日のnamashiboriレシピ」       著：三好朋子     

予価1.400円（税込） 2004年 6月下旬発売予定 

 

 発泡酒「namashibori」や、JR山手線車両内モニターで放映されている「英

語でシャベリオーネ」でおなじみ、イタリア犬「シボリオーネ」がナビゲート

する、発泡酒が 10 倍おいしくなるイタリアンレシピ集。シボリオーネがユー

モア溢れるうんちくを傾けながら、思わず作りたくなる、おしゃれで旬なイタ

リアンを紹介します。 

 

「ドーナッツ！！ マイボー旅立ちの詩 」          著：１００％ORANGE  

予価1.575円（税込） 2004年 7月上旬発売予定 

 

 数々の賞賛をいただいたコミック絵本『ドーナッツ！マイボーゾウにのる』。「早く

続きを読みたい」「2巻はいつ？」という厚い要望にお答えして、ついに第二弾刊です！。 

 

 

「KONISHIKI + HuLa Hat  ハワイアン・ダイニング」    著：KONISHIKI + HuLa Hat  

予価1.470円（税込） 2004年 6月中旬発売予定 

 

 KONISIHKI がプロデュース、連日大盛況の後楽園ラクーアのハワイアン・レストラン「フラハット」。そ

こで特に人気の高いメニュー43点とKONISHIKI秘蔵のレシピ7点で構成するハワイアンレシピ集。 

 

「HULA BOOK DVD フラ・ブックDVD ハワイアンダンス“フラ”デモンストレーション」                  

予価6,090円（税込） 2004年 6月発売予定   収録時間 約70分 

 

 大好評「フラ･ブック～ﾊﾜｲｱﾝ･ﾀﾞﾝｽ･ｶﾞｲﾄﾞ」ＤＶＤ化。映像でレッスンを。 
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