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パルコのトピックス 

◆パルコの夏のセール「グランバザール」開催！                        
 
本年夏のパルコの「グランバザール」は全店 7 月 1 日（木）よりスタートいたします。開催期間は

11 日（日）までの 11 日間ですが、一部地方店のみマーケット特性を考慮し 19 日（月・祝）までのロ

ングラン開催となっています。 
 
7/1～7/11 開催店舗 渋谷、池袋、札幌、千葉、津田沼、吉祥寺、調布、ひばりが丘、新所沢 

厚木、名古屋、岐阜、広島、熊本 
7/1～7/19 開催店舗 宇都宮、松本、大津、大分 ※心斎橋店は未開催 

 
◆7 月 15 日（木）新所沢パルコに「パルコフードテラス」誕生                  

 
2004 年 7 月 15 日（木）、新所沢パルコ・パルコ館 B1F の食品フロアを全面改装し、スーパーマー

ケットと 15 の専門店が集合した「パルコ フード テラス」がオープンいたします。（＊改装面積：約

2,300 ㎡） 
キーテナントとなる食品スーパーには、昨年、英国最大手のスーパー「テスコ」社のグループに入

ったシートゥーネットワーク株式会社が手がける新業態のスーパーマーケット「キッチンランド」の

1 号店が出店いたします（面積：約 1,650 ㎡）。キッチンランド内には、鮮魚、精肉、青果など 5 つの

インショップを導入。 
専門店ゾーンには、デパ地下で人気の「フロプレステージュ」はじめ地元のお客様からご要望が強

かった洋菓子専門店を 6 店舗など、10 店舗を新規導入。リニューアル店舗 5 店舗と合わせ、15 店舗

によるバラエティに富んだ構成になります 
※別途詳細資料をご用意しておりますので、ご請求ください。 
※オープン前日の 7 月 14 日（水）に関係者様向け内覧会を開催いたします。取材のご希望がございま

したら御連絡ください。 
 

◆ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ ビッグサマー計画２００４                       
   

この６月２３日にパルコ出版から、KONISHIKI がプロ

デュースするハワイアン・ダイニング「フラハット」

の人気メニューのレシピや KONISHIKI 自身の思い

出話を収録した「KONISHIKI + HuLa Hat  ハワイアン・

ダイニング」（著：KONISHIKI + HuLa Hat 定価価 1.470 円/

税込） が発行されました。KONISHIKI は、同じ６月２

３日にハワイアンのオリジナルアルバム、ハワイアン

ソングアルバムの２枚のCDもリリースしています。 

パルコでは、このKONISHIKIをフューチャーした夏

のイベントを以下の日程で開催いたします。 

 

７月 ４日（日） － 渋谷パルコ ・ ハワイアンライブ＆サイン会 

７月１６日（金） － 新所沢パルコ ・ハワイアンライブ＆サイン会 

              （＊前項ご案内の「パルコフードテラス」オープン記念イベントとして開催） 

  

８月１６日（月） － 渋谷クラブ・クアトロ キッズハワイアンフェスティバル（＊お客様ご招待企画） 
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◆パルコの水着、好評営業中。パルコ限定オリジナル水着第三弾も発売決定！               

 
全国のパルコ各店では、㈱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

を取り揃えた水着コーナーをオープンしています。（渋谷パルコ「パルコ水着楽園」は都内最大級・約

800 ㎡の規模で、50 以上の有名ブランド、計 1 万着以上を取り揃え営業中！）。 

※水着売場は全国のパルコのうち、以下の 17 店で営業中 
⇒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    

 
各店の「三愛水着楽園」では、㈱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を販売中。 
５月発売の第１弾（無地タイプ/ビキニ ２パターン/３色  定価13,650円）、

６月発売の第２弾（花柄プリントビキニ ２パターン/３色 定価 12,600 円[写
真右]）に続き、第３弾が７月上旬の発売が決定しました。   
第３弾は、今年人気のドット柄のビキニタイプで、黒地に白のドット

模様と白地に黒のドット模様の１パターン／２色の商品構成で登場です。 
 

○今シーズン水着販売の動向 
・水着販売のピークとなる７月の実需期に向けた立ち上がり時期では、「形／ホルターネックビキニ

（アクセサリー付き）」「色／白・ビタミンカラー、プリント／花柄・ドット」が売れ筋。都心店舗で

は、通常のファッショントレンド同様、キレイ目エレガンスブランドが人気です。 
・昨年の冷夏や海外旅行自粛の反動か、今シーズンはGW 前の早期買い傾向がありました。 

 
◆好調を博するパルコ、音楽アーティストマネジメント                      
   
パルコはライブハウス・クラブクアトロ（東京、名古

屋、大阪、広島の４拠点）の運営を中心に音楽事業に取

り組んでまいりましたが、音楽情報の発信の根源である

アーティストのマネジメントにも着手し、情報発信性を

高めると同時にソフト、マーチャンダイズの販売権、著

作権などの権利ビジネスをも視野に入れた展開を行って

います。 
 音楽業界の長引く不況のもと、契約自体を切られてし

まうアーティストが多い中で、当社マネジメントのアー

ティストは、モーサム・トーンベンダー（写真上）が本年 6

月にコロムビアミュージックエンタテインメント(株)と
契約（ユニバーサルミュージックよりの移籍）、８月に移

籍第一弾シングルをリリース予定。アナログフィッシュが

(写真下)本年３月に(株)EPIC レコードジャパンと契約、

6 月にインディーズ音源コンパイル盤にてメジャー第一

弾リリース。さらに、両アーティスト共に FUJI ROCK 
FESTIVAL04（7/30～8/1・新潟県苗場スキー場）に出

演が決定、と積極的な展開を進めています。 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

2004 summer LOGOS 洋書バザール                                          

 
 写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタイル、絵本などの洋書

籍約６０００冊を、通常店頭価格の 30～80％（！！）OFF 価格で即売します。

多少難ありモノ含め、超目玉、掘り出しモノを満載した洋書フリークにはたま

らないセールです。 
 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年７月１日（木）～ ７月１４日（水）  
開場時間 ： １０：００～２１：００（会期中無休） 
 
 

洋書マガジン バックナンバーフェア                                              
 
 ファッション誌を中心に、デザイン、インテリア、ライフスタイルの洋書

雑誌のバックナンバー約１５００冊を、店頭価格の 20～30％OFF 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。 
 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年７月１６日（金）～７月２１日（水）  
開場時間 ： １０：００～２１：００ 

（会期中無休・最終日は１７：００閉場） 
 
 
Ｉ ｔ ‘ ｓ  ａ  Ｓ Ｔ Ａ Ｍ Ｐ  Ｗ Ｏ Ｒ Ｌ Ｄ   ～ 切 手 に 恋 し て       

 
 ※企画内容詳細については、お問い合わせ下さい。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年７月２３日（金）～８月２日（月）  
開場時間 ： １０：００～２１：００ （会期中無休・最終日は１７：００閉場） 
 

 
◎ロゴスギャラリー これからの注目ラインナップ 

 
（仮題）Cocoo「南の島の恋の歌」原画展           【９月 1 日（水）～８日（水）】 
 
 2001 年 4 月、突然音楽活動を中止した沖縄出身のミュージシャン、Cocoo。2002 年の秋より絵本

作家として活動を再開し人気を博す彼女の新作絵本の原画展を開催。 
（開場時間：10:00～21:00・入場は 20:30 まで・最終日は 17:00 閉場） 

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・パルコ劇場の DVD 

◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）７月からの公演ラインナップ 

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

「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

ビ入魂の新作！主演は共に舞台初出演の伊藤英明、長谷川京子。 

 
［期間］ 2004 年 7 月 4 日（日）～25 日（日） 
 ※前売券完売！ 当日券に関するお問い合わせ先は  

電子チケットぴあ 0570-02-9111 になります。 
 

<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、福岡公演有り。 
 
 

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。 
 
［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 7 月 10 日(土)プレイガイド発売開始。大阪、広島、福岡、神戸も 7 月 10 日(土)発売。 
 

 

美輪明宏音楽会＜愛＞                                                 

 選曲、美術、照明、衣裳、全てに毎年趣向を凝らして繰り広げられる美輪明宏ならではの＜楽しく 優

しく 励まされ 勇気づけられる＞音楽会。今年もパルコ劇場に登場します。 
 
［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、福岡、名古屋、仙台などでの全国公演あり。 
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夜叉ヶ池                                    

 

泉鏡花の代表作の一つ「夜叉ヶ池」を、近年大活躍をみせている映画監督・三池崇史が演出。脚色を演劇ユニ

ット「阿佐ヶ谷スパイダース」の長塚圭史。美術を海外でも高い評価を得ている現代美術作家の会田誠。この強力

なスタッフが、武田真治、田畑智子、共に舞台初出演の松田龍平と松雪泰子他、実力派のキャストで送る話題の舞

台です。 
 
［期間］ 2004 年 10 月 14 日（木）～31 日（日） 
<演出> 三池崇史 ＜脚色＞長塚圭史 ＜美術＞会田誠 （原作：泉鏡花「夜叉ヶ池」より） 
<出演> 武田真治 田畑智子 松田龍平 松雪泰子 他 
＜製作＞ シアター・ドラマシティ、博報堂ＤＹメディアパートナーズ 
 

ピローマン                                                 

 
 2003 年夏 8 月、パルコ劇場で上演され話題を呼んだ「ウィー・トーマス」。その作者であるマーティン・

マクドナーと演出の長塚圭史。この二人の才能が再び、マクドナーの最新作「ピローマン」で出会う！。 
 NY、ロンドンでも同時上演。個性的な 4 人の男性キャストとともに創る、現在に響く刺激的な舞台。 
 
［期間］ 2004 年 11 月 6 日（土）～11 月 23 日（火）＊予定 
＜作＞マーティン・マクドナー ＜翻訳＞目黒 条 <演出>長塚圭史  
<出演> 高橋克実 山崎一 中山祐一朗 近藤芳正 
※パルコ劇場の他、大阪ほかの地方公演も予定。 

 

◎その他の演劇公演ラインナップ 

 

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） 
 ※前売券完売！ 当日券に関するお問い合わせ先は 電子チケットぴあ 0570-02-9111 になります。 

<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 綾田俊樹 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、岡田眞澄 
※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 

PARCO MONTHLY INFO. 2004/07                                     ６ 



 

 

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 7 月の主要企画                                               

 

・CHARA  

7月 2日（金）、3日（土） 名古屋クラブクアトロ 

7月 9日（金）      広島クラブクアトロ 

 

・少年ナイフ guest: ユージン・ケリー（元ヴァセリンズ）  

7月 9日 （金）     名古屋クラブクアトロ 

7月 11日（日）     渋谷クラブクアトロ 

7月 12日（月）     心斎橋クラブクトロ 

 

・グループ魂 

  7月 13日（火）     広島クラブクアトロ 

 ←少年ナ

 

 

 

 

 ユージン・ケリー→

グループ魂 
 

 

 

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、

の卓球ＣＭでも知られる奇才・中島哲

映画化。ロリータ衣装全開の深田恭子

ーバリバリの土屋アンナの青春友情物

 

 パルコも製作に参加している映画「

谷パルコ・パート3、8F・シネクイント

中です。 

 

 

 

◎シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） これからの上映予定作品 

 

「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℃製作。実写、２Ｄ、３Ｄが融合したハイブリッド･アニメー

 

「スウィングガールズ」 2004 年 9 月ロードショー予定 

 ▽「ウォーターボーイズ」矢口史靖監督最新作。今回はビッグバンドジャズに挑戦する女子高生
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サッポロ黒ラベル

也の脚本・監督で

（写真）とヤンキ

語。 

下妻物語」は、渋

他全国で大ヒット

ション！。 

がテーマです。 

       ７ 



 

 

パルコ出版の新刊 

「アトリエ・ド・フロマージュ」のチーズレシピ       著：アトリエ・ド・フロマージュ                

予価1.575円（税込） 2004年 7月下旬発売予定 

 

 全国に熱狂的なファンを持つ、軽井沢の老舗チーズ専門店「アトリエ・

ド・フロマージュ」。 

ＴＶ・雑誌の「スイーツ・ランキング」でも

常に上位にランクインする、人気のチーズケ

ーキ、シュークリームなどのスイーツ５０種、

チーズ料理４５種のレシピを紹介。全国のデ

パートで展開中の「ＴＢＳおめざフェア」で

も完売続出の「マルカルポーネ・シュー」の

レシピも初公開します！ 

 

 

 

 

 

「Kitchen Dog!  パーフェクト５０レシピ」                著： 南村友紀（Kitchen Dog! オーナー）  

予価1,470円（税込） 2004年 7月中旬発売予定 

 

 東京・自由が丘の「Kitchen Dog!（キッチン・ドッグ）」は、日本で

はじめての、犬のためのデリカテッセン（惣菜屋）です。 

新鮮な食材を使い、調理法にこだわったメニューは「元気になった」「皮

膚病が治った」と、リピーターが続出、全国の動物病院でも採用されて

います。 

本書では「キッチン・ドッグ」の人気

メニュー５０点を、豊富な写真ととも

に紹介。「犬ごはん」レシピ本の決定

版です。 
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