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４月、桜の季節から初夏に向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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５ゴールデンウィーク  池袋パルコ×映画「ヘアスタイル」  

関連＞ 

ボエキスポ２００５ 

くん展「いない者の負け」 

Bird 出版記念写真展  写真nanaco×絵Cocco×音楽The Bird の世界 

oko DOLL メジャーデビュー記念展示会 idol-アイドル- 

連＞ 

ーん！武春劇場 in PARCO vol.2   ・ -The Dresser-   ドレッサー 

T SHOW 

fle -シャッフル-          ・ ミュージカル・コメディ「最悪な人生のためのガイドブック」 

・ミュージカル「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」 

蜴                ・ ミュージカル「シンデレラストーリー」 

連＞ 

クアトロ ４月の主要企画     

O出版＞ 

ＣＯ出版の新刊 「松田陽子のロマンティック・ネイル」 松田陽子著 

「知恵熱」 池松江美 著 

連＞ 

クイント 上映ラインナップ 
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） 
 

電話：03-3477-5710  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

○本資料のPDF 版をPARCO ホームページで提供しております。 
ウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 
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◆２００５ゴールデンウィーク  池袋パルコ×映画「ヘアスタイル」              

 
 池袋パルコのゴールデンウィークは、CM ディレクター中島哲也氏がプロデュースを手掛けたオムニバ

ス映画「ヘアスタイル」（4/30 公開予定）とコラボレートします。 
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映画「ヘアスタイル」とは・・・ 

「サッポロ黒ラベル」卓球篇など、インパクトがあり、エンタテインメント性の高いＣＭ作りでは業界でも

屈指のＣＭディレクター、中島哲也氏。2004 年は映画「下妻物語」が絶賛され、『第２６回ヨコハマ映画祭』

監督賞受賞など、映画監督としても強烈に認知されています。 
その中島哲也氏がプロデュースし、３つのオムニバスフィルムで構成される映画が「ヘアスタイル」です。

（2005 4/30～テアトル新宿、5 月下旬～テアトル池袋にて公開予定） 
 映画の主題歌には、パルコがマネジメントするアーティスト、モーサム・トーンベンダーが楽曲「ビートル

バーナー」を提供。同曲のプロモビデオは中島哲也氏が撮りおろしています。さらにこの PV には、ヘアスタ

イル主演の浅見れいなさんが登場しています。 
ボレート１  
袋パルコのゴールデンウィークキャンペーンと映画「ヘア

イル」は、広告制作スタッフを共有。業界のトップクリエ

ーたちが池袋パルコの GW キャンペーン広告を制作します。 
ただいま製作作業進行中！。ヴィジュアルのご提供についてはお問

わせください） 
告制作スタッフ】   

 箭内道彦 ／ PH 平間至 ／ イラスト ヒロ杉山 ／ 

デル 浅見れいな 

ボレート２  
パルコ×映画「ヘアスタイル」T シャツ展   
間４／２２（金）～５／８（日） 
演の浅見れいなさん、中島哲也監督、アートディレクター

内道彦さん、イラストレーターのヒロ杉山さん、主題歌を

したモーサム・トーンベンダーらクリエイター陣が池袋パ

のためにオリジナル T シャツを製作、パルコに遊びに来て

た人にプレゼント。 
↑浅見れいな （上段写真は右側） 
上「ヘアスタイル」《おさげの本棚》より 
下「ヘアスタイル」《マッシュルーム》より 

ボレート…

W から 5 月にかけて、広告、映画の関係者が登場する 
なイベントを企画中です。乞う！ご期待。 

モーサム・トーンベンダー （パルコ所属アーティスト） 

映画「ヘアスタイル」主題歌 
New Maxi Single  『ビートルバーナー』  4/20 リリース 
 

映画「ヘアスタイル」の主題歌「ビートルバーナー」を含む、モーサム・トー

ンベンダーのマキシシングルが4月20日(水）にコロムビア／TRIADより発売。

本ＣＤは、CD EXTRA 形式で中島哲也監督による「ビートルバーナー」のＰＶ

が収録されています。
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

ミロボエキスポ２００５  身長１５ｃｍの紙ロボットが作る大世界              

安居智博。クリエイティブデザイナー。世界でた

一人のカミロボ作者。27 年間、紙のロボットをつ

り、ひとりで遊び続けた男。青木克憲。アートデ

レクター。安居と仕事を通して知り合い、カミロ

の世界に出会う。二人の出会いをきっかけに、カ

ロボは「ほぼ日刊イトイ新聞」など各メディアで

露出が進み、カミのロボットをレスラーとして戦

せるカミロボ遊びの世界は各地で話題になり、バ

ダイからレプリカのモデルの発売が決定し、後楽

ホールでのイベントまで計画されるなどムーヴメ

ト起こり始めています。 
本展はそのカミロボの魅力を、２７年間に渡り作り続けられてきた２０

や膨大な製作資料とともに紹介するものです。 
 
開催概要        期間   ： 2005年4月1日（金）～25日（月

開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉

入場料  ： 一般500円、学生400円、小学生

パルコミュージアム 今後の予定 

映
 
画「真夜中の弥次さん喜多さん」大展覧会   4 月 29 日（金）～5 月

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⇒ htt
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F   ℡ 03-

パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー <1> 

イツくん展「いない者の負け」                  

 
SPA!「男のたしなみ」通信講座、日経ビジネスアソシエ「新熟三丁め」で

なじみの“タイツくん”。 
タイツくんは、全身タイツ姿の男性 2 人組を中心としてファミリーを形成し

います。口に出して言いづらいことを、体を張って伝えてくれる、メッセ

ャー系キャラクター。どこかあやしいけれど、にくめない、愛のある二人

言葉よりもカラダで表現するのが得意

な彼らは働く女性の味方。デフレ時代の

オフィスのアイドルです。 
本展では、未発表を含む、励行カード

ションフィギュア、マグネットなどオリ

お買いあげ 1500 円以上の方に特製ポス

ト）をプレゼント。また、本をお買上げ

念「良縁祈 願」スタンプをご用意します。 
  

開催概要    期間   ： 2005 年 4 月 1 日（金）～1３日（水）会

 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00 ま
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー <２> 

The Bird 出版記念写真展  写真nanaco×絵Cocco×音楽The Birdの世界          

 
写真家・ミュージシャンである nanaco は、歌手・絵本作

家の Cocco の写真をデビュー以来撮り続けています。この

二人の交流のなかで、ある日、Cocco から届いた１枚の鳥

の絵に nanaco が深い感銘を受けたことから、この写真集は

始まりました。それに加え、名プロデューサーでもあるロ

ックユニットDr. Strange Love 長田進と根岸孝旨他のミュ

ージシャンたちも集まり、写真×絵×音楽の夢のＣＤ付写

真集『The Bird』として結実し、刊行されることになりま

した。 
©nanaco

本展では、nanaco が撮った Cocco 描く鳥たちの絵、刻々

と表情を変える空、風にのる少年など『The Bird』に収められた写真が展示されます。また、『The Bird』
参加ミュージシャン達の表情をとらえた写真も出展されます。音楽も最新のフラットパネルスピーカーに

よって再現され、期間中ロゴスギャラリーはまさに写真集を立体的に感じられる LIVE 空間にインスタレ

ーションされます。 
 
◆開催概要    期間   ： 2005 年 4 月 15 日（金）～25 日（月）会期中無休 
 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
 
momoko DOLL メジャーデビュー記念展示会 idol-アイドル-                  

 
1:6 スケールのリアルファッションドールとして、インディーズ・ドール界で 20 代～30 代女性を中心に

大人気の「momoko ドール」が、（株）セキグチより、この３月メジャーデビューしました。 
ロゴスギャラリーでは、この「momoko」のメジャーデビューを記念して、ロゴスギャラリーでの 4 回

目となる展示会を開催いたします。 
本展では、○ momoko オフィシャルカメラマン米倉裕貴氏によるサイパンロケ写真展示 

○江口寿史氏によるmomokoドールをモチーフにしたイラスト展示 

○セキグチ新作momokoドール4種＆豆momokoの販売 

○アイドル型momokoドールの限定販売、 

など「みんなのmomoko」＝「idol-アイドル-」をテーマにした展示をおこないます。 

 
◆開催概要 
 
期間 ： 2005 年 4 月 27 日（水）

～5 月９日（月）会期中無休 
 
開場時間 ： 10：00～21：00 
（最終日は 17:00 まで） 
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どかーん！武春劇場in PARCO vol.2     
 -ともだちがやってきた。ええじゃないか！-   

2004 年 11 月 24 日パルコ劇場で上演された『どかーん！武春劇場 vol.1～

国本武春って誰？～』。 

1年間の米国留学を経て、帰国したばかりの“噂のエンタテイナー”国本武

春のパルコ劇場第１回公演では、伝統的な浪曲の名曲から、三味線一本で弾き

語るロックやブルース、切々と歌い上げるオリジナル曲までをタップリ聞かせ、

また客席が一丸となって声を合わせての “浪曲掛け声教室”、『忠臣蔵』実技

講座・・・と賑やかかつ感動的なステージで大好評を博しました。 

今回の公演では、国本が米国留学中リリースしたアルバム『Appalachian 

Shamisen』で共演したThe Last Frontierをゲストに迎えて、国本流ブルー

グラスを演奏するほか、もちろん、彼ならではの古典浪曲もたっぷりとお届け

します。 

お腹の底から笑って、こころの底から感動するステージ。盛り上がり必至！ 

ヤミツキ必至！！の２日間です。 

 

＜出演＞国本武春 with The Last Frontier 
［公演日程］ 2005 年６月３日（金）19：00／4 日（土）14：00［料金］ 5,000 円（全席指定･税込） 

  ●前売一般発売  4 月 24 日(日) 
 

 

-The Dresser-   ドレッサー       

演劇に奉仕する人々の歓喜と辛さ、そしてその人々の真のドラマを描

いた傑作『ドレッサー』がパルコ劇場に登場します。 

バックステージドラマの傑作として、日本の演劇史にもその名を刻ん

でいる本作品をベスト･キャスト＆スタッフであらたな「ドレッサー」

を皆様にお届けします。今回この作品を演出するのは、「欲望という名

の電車（篠井英介主演）「ベント（椎名桔平主演）」、「ディファイルド（大

沢たかお、長塚京三主演）」などの演出で話題の鈴木勝秀。キャスト陣

には座長役には日本での初演時ドレッサー役を演じた平幹二朗、今回が

初舞台となる松田美由紀、その演技力と存在感に定評のある久世星佳、

そしてドレッサー役にはその飄々とした味わいの中に人間味溢れる演

技で定評の西村雅彦、総キャストが満を持しての登板です。平幹二朗演

じる座長にドレッサー西村雅彦がいかに挑んでいくのか・・・・。ショ

ウ・マスト・ゴーオン、舞台の幕は上がります。 

 
＜作＞ロナルド・ハーウッド ＜訳＞松岡和子 ＜演出＞ 鈴木勝秀  
＜出演＞平幹二朗 松田美由紀  久世星佳  西村雅彦  ほか 
［公演日程］ 2005 年８月 24 日（水）～9 月 11 日（日） ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 

  ●前売一般発売  5 月 28 日(土) 

パルコ劇場・その他演劇公演 
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LAST SHOW       

朝日舞台芸術賞、芸術選奨、文部科学大臣新人賞に輝

く、演劇界期待の星、長塚圭史が、この夏放つ新作舞台！ 

長塚圭史３０才にしてラスト・ショウ!?  

昨年上演し話題を呼んだ、阿佐ヶ谷スパイダース公演

『はたらくおとこ」の作・演出と、パルコ・プロデュー

ス公演「ピローマン」の演出で、『第4回朝日舞台芸術賞』、

『第55回芸術選奨文部科学大臣新人賞』を受賞、劇作家

として、また演出家として、多方面から今最も注目され

る長塚圭史が放つ３０才を迎えての新作舞台。 

 
＜作・演出＞ 長塚圭史  
＜出演＞風間杜夫、永作博美、北村有起哉、中山祐一朗、市川しんペー／古田新太 
［公演日程］ 2005 年 7 月 1 日（金）～７月 24 日（日）   ●東京公演 前売一般発売  6 月 5 日(日) 
 
 

 

◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）４月～の公演ご案内                

 

Shuffle -シャッフル-                 

「人間風車」「MIDSUMMER CAROL ～ガマ王子 vs ザリガニ魔

人～」などで脚本を担当し、演出のG2氏と共に完成度の高い作

品を作ってきた後藤ひろひとが、今回作・演出のみならず出演

も行う最新作は、一瞬たりとも目が離せない、ハラハラドキド

キしながらも胸がキュンと高鳴るようなちょっぴり切ないラブ

ストーリー。 

主演は、舞台だけでなく映像の世界でも常にその演技力で幅

広い役柄を演じている伊原剛志。ヒロインには、久々の舞台出

演となる奥菜恵。その他にも超個性的な俳優陣がキャスティン

グされています。 

 
＜作・演出＞ 後藤ひろひと  
＜出演＞ 伊原剛志 奥菜恵  

／ 山内圭哉 三上市朗 風花舞 平田敦子   
松谷賢示 澤田育子 後藤ひろひと ／ 石野真子 鹿内孝 

［公演日程］ 2005 年 4 月 16 日（土）～5 月 8 日（日） ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 
 
●追加公演決定  4 月 21 日（木）14：00/4 月 29 日（祝）19：00 
 

 
※全国公演日程 名古屋5月10日（火）／新潟5月1２日（木）／仙台5月14日（土）／福岡5月16日（月））／大阪5月１9日（木）～２２日（日）
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ミュージカル・コメディ 最悪な人生のためのガイドブック-                         

人から見たら“最悪”な人生だけど、自分では“最高”の

人生と思っている…そんな考え方があってもいいんじゃな

い？ 

42 歳、独身、フリーターのドイッチの理想の人生は、ソフ

ァーで寝っ転がってピザを食べ、ビールを飲みながらサッカ

ーを観ること。上昇志向まるで無し、正社員よりもアルバイ

ト。会社や未来に縛られたくない！皆とは違う、僕だけの人

生のルールがあってもいい！僕はそれを探し続ける！ 

そんな主人公ドイッチと、8人の仲間たちが繰り広げる最悪

のシナリオの行方は、一体どうなってゆくのか！？ 

川平慈英、森山未來、キムラ緑子、草刈正雄ら最高の豪華キャストが本多俊之の音楽をバックに奏でる

ミュージカル・コメディがパルコ劇場に登場します。 

 

＜作・演出＞ 鈴木聡   ＜音楽＞ 本多俊之 
＜出演＞ 川平慈英／森山未來／堀内敬子・小林 隆／伊織直加・三鴨絵里子・近江谷太朗／キムラ緑子 

 ／草刈正雄  with トライトーン（ア・カペラ・クインテット） 
［公演日程］ 2005 年 5 月 13 日（金）～5 月 29 日（日）       
            

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            

 

まさにヘドウィグその人がステージ上にいるとしか思えない

存在感、チャーミングでパワフル、かつセクシーなパフォーマン

ス。初演で絶賛を博した三上博史のヘドウィグが、帰ってくる！ 

いまや伝説となっているアメリカ、オフ・ブロードウェイでの

上演時と同様、昨年、日本でも数多くのヘドヘッドと呼ばれる熱

狂的ヘドウィグ・ファンを生んだ「ヘドウィグ・アンド・アング

リーインチ」。“失われたカタワレ”=「愛」を捜し求める無名の

ロックシンガー、ヘドウィグの、波乱に満ちた半生、愛と苦悩を、

心揺さぶるロックのメロディにのせて描く。多くの観客が楽しみ、

共鳴した夢のようなステージがブラッシュアップして再演決定。 

演劇ファン、映画ファン、ロックファン、ミュージカルファン、

そして“カタワレ”を探すあなたに贈る「ヘドウィグ・アンド・

アングリーインチ」。リピーターの“みんなたち”にとっては感

動の再会、初演を見逃した人たちには新たな伝説の誕生に改めて

立ち会うチャンスの到来です。 

 

＜作＞ジョン･キャメロン・ミッチェル  ＜作詞・作曲＞スティーヴン・トラスク   ＜翻訳・演出＞青井陽治 

＜訳詞＞青井陽治、三上博史、エミ・エレオノーラ、近田潔人  ＜音楽監督・編曲＞横山英規 

＜出演＞ ヘドウィグ☆三上博史   イツァーク/Piano, Chorus ☆ エミ・エレオノーラ 

                  ロックバンド「アングリーインチ」 ☆ 横山英規／中幸一郎／テラシィイ 

●東京公演  パルコ劇場 2005 年 6 月 16 日（木）～26 日（日）   ［料金］ 9,000 円（全席指定･税込） 

Zepp Tokyo 2005 年 7 月 11 日（月）～16 日（土）  

［料金］ 指定席8,000 円／立見席6,000円（ヘドヘッド座布団付・税込） 

前売一般発売  4 月 17 日(日)                      企画･製作 パルコ／ニッポン放送 
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◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演ラインナップ                   

 

黒蜥蜴                       

 
江戸川乱歩の原作小説を三島由紀夫が脚色し1952年に初演された

本作は、1968 年には初めて美輪明宏主演で上演され、同年美輪主演

で映画化もされています（三島本人もある役で出演）。その後も度々

再演が行われているこの伝説的名舞台が、銀座に登場。 

黒蜥蜴にはもちろん美輪明宏。その黒蜥蜴を追い、彼女の恋の相手

ともなる明智小五郎役には、2003 年の上演時に大絶賛を得た髙嶋政

宏を、また黒蜥蜴の愛人・雨宮潤一役には2003年に引き続き、2004

年『椿姫』のアルマン役でも異才を放った木村彰吾を迎えます。 

 

＜原作＞ 江戸川乱歩  ＜脚本＞ 三島由紀夫  

＜演出・美術・衣裳＞ 美輪明宏 

＜出演＞ 美輪明宏 髙嶋政宏 木村彰吾 ほか 
2003 年公演より ［公演日程］ 4 月 7 日（木）～5 月 8 日（日）  

［料金］   S席 10,500 円 A席 8,400 円 BOX席 18,000 円（2 名様）（全席指定・税込） 

 
 全国公演以下の日程で決定！ 

＜新潟公演＞ 5月12日（木） 新潟県民会館           お問合せ：一風社公演事務局 025-257-0888 

＜宇都宮公演＞ 5月14日（土） 宇都宮市文化会館・大ホール              お問合せ：宇都宮市文化会館 028-636-2125 

＜松本公演＞ 5月18日（水） まつもと市民芸術館    お問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100 

＜神戸公演＞ 5月21日（土）、22日（日） 神戸国際会館・こくさいホール    お問合せ：キョードー大阪 06-6233-8888 

＜大阪公演＞ 5月24日～29日（日） 大阪厚生年金会館・芸術ホール    

 お問合せ：キョードー大阪 06-6233-8888 シアター・ドラマシティ 06-6377-3888  関西テレビ放送 http://www.ktv.co.jp/event/ 

＜名古屋公演＞6月3日（金）～5日（日） 愛知厚生年金会館    お問合せ：キョードー東海 052-962-0511 

＜盛岡公演＞ 6月8日（水） 盛岡市民文化ホール・大ホール    お問合せ：ウェルパフォーミングアーツマネジメント 022-771-1432 

＜仙台公演＞ 6月10日（金）、11日(土) 宮城県民会館       お問合せ：ウェルパフォーミングアーツマネジメント 022-771-1432 

＜福岡公演＞ 6月14日（火）、15日（水） 福岡サンパレスホール                 お問合せ：ピクニック 092-715-0374 

＜広島公演＞ 6月17日（金）、18日（土） アステールプラザ・大ホール    お問合せ：TSS テレビ新広島事業部 082-253-1010 

 

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ シンデレラストーリー               

 
2003 年夏、大人も子供も納得できる全く新しい「シンデレラ」として誕生

したミュージカル「シンデレラストーリー」。劇場を笑いと興奮の渦に巻き込

んだ、最高にハッピーなミュージカルが２００５年初夏、待望の再演決定！ 

 

＜脚本＞鴻上尚史 ＜演出＞山田和也 ＜音楽＞武部聡志 ＜作詞＞斉藤由貴 

＜出演＞大塚ちひろ 浦井健治 ／ 池田成志 橋本さとし ／ 

尾藤イサオ  高嶺ふぶき ／ デーモン小暮閣下  ほか 

［公演日程］ 2005 年 5 月 17 日（火）～６月５日（日）  
［料金］   S席 10,000 円 A席 8,000 円（全席指定・税込） 

                          ●前売発売中 
 
パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 
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 

◆クラブクアトロ ４月の主要企画                              

 

 ＰＥ´Ｚ 渋谷クラブクアトロ ７ＤＡＹＳ 公演決定！  

 

PE’Z                

4/19（火）広島クラブクアトロ 

4/30（土）-5/6（金）渋谷クラブクアトロ 

 

1999 年の結成以来ストリート・ゲリラ・ライブを

重ねて人気を博したインストゥルメンタル・バン

ド。ジャズをベースに、ラテン/ロック/パンクな

ど様々な要素を高度な音楽性と知性で融合しつつ、

決して難解にならない姿勢で一般層にも絶大な人

気を誇る。世界進出も視野に入れた新作を携えて

の国内ツアー。渋谷クアトロは7日間連続で開催。 

 

MEGADETH＜メガデス＞                     

クラブクアトロがマンスリーで発行する音楽情報 

フリーペーパー“FLYER”がリニューアルしました。

発行日：毎月25日 体裁：タブロイド版（24P～） 

発行部数：15万部 配布拠点：クラブクアトロ、パルコ 他

 

 

4/4（月）広島クラブクアトロ 

 

1983年にロサンゼルスで元メタリカのデイヴ・ムステインを中心に結成。複雑な構成の

楽曲を大音量かつ超高速で演奏する“スラッシュ・メタル”というジャンルのトップに

君臨する大物バンド。 

フロントマン、デイヴの病気療養の為、2002 年をもって一旦“解散”するが昨年復活。

メガデス名義としては最後になるだろうと言われている日本ツアー。 

 

 

SUGARPLUM FAIRY＜シュガープラム・フェアリー＞ 

 

4/5（火）渋谷クラブクアトロ 

4/6（水）名古屋クラブクアトロ 

4/7（木）心斎橋クラブクアトロ 

 

昨年世界的にブレイクを果たしたスウェーデンのロック・グ

ループ、マンドゥ・ディアオのヴォーカル、グスタフ・ノレ

ンの弟 2 人が在籍する 5 人組。メンバーの年齢が 18 歳から

20歳という若さと、マンドゥ・ディアオと同系統のキャッチ

ーなメロディの60年代的ロックンロールが魅力。今年1月に

アルバム・デビューし、初の単独来日公演
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パルコ出版の新刊情報 

 

「松田陽子のロマンティック・ネイル」    著者：松田陽子                                

2005 年 4 月下旬発行予定 予価：本体１，３００円（税別） 版型：Ａ５判正寸 頁数：96 頁 

 

人気雑誌「ネイルＭＡＸ」で毎号カバー＆巻頭を飾るトップネ

イリスト、松田陽子。繊細＆キュートなプリンセスネイルで人気

急上昇中の彼女の、ファン待望の初のネイルブックがついに発売

されます！  

噂の神業３Ｄから、今、話題のデコデン（携帯デコレーション）

まで、女の子あこがれのキラキラ☆アートがいっぱい。究極のプ

リンセスネイルのテクニックを初公開します。 

 

松田陽子プロフィール 

1978年生まれ。2001年ネイルEXPOオープンチップアワード優勝。 

2003年にサロンから独立し、雑誌、ＴＶを中心に活躍。 

人気モデル＆タレントのネイルを手掛け、話題に。日本国内のみならず、

海外でも、その作品は高く評価されている。 

自らのサイト「ロマンティック・プリンセス」では、オリジナルチップ

やシール、アクセサリー等を販売中。新作をアップすると即日完売の人

気ぶり。 

 

 

 

「知恵熱」    著者：池松江美                                                 

2005 年 4 月中旬発行予定 予価：本体１，３００円（税別） 版型：四六判 頁数：212 頁 

 

漫画・アート・コラムからテレビ・ラジオまで、あらゆるメディア

を股に掛け、絶妙なパフォーマンスで異彩を放ち続ける異能作家、辛

酸なめ子。本書は、彼女初の本名名義での小説集です。今や引く手あ

またの売れっ子作家ですが、実はパルコのフリーペーパー『ＧＯＭＥ

Ｓ』の公募企画、ＧＯＭＥＳマンガグランプリの「GOMES賞」でデビ

ュー（吉本ばなな氏絶賛！）。そして今回、待望の処女小説集を当社

から刊行、という因縁を生かして、強力フルプッシュしていきます。 

 

池松江美プロフィール 

1974年埼玉県生まれ。武蔵野美術大学短期大学部卒（グラフィックデザイン

専攻）。1994年「ＧＯＭＥＳマンガグランプリ'94」で「ＧＯＭＥＳ賞」受賞。

以後「辛酸なめ子」名義で漫画、イラスト、エッセイ執筆、オブジェ制作な

ど様々な制作活動を行う。著書に、『ニガヨモギ』（三才ブックス）『千年王国』

（青林堂）『自立日記』（洋泉社）『ほとばしる副作用』（文藝春秋）『癒しのチ

ャペル』（白夜書房）『ぬめり草』（ぶんか社）などがある。 

 

＜吉祥寺パルコ B1F・リブロ吉祥寺店にて、4月17日、サイン会開催＞ 
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パルコ 映画関連情報 

◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映ラインナップ               

 

遂に公開！好評ロードショー中 

「隣人 13号」                        

 

井上三太原作の同名マンガをＣＭディレクター井上

靖雄が初監督。主人公・十三とその別人格の殺人鬼・

13号を小栗旬（写真左・十三）と中村獅童（写真右・

13号）が「二人一役」でＷ主演。 

 

 近日公開予定作品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P
 

タナカヒロシのすべて 

 
あの異色芸人・鳥肌実が、その芸風とは 180 度反対に

平々凡々に暮らすことを望みながら不運に見舞われ続

けることになるサラリーマン、タナカヒロシ役で主演。 
監督は、本作が初監督となる映像ディレクター・田中誠。

共演は加賀まりこ、上田耕一、ユンソナなど個性あふれ

る面々が登場。 
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オープン・ウォーター 

 

 
岸も見えない海のど真ん中に取り残された2人のダイ

バーの実話を元にした物語。ＣＧ、スタントを一切使

用せず、役者が鮫のうごめく海の中で実際に演技をす

るという「本物」の迫力に、昨年のサンダンス映画祭

で大絶賛され、インディペンデント映画ながら全米

2700 館以上で拡大公開された話題作。 
今年初夏、シネクイントで公開予定。 
                       11 


