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 いよいよ夏間近！パルコは、水着が花盛り  

 

今年も都内最大級の水着ショップが登場！  

 オリジナル水着 好評販売中！ 第二弾も待機中！ 

「Yo! What Happened to Peace?」 

ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ `０５ 

年記念 写真展 「伝言」  福山雅治×大村克巳 

 「雲を追いかけて」  ・ Mie Ishii 作品展  Tokyo Surf Paradise 

ｅｒ ＬＯＧＯＳ 洋書バザール 

 美輪明宏音楽会<愛>  ・＜再演決定！＞ダブリンの鐘つきカビ人間 

携公演のご案内 

ド・アングリーインチ   ・ LAST SHOW    

   ドレッサー       ・ LOVE LETTERS 福岡・沖縄公演 

 ６月の主要企画   ・パルコ・アーティスト情報   

新刊  「インテリア・オブ・ミー 女の子とモダンにまつわるあれこれ」 

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）  
 

  FAX：03-3477-5769  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

資料のPDF 版をPARCO ホームページで提供しております。 
こちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 
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◆渋谷パルコに今年も都内最大級の水着ショップが登場！                    

 

 毎年、都内最大級の水着ショップを展開している渋谷パルコでは、今年ももちろん、例年通りの大

規模な水着ショップが登場いたします。 

 すでに営業中の「エアカラーズ」（パート３・１Ｆ）「ロコブティック」（パート３・２Ｆ）などの人

気ブランドのショップに続いて、６月にはスペイン坂上のＳＲ６全館が「三愛水着楽園」としてオー

プン、さらに７月にはパート３・７階に「ピーク&パイン」「ＯｐスイムＳＨＯＰ」「三愛水着楽園」の

３店が集結した「パルコ水着楽園」が登場いたします。 

 渋谷パルコの水着ショップトータルでは、面積約７００㎡、５０ブランド超、１万５千点以上の品

揃えと都内最大級となり、夏とビーチを満喫したいお客様のニーズに十分にお答えします。 

 

 

◆三愛×パルコ オリジナル水着 好評販売中！ 第二弾も待機中！                     

 

パルコと、パルコ各店で水着ショップ「三愛水着楽園」を展開する㈱三愛のコラボレートで毎年好

評をいただいている、パルコだけのオリジナル水着が、この夏もリリースされます。 

 

その第一弾として、すでに登場しているのが写真の 3 型、各 4 色、計 12 のパルコオリジナル水着

です。（以下、写真左から） 

・品番5801 ￥12,000 ピンドットホルター     黒・赤・ブルー・オレンジ 

・品番5804 ￥16,000 無地フリルビキニ   黒・赤・ブルー・オレンジ 

・品番5803 ￥13,000 THEBEACH ホルタービキニ   黒・赤・グリーン・ブルー 

 
 今年のトレンドにマッチした、パルコだけのオリジナル水着は今後も更に登場予定です。 
 
 
 
 

「パルコの水着」ホームページ http://www.parco-swim.com/
各店の水着ショップ紹介に加え、「プロが教える今年の水着トレンド」「人気ネイルアーティス

トによるアドバイス」など、楽しいコンテンツがいっぱいです。  
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

和ポスター展「Yo! What Happened to Peace?」   

～平和って、どうしちゃったんだっけ？～     

 
本展は、インターナショナルに活躍するさまざまなアーティスト...グラフ

ックアーティスト、版画家などが参加した、平和を愛し、戦争に反対し、

して占領反対をテーマにしたポスターによる展覧会です。ポスターは通り

ぎるほんの一瞬のうちに、見る人の注目をひき、メッセージを伝え、それ

れの脳裏に問題を喚起させる媒体。そんな普遍的ツールであるポスターを

って、アーティストたちの考える「平和」を表現してもらいました。 
 
開催概要         

期間   ： 2005年6月10日（金）～6月26日（日） 会期中無休  

開場時間 ： 10：00～21：00（入場は閉館30分前まで）  

入場料  ： 一般500円、学生400円 
(入場料の一部を、財団法人日本ユニセフ協会を通じ、UNICEF（ユニセフ）に寄付いたします) 

(C）Yuri Shimojo-cwctokyo.com 

Ｍ Ｅ Ｄ Ｉ Ｃ Ｏ Ｍ  Ｔ Ｏ Ｙ  Ｅ Ｘ Ｈ Ｉ Ｂ Ｉ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ  ` ０ ５       

 
メディコム・トイ社の新作発表展示会です。REAL ACTION HEROES から

KUBRICK や BE@RBRICK など 2005－2006 年発売予定の最新作の発表・展示に

加 え 、 新 し い ラ イ フ ス タ イ ル を 提 案 す る “ MEDICOM TOY LIFE 
ENTERTAINMENT”、人気アパレルブランドなどとのコラボレーションによるオ

リジナル限定商品のネット販売を行なう“BABEKUB CITY”の全ラインナップも

展示されます。また、期間中は会場にて、開催記念限定商品を販売いたします。 
 

◆開催概要         

期間   ： 2005年6月30日（木）～7月4日（月） 会期中無休  
催記念限定商品の一例 

DARTH VADER™」 開場時間 ： 10：00～21：00（入場は閉館30分前まで／最終日は18:00で閉館）  

入場料  ： 300円 

HE 15th ANNIVERSARY SPECIAL EXHIBITION FUKUYAMA MASAHARU × OHMURA KATSUMI  「DENGON」 

山雅治15周年記念 写真展 「伝言」  福山雅治×大村克巳     

福山雅治のデビュー15 周年を記念して発表された写真集「伝言」（集英社刊）のために

施された撮影取材の中で撮り下ろされた 4 万カット（未公開写真を含む）の中から選び

された作品（写真）と、約 100 時間におよぶインタビューから選び出された「言葉」を

縮した作品展。渋谷･パルコミュージアムの開催（6 月 6 日まで）に続いて全国巡回。 

巡回予定  ［札幌］ 札幌パルコ スペース７     6 月 10 日（金）～20 日（月） 

      ［福岡］ 三菱地所アルティアム（イムズ） 7 月 1 日（金）～25 日（月） 

      ［大阪］ ハービスホール         8 月 11 日（木）～8 月 18 日（木） 

      ［名古屋］名古屋パルコ パルコギャラリー 8 月 20 日（土）～9 月 5 日（月） 

      ［広島］ 広島パルコ スペースハッカイ  9 月 9 日（金）～9 月 19 日（祝・月） 
       ※スケジュールは変更になる場合があります。 

 ©KATSUMI OHMURA / AMUSE 

AR
 

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 

HABU写真展 「雲を追いかけて」 ― オーストラリア、ギリシャ、モロッコなどを舞台とした、雲を追いかける旅 ―      

 
空、雲をテーマに、数々の写真集を発表している 

「空の写真家」HABU の、雄大かつ繊細な写真の、展

覧会でしか買えないオリジナルディープマットプリン

ト約４０点を展示販売いたします。 
作品はディープマットの質感を損なわずに鑑賞でき

るようガラスなしフレームで展示、会場の音楽はミュ

ージシャン杉真理（すぎまさみち）が担当しオリジナ

ル作品を書き下ろしました。 

 

◆開催概要   期間   ： 2005 年 6 月 1 日

開場時間 ： 10：00～21：0

        ※トークイベント HABU×杉真理 

 
Mie Ishii 作品展  Tokyo Surf Paradise 

 
サーファーでイラストレーターのミー・イシイは

彼のイラストや創作したキャラクターのセク

サーファーや若い女性のあいだで、熱狂的に支持さ

本展では、書き下ろしのミー・イシイの新作セル

するほか、その限定ミニプリントを販売、またキャ

（純銀製）、会場限定ステッカーなど、本会場で初

ナルキャラクターグッズも多数販売いたします。 
また、オートクチュール・デザイナーの中澤進氏

コミック中の登場人物の サーフ・ファッションも

そのほか、ミー・イシイの製作風景を記録したビ

の３D 作品も紹介します。 
 

◆開催概要   期間 ： 2005 年 6 月 15 日（水

開場時間 ： 10：00～21：00
 
２００５ ｓｕｍｍｅｒ ＬＯＧＯＳ 洋書バ

 
写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフ

格の 20～80％（！！）OFF 価格で即売します。多

商品はどんどん追加しますが、目玉商品も初日か

新たに追加！ 会期を通して充実した内容になり

書が、思いもかけない破格値で手に入るかも知れま

 
◆開催概要   期間   ： 2005 年７月 1 日

 開場時間 ： 10：00～21：0
 ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラ

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パ
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©HABU 

（水）～13 日（月） 会期中無休 
0 （最終日は 17:00 まで） 
6月12日 15:00～ 

 トーキョー・サーフ・パラダイス- 

1962年東京神田生まれ。

シー・マーメイドは、    

れています。 
画 36 点を展示限定販売

ラクターシルバートップ

めてお目見えするオリジ

の手で忠実に再現された、

展示販売する予定です。 
デオ、彼のキャラクター

）～29 日（水） 会期中無休 ミー・イシイ サイン会 

6月18日 15:00～
 （最終日は 17:00 まで） 

ザール                  

スタイル、絵本などの洋書籍約 6000 冊を、通常店頭価

少難ありモノ含め、超目玉、掘り出しモノが満載！ 
ら放出する商品のほか、10 日（日）から第 2 弾として

ます。ほしかったけど手が出なかった、という意中の洋

せん。 

（金）～18 日（月・祝） 会期中無休 
0 （最終日は 17:00 まで） 
リーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
ート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287 
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パルコ劇場・その他演劇公演 

パルコ劇場公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

 

L'AMOUR2005 美輪明宏音楽会<愛> 

■ 会場：パルコ劇場     

恒例の美輪明宏音楽会、今年も秋にパルコ劇場に登場します。 

 

＜出演＞ 美輪明宏 

＜演奏＞ セルジュ染井アンサンブル  

＜構成・演出＞ 美輪明宏  

［公演日程］ 2005 年 9 月 15 日（木）～10 月 5 日（水） 
 

ダブリンの鐘つきカビ人間              

■ 会場：ル テアトル銀座     

2002 年のパルコ劇場での公演が大好評だった、後藤ひろひと作・Ｇ２演出の舞台の再演の公演期

間、出演者が決定しました。主演はラーメンズの片桐仁、映画「下妻物語」で好演した土屋アンナ

が舞台初出演など、話題豊富なキャストです。 
 
＜作＞  後藤ひろひと ＜演出＞Ｇ２ 
＜出演＞ 片桐仁（ラーメンズ） 中越典子 

橋本さとし 山内圭哉 中山祐一朗 及川健 八十田勇一 田尻茂一 TROY 山中崇 平田敦子 
土屋アンナ 姜暢雄 後藤ひろひと 

       池田成志 若松武史 
［公演日程］ 2005 年 10 月 28 日（金）～11 月 13 日（日）  2005 年 8 月 27 日（土）前売開始 
 
◆◆パルコ劇場提携公演◆◆ 

２１C：マドモアゼル・モーツァルト              

 文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞を数々受賞してきた音楽座ミュージ

カル。1996 年に惜しまれながら解散したカンパニーが今年の夏、いよいよ復活。その 第
一弾は解散公演でお届けした 「マドモアゼル・モーツァルト」を 21 世紀版として新た

に創った自信作！ 
＜主催＞ ヒューマンデザイン･パルコ劇場  ＜製作著作＞ ヒューマンデザイン 

［公演日程］ 2005 年７月 2９日（金）～８月７日（日）   
 

POEMIX Ⅱ                         

 POEMIX…それは世界でたったひとつのポエティック・エンターテインメント 

  言葉として発せられるのは、詩人・森雪之丞の POEM だけ。けれど POEM の隙間に、演出家・岸

谷五朗は様々なアートを放ちます。例えばコンテンポラリーなダンスと、スクリーンを飛び回る文

字達。絵画的なライティングと、科学的な音楽。トリッキーな舞台美術と、タップシューズの囁き。

それらは運命の歯車に絡まった糸の様に、やがてひとつの物語を紡ぎ始めるのです。 

＜主催＞ TBS ラジオ ＜企画・制作＞ （株）アミューズ・（株）PARCO  

［公演日程］ 2005 年８月 13 日（土）～８月 19 日（金）   
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）５月～９月の公演予定                

 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ       

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。

今回は、ライブハウス「Zepp Tokyo」での公演もあります。 

 

＜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         ＜主演＞ 三上博史    

 

■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8,000円／立見6,000円（ﾍﾄﾞﾍｯﾄﾞ座布団付税込） 
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ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ 当日券発売情報  
パルコ劇場 … 公演日の前日 14：00-17：00 まで受付  

・電子チケットぴあ 当日券予約専用ダイヤル 03-5237-9350 
Zepp Tokyo  … 開演の 1 時間前より会場受付にて販売。 
ST SHOW       

塚圭史３０才にしてラスト・ショウ!?  

年上演し話題を呼んだ、阿佐ヶ谷スパイ

ス公演「はたらくおとこ」の作・演出と、

コ・プロデュース公演「ピローマン」の

で、『第4回朝日舞台芸術賞』、『第55回

選奨文部科学大臣新人賞』を受賞、劇作

して、また演出家として、多方面から今

注目される長塚圭史が放つ３０才を迎

の新作舞台。 

・演出＞長塚圭史  
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 

演日程］ 2005 年 7 月 1 日（金）～７月 24 日（日） ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 

2005 年 6 月 5 日（日）前売開始 
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-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。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」として皆

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。キャスト陣は座長役に日本での初演

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。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 勝野雅奈恵 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） 
 

◎パルコ劇場主催の外部公演ご案内                                 

 

LOVE LETTERS 福岡・沖縄公演       

舞台上にテーブルを挟み並んで座った男優と女優が手

にした台本を読み上げるだけの 2 時間。パルコ劇場の人

気レパートリー企画が、福岡、沖縄に出張公演いたしま

す。今回カップルを演じますのは、岸谷五朗と企画ユニ

ット「地球ゴージャス」を組む、ＴＢＳ「王様のブラン

チ」でもおなじみの寺脇康文と、パルコ劇場での三谷幸

喜作の一人芝居「なにわバタフライ」が大好評だった戸

田恵子の二人です。 

＜作＞A.R.ガーニー ＜訳・演出＞青井陽治   
＜出演＞寺脇 康文＆戸田 恵子 
 

［公演日程］  
■ 会場： メルパルクホール福岡  2005 年 7 月 23 日（土）19:30 開演 

［料金］6,000 円（全席指定･税込） お問合せ：ピクニック 092-715-0374 
■ 会場： 那覇市民会館      2005 年 7 月 25 日（月）19:00 開演 

［料金］6,000 円（全席指定･税込）  お問合せ：沖縄テレビ放送事業部 098-869-4415 
                       ピクニック 092-715-0374 

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 ６月の主要企画                              

 

Japan Blues Carnival 2005” Buddy Guy＜バディ・ガイ＞ 

6/3（金）渋谷クラブクアトロ 

毎年内外のトップ・ブルースマンを招聘して日比谷野外音楽堂を中心に開催される恒

例イベント“Japan Blues Carnival”。20 周年を迎える今回のヘッドライナー、バデ

ィ・ガイの単独公演をクアトロで開催。1950年代シカゴ・ブルースの黄金時代から活

躍、エリック・クラプトンを始めとする多くの白人ギタリストにも多大な影響を与え

た現役最高峰ブルースマンの、希少価値の高いクラブ公演。 

 

 

Tahiti80＜タヒチ80＞  

6/5（日）広島クラブクアトロ 

6/7（火）名古屋クラブクアトロ 

6/10（金）心斎橋クラブクアトロ 

1993年にフランスで結成されたバンド。母国語を重んじるフランスにあって

当初から英語で歌うバンドとして活動し、2000年、名盤と言われるアルバム

『パズル』でメジャー・デビュー。そのエバーグリーンなポップ・センスが

欧米のみならず日本でも大絶賛された。甘いハスキー・ヴォイスと胸を躍ら

せるメロディ、そしてフランス産ならではの気品が魅力。2年振りの新作『フ

ォスベリー』を携えての来日公演。 

 

 

PAUL GILBERT＜ポール・ギルバート＞

6/23（木）広島クラブクアトロ 

6/24（金）心斎橋クラブクアトロ 

6/26（日）名古屋クラブクアトロ 

6/27（月）～29（水）渋谷クラブクアトロ 

90年代、ポップなハード・ロック・サウンドでヒット曲を連発したバンド、MR> 

BIGのギタリストとして一躍スターの座を獲得したポール・ギルバート。グルー

プ活動休止後もソロおよび“レーサーX”としての活動を平行して行い、その超

絶なテクニックと愛嬌のよさで、特に日本で絶大な人気を誇る。ニュー・アルバ

ム『スペース・シップ・ワン』を携え2年振りの来日。 

 

 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報       

 

アナログフィッシュ 

今夏の FUJI ROCK FESTIVAL、ROCK IN JAPAN FESTIVAL に 

出演決定！。 

 

 MO’SOME TONEBENDER 
ニュー・アルバム『faster』 － 6月 22日リリース （写真右） 

8曲入り/COCP-50855 /\1,890（税込み） 
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大きな話題となる。今回は1ヶ月半の全国ライブハウスツアーのファイナル。 

 

パルコ出版の新刊情報 

 

「インテリア・オブ・ミー 女の子とモダンにまつわるあれこれ」       著者：近代ナリコ                      

造本 ： 澤地真由美  挿画 ： 東山聡 

2005 年６月中旬発行予定 予価：本体 1,680 円（税別）  

版型：B6判 頁数：296 頁 

 

くらし、インテリア、趣味、本、etc 

ミニコミ誌『modern juice』近代ナリコ、はじめてのエッセイ集 

 

“女子と近代”の数々を、独特の視線で切り取る、ミニコミ誌

『modern juice』を知っていますか？ この良質なメディアを、たっ

たひとり京都で作り続けるのが、近代ナリコです。 

身辺への好奇心とセンスをもって、身近なテーマから＜女の子／女

性＞たちの来し方行く末を考察した、読み応えのある“女子本”です。 

 

◆近代ナリコ （こだい なりこ）◆ 

1970年、神奈川県生まれ。京都在住。多摩美術大学卒。 

「女性」と「近代」にまつわるあれこれを、シニカルに、かつ愛を込めて照射することをテーマにしたミニコミ誌

『modern juice』編集発行人。編著作に『ミニコミ魂』（共著、晶文社）、『モダン古書案内』（マーブルトロン）『FOR LADIES 

BY LADIES』（編著、ちくま文庫）などがある。 

 

 

 

 

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         ＜１＞   

 

 好評上映中  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。 
 

 6月 4日（土）より、3週間限定レイトロードショー公開  －ｌｅｓｓ ［レス］ 

 

 クリスマスイブの夜に抜け出せない「地図に無い森」に迷い込んだ家族を襲う逃げ場のない恐怖を描くデッドエン

ド・スリラー。各国のファンタスティック映画祭で高く評価された新進の若手監督による斬新なアイディアの異色作。 

 

 6月 25日（土）よりロードショー  オープン・ウォーター 

 

アメリカ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として

は異例の全米 2700 館以上で拡大公開された話題作。 

物語は実話の映画化で、ダイビング中に大海原の中にただ 2 人取り残された

男女のダイバーが、食料もなく、ボンベの酸素も残り少ないという極限状況で

どうやって生き残るのか？。撮影は、特撮は一切無し、スタントも使わず、役

者自身が鮫のうごめく海の中で実際に演技をするという、映画の設定と同じ「極

限」の状況で敢行。ＣＧでは出しえないリアルな緊迫感が画面に充満。 
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◆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         ＜２＞   

 

 8月、3週間限定レイトロードショー公開  メタリカ：真実の瞬間 

 

 へヴィ･メタル界の不動の王者“メタリカ”が解散の危機を乗り越えてニューアルバムを生み出すまでの 3 年間を追

った記録。ロックバンドとしてのスター性を描くのでなく、メンバー個々を一人の人間として、自己を見つめる姿、家

族やバンドとの距離感に悩む姿が浮き彫りにされ、そして人生の大きな壁を乗り越えて成長を遂げていく姿は見せてく

れるこの映画は、“メタリカ”ファンの枠を超えて見る者すべてに力を与えてくれる感動のヒューマン・ドキュメンタ

リー。 

 

 今秋ロードショー  タッチ 

 

 少年サンデーに連載された、あだち充の大ヒット野球マンガ「タッチ」。ＴＶアニメ化、その映画化でも大人気を博

したこの作品が、ついに実写映画として登場。主演のヒロイン“朝倉南”には長澤まさみを起用、そして監督には「ジ

ョゼと虎と魚たち」で注目を浴びた犬童一心、と話題作にふさわしいキャスト・スタッフが結集。 

 

 晩秋ロードショー  カスタムメイド 10.30 

 

 2004年 10月 30日に広島市民球場で開催された、奥田民生

の伝説のライブ「ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場コン

サート」。本来このコンサートのドキュメント映画としてスタ

ートした企画が、その奇跡的なパフォーマンスを受け路線変

更。広島在住の少女が“メロディ”に突き動かされる青春模

様と10･30のコンサートシーンが融合した新しい音楽青春ム

ービーとして完成。 

 主演は、ボーダフォンのＣＭに登場し『リルラ リルハ』

でブレイクしたシンガー・木村カエラ（写真右）。 
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