2016 年 7 月 19 日
株式会社パルコ

報道関係者各位

【渋谷 PARCO 最後の 10 日間】

渋谷ＰＡＲＣＯ 「Last Dance_」
一時休業前の最後の 10 日間は街と共にイベント連発！！
～「じゃあね」のかわりに、みんなで踊れ～
渋谷ＰＡＲＣＯザ・閉店セール 2016 年 7 月 29 日（金）～8 月 7 日（日）
株式会社パルコ（以下、パルコ）は、渋谷 PARCO のパート 1、パート 3 を含む地区の開発施行予定者として、 2015 年 6 月 30 日に東京都
へ宇田川町 15 地区開発計画における都市再生特別地区の 提案を行い、2015 年 12 月 17 日に東京都において決定、告示されました。これに
伴い、渋谷 PARCO PART1、PART3 を、本計画の進展に合わせ、建替えのために 2016 年 8 月 7 日をもって一時休業することといたしました。
渋谷 PARCO は 1973 年のオープン以来、都市生活者に向けたライフスタイルの提案やエンタテインメントを通じた文化的な情報発信を行い、旗艦
店舗としてパルコブランドのイメージを牽引してまいりました。
渋谷 PARCO はこれまでにさまざまな分野の方々のご協力をいただきながら新たな価値の提供をおこない、多くの方々にご支持、ご愛顧をいただくこと
ができました。皆様方への感謝の気持ちと渋谷 PARCO の更なる進化に向けた想いを込めて一時休業までの最後の 10 日間は MAX80%の渋谷
PARCO 最終売り尽くしセール「ザ・閉店セール！」と、パルコに縁のふかい文化人など各業界の皆様とお客様と共に渋谷 PARCO の「Last Dance_」を
おこないます。是非みなさまご期待ください！！

＜イベントラインナップ＞
8 月 7 日までの 10 日間は MAX８０％OFF の渋谷 PARCO 最終売り尽くしセール「ザ・閉店セール！」に加え、盛りだくさん
のイベントで皆様をお待ちしております。
１）渋谷公園通りメモリアルパレード～みんなで歩こう渋谷公園通り～

Ｐ２．

２）パルコミュージアム SHIBUYA PARCO FINAL EXHIBITION 2016『SHIBUYA,Last Dance_』 Ｐ３．
３）パルコ劇場 ラヴ・レターズ

Ｐ４．

４）シブカル<夏>祭。2016～レッツ・ラスト・ダンス～

Ｐ５．

５）渋谷 PARCO 縁の深い東京デザイナーズブランドによる POP UP SHOP 登場！

P 6.

６）渋谷 PARCO のアーカイブコーナー＆縁の深い方々からのメッセージを展示

P 6.

７）渋谷ポップカルチャーゾーン「シブポップ」でも限定商品＆スペシャルイベント開催！

P 7.

８）シネクイント 特別上映

P 8.

９）TOKYO FM スペイン坂スタジオスペシャルイベント

P 9.

1０)渋谷 PARCO×渋谷のラジオ

P 9.

1１)その他関連イベント

P 10.

お問い合わせ：株式会社パルコ

渋谷 PARCO 営業課 ℡03-3477-585１ 加部（かべ）kabe-sayo@parco.jp 金嶋（かなしま）kana-aya@parco.jp
メディアコミュニケーション部 ℡03-3477-578１ 小野（おの）ono-jun@parco.jp
広報/IR 室 ℡03-3477-5710 大河内(おおこうち) oko-sato@parco.jp
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１）渋谷公園通りメモリアルパレード～みんなで歩こう渋谷公園通り～

8 月 7 日最終日には、渋谷に思い出のある方々と共に、公園通りを歩き、渋谷の街、公園通りの魅力を再発見するメモリアルパレードを開催します。
特設サイトではオンラインで渋谷公園通りパレード動画が自分でつくれるコラボアプリを公開しました。
アプリで参加者が自分のアイコンを作成後、特設サイトで好きな年代を選択、オンライン上でオリジナルのパレード動画を作成することができ、それを SNS
シェアやダウンロードすることができます。
<イベント概要>
■タイトル

：渋谷公園通りメモリアルパレード～みんなで歩こう渋谷公園通り～

■開催日時：8 月 7 日（日）15:00～16:00（受付開始 13:30 予定）
■参加人数：600 名（一般参加者 400 名を募集）
■集合場所：渋谷 PARCO パート１/公園通り広場
■パレードルート：渋谷パルコがスタートとゴールです。渋谷公園通りを渋谷駅ハチ公口方面
へ下り、渋谷スクランブル交差点を左折します。明治通りに入り、宮下公園
交差点を左折、ゴールの渋谷パルコを目指す、約 1km のルートです。

メモリアルパレードにご参加くださった皆様には当日オリジナルグッズを進呈いたします。
ミネラルウォーター/手ぬぐい/団扇（上記はイメージです）

主催：渋谷公園通りメモリアルパレード実行委員会
渋谷公園通商店街振興組合・渋谷のラジオ・渋谷区観光協会・シブヤファッションフェスティバル・渋谷パルコ・TOKYO FM・ワンパク
後援：渋谷区

オンラインパレード開催中！！
メモリアルパレード開催に先立ち、公園通りメモリアルパレードを盛り上げるため、オンラインで渋谷公園通りパレード動画がつくれる、渋谷 PARCO×
chappie（※）コラボアプリを公開しました。chappie アプリで参加者が自分のアイコンを作成後、特設サイトで渋谷で遊んでいた頃の年代を選択す
ることにより、オリジナルのパレード動画を作成でき、それを SNS シェアやダウンロードすることができます。

申し込み方法などの詳細は、特設サイト http://parade.parco.jp をご覧ください。

※chappie とは?
chappie(チャッピー)とは、1994 年にデザインスタジオ groovisions（グルーヴィジョンズ）が製作した、人間のかたちのグラフィックデザインです。
チャッピーは、直立で正面を向いた基本形があり、髪型や服装、肌や目の色を変えることで、世界中の誰にでもなることができます。
パルコではクラウドファンディングサービス BOOSTER では自身のオリジナルの chappie を無料で作るアプリ立ち上げのサポートを行ったほか、groovisions
はパルコの広告制作や展覧会の開催など様々な機会でタッグを組んできました。
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２）パルコミュージアム
SHIBUYA PARCO MUSEUM FINAL EXHIBITION 2016『SHIBUYA,Last Dance_』
2011 年に渋谷パルコ パート 1 3F にオープンした情報発信スペース「パルコミュージアム」は、アートやデザインに留まらずカルチャー、フ ァッションに
至るまで、枠にとらわれずパワフルで自由な才能の数々を紹介してきました。 パルコミュージアムは前身を「スペース・パート 3」として 1981 年、渋谷パ
ルコ パート 3 のオープンと同時に誕生しました。 パルコの文化的情報発信の拠点として機能し、国内外の熱気あふれるアートシーンの流れを紹介する
ことで注目を集め、その後も「パルコギャラリー」、「パルコファクトリー」、「パルコミュージアム」と名称を変えながらも、時代時代の空気を捉え、新たな取り組
みを行ってきました。渋谷の街とともに変化し、時代の空気を反映し、多くのアーティストやクリエイターの方々とさまざまな取り組みを行ってきた「パルコミュー
ジアム」の締めくくりは渋谷パルコと縁の深い 12 組の豪華アーティスト達による展覧会を開催します。
＜展覧会概要＞
■タイトル：SHIBUYA PARCO MUSEUM FINAL EXHIBITION 2016 『SHIBUYA,
Last Dance_』
■会期

：2016年7月29日(金)～8月7日(日)10:00～21:00（入場は閉場の30分前まで）

■会場

：パルコミュージアム（渋谷パルコPART1・3F）、エントランスホール（渋谷パルコPART1・1F）

■入場

：無料

■展示内容：
渋谷パルコ・パルコミュージアムの「最後の一幕」として、『Last Dance_』（ラストダンス）をテー
マに、12組の参加アーティスト達が展覧会に向けて制作した新作や、貴重な旧作からテーマに沿った
作品展示を行います。
絵画、グラフィック、ポスター、立体、写真、映像、音楽、衣装、エッセイなど、渋谷パルコならではの
豪華アーティスト達による幅広い展示内容は、夢の競演と呼ぶにふさわしい内容となります。
また、会期中には出品アーティストはじめ渋谷パルコに関わりのあるアーティスト達による、トークショーやアートインスタレーション、ライブパフォーマ
ンスなども開催します。
■参加アーティスト：※日英50音順
伊藤桂司／井上嗣也／小沢健二／佐藤可士和／しりあがり寿／寺山修司／東京スカパラダイスオーケストラ／日比野克彦／森山大道／
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE／TOMATO／Ground Y [YOHJI YAMAMOTO INC.]
■後援

：Japan Graphic Designers Association Inc.／Tokyo Art Directors Club／Tokyo Type Directors Club

■協力

：TOKYO FM／岐阜県美術館／三沢市寺山修司記念館／テラヤマ・ワールド／H’action／ポスターハリス・カンパニー／大洋印刷／シネフォーカス

■イベント開催概要『SHIBUYA, Last Dance_』 会期中には様々なイベントを行います。（以下抜粋）
【日比野克彦×しりあがり寿】SPECIAL TALK SHOW
日時：7月29日（金） 19:00～20:00 会場：パルコミュージアム／渋谷パルコ・PART1・3F 入場：無料
出演：日比野克彦（ブラジルからスカイプによる中継）、しりあがり寿
内容：展覧会初日、オリンピック開催直前のブラジルに滞在中の日比野克彦と、しりがあり寿がスカイプトークショーを開催。アートから遊びまで自由に楽しく語り合います。
【OBANDOS｜オバンドス】SPECIAL LIVE
日時：8月6日（土）18:00 START 会場：公園通り広場／渋谷パルコ・PART1・1F ／入場料：無料 ／出演：OBANDOS
メンバー: 安齋肇(イラストレーター、ソラミミスト)、朝倉世界一(漫画家)、白根ゆたんぽ(イラストレーター)、しりあがり寿(漫画家)、高橋キンタロー(イラストレータ
ー)、薙野たかひろ(イラストレーター)、なんきん(漫画家)、パラダイス山元(マン盆栽園芸家)、ミック・イタヤ(ビジュアルアーティスト)
内容：「楽器を自分たちで工作してバンドを作って、ライブをしよう」と結成されたOBANDOS(オバンドス)。
渋谷パルコと深い関わりを持つアーティストたちがメンバーとして参加。2016年夏。メジャーフェスへの出演を全て断り、渋谷パルコの最後に華を添えるため、渋谷の街へ降臨
しスペシャルライブを開催します。
※イベントは内容が変更となる場合や中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

詳細はオフィシャルサイトにて随時公開いたします！http://www.parco-art.com/
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３）パルコ劇場『ラヴ・レターズ』
現パルコ劇場最後のステージは、『ラヴ・レターズ』
パルコ劇場のラスト１週間は、1990 年 8 月から四半世紀わたり、当劇場で様々なキャストで読み継がれてきた朗読劇の金字塔「ラヴ・レターズ」で
締めくくります。パルコ劇場にゆかりある豪華出演陣による『ラヴ・レターズ 2016 クライマックス・スペシャル』。
記念すべき公演、現パルコ劇場、万感のラストステージまで、間もなくです。
＜公演概要＞
■タイトル ： パルコ劇場クライマックス・ステージ シーズン2 『ラヴ・レターズ 2016 クライマックス・スペシャル』
■会 場： パルコ劇場（渋谷パルコパート1 9F）
■料 金： 5,400 円（全席指定・税込）
■作

:A.R.ガーニー

■訳・演出：青井陽治
■日程／出演者：
8月1日(月)19：00 開演 TOSHI-LOW (BRAHMAN) ＆ 大空祐飛 【再演】
8月2日(火)19：00 開演 柄本時生 ＆ 前田敦子
8月3日(水)19：00 開演 箭内道彦 ＆ 木村佳乃
8月4日(木)19：00 開演 風間杜夫 ＆ 伊藤蘭
8月5日(金)13：00 開演 森崎博之 (TEAM NACS) ＆シルビア・グラブ
8月6日(土)13：00 開演 勝村政信 ＆ YOU 【組替】
8月7日(日)13：00 開演 渡辺謙 ＆ 南果歩 【再演】
公式サイト：http://www.parco-play.com/web/program/ll_2016_aug/

パルコ劇場カウントダウン特設サイトでは、劇場 HISTORY、パルコ劇場の 360°3DCG モデル、
公演関係者・出演者の皆様からの動画コメントなどスペシャルコンテンツを公開中！

http://www.parco-play.com/web/parcotheater/
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４）シブカル<夏>祭。2016～レッツ・ラスト・ダンス～
「人が集う場所＝パルコ」という原点に立ち戻り、新しい表現をし続ける若いクリエイターに表現の“場”を提供したい。
「シブカル祭。」は、パルコの原点にある想いを体現するプロジェクトとして始まりました。パルコが開業した 1970 年代は
女性が社会に進出し始めた変化の時代でした。パルコは創業当時より女性の活躍や自由な表現を応援する企業として、
活動をしてきました。「シブカル祭。」はそのような企業姿勢としてパワフルに自分を発信する女子クリエイターたちに渋谷
PARCO という場所を提供し、自らの活動を表現する場となるよう 2011 年より毎年開催してきました。
新しい未来を切り開いていく彼女たちの才能を一同に集結した女子の女子による女子のための文化祭としてこれまで
に約 1,000 名の女子クリエイターがジャンルレスにさまざまな表現を披露してきました。
今回はシブカル<夏>祭。としてライブペインティングやパフォーマンスなどを開催します。

<イベント概要>
■タイトル ：シブカル〈夏〉祭。2016～レッツ・ラスト・ダンス～
■日程：2016 年 7 月 29 日(金)～8 月 7 日(日)
■内容：
①「シブカル特区＠スペイン坂広場」8 月 5 日（金）～8 月 7 日（日）
場所

：渋谷 PARCO パート１・スペイン坂広場

内容

：渋谷パルコ最後の 3 日間、スペイン坂広場に出現する「シブカル特区。」。
シブカルクリエイターによるアーティーな屋台に暑い夏にぴったりのケータリング、ここでしか

（左上から） Colliu／ミヤタチカ／ALI YANAGI／
YUK（ゆっく）／伊波英里／岡藤真依

手に入らないオリジナルグッズ、ダンスパーティーなどなど、夏のひとときをシブカル色に染める、
とっておきのプログラムを用意してお待ちしております！ 空間ディレクションはアーティストの伊波英里が担当。
グラフィカルでフォトジェニックな「シブカル特区。」の前でレッツ記念撮影！
②「女子と渋谷の写真展 from シブカル祭。」8 月 3 日（水）～8 月 7 日（日）
場所

：ギャラリーＸ （渋谷 PARCO パート１・Ｂ１Ｆ）

内容

：過去「シブカル祭。」に参加してくれた女子写真家 5 人が、「渋谷」をテーマに写真作品を撮
り下ろし。それぞれの目に映る「渋谷」の表現をお楽しみください。本写真展の開催に合わせ

（左から）クロダミサト／信岡麻美／南阿沙美

て、限定オリジナル ZINE も制作するので、こちらも合わせてどうぞ。
参加クリエイター：クロダミサト／小林真梨子／須藤絢乃／信岡麻美／南阿沙美
③「愛まと Ly のウォールペイント」 from シブカル祭。 ＠オルガン坂ウォール
展示期間：7 月 29 日～8 月 7 日（制作期間 7 月 16 日～7 月 28 日）
場所

：渋谷 PARCO パート１ 壁面

内容

：過去 5 回の「シブカル祭。」、そのすべてに参加してくれた 2 人のアーティスト、愛☆まどんなと
Ly が現・渋谷パルコでラストの巨大壁画制作に挑みます。制作期間は 2 週間。7 月 29 日

（左から）Ly/愛まどんな

（金）の完成の日、どんな絵が誕生しているのか、作風の異なる 2 人の共同制作に乞うご期待！
④「ウィークエンドライブ」 from シブカル祭。 ＠公園通り広場 7 月 29 日（金）～7 月 30 日（土）
「シブカル〈夏〉祭。」のスタートを飾る、フリー・ライブイベントの開催が決定。公園通り広場の特設スペースを舞台に、ビームス創造研究所の青野賢一
氏キュレーションによる実力派のミュージシャンたちが集結します。憩えるアコースティック・サウンドからカラフルなシンセ・ポップまで、夏の香りと心地よい音
楽に包まれながら、一緒にラストダンスを踊りませんか？ 参加アーティストは近日公開予定。乞うご期待！

参加クリエイター、タイムテーブルなどの新しい情報は、随時シブカル祭。2016 公式 HP・SNS にて発表します。
http://www.shibukaru.com/
Facebook：shibukarumatsuri / Twitter：＠shibu_karu / Instagram：shibu_karu
＊参加クリエイター、実施内容、会場、時間は変更になる場合があります。
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５）渋谷 PARCO 縁の深い東京デザイナーズブランドによる POP UP SHOP が登場！
渋谷 PARCO はこれまで、数多くの東京デザイナーたちによるブランドのご紹介をしてまいりました。一時休業に向け、 渋谷 PARCO とゆかりの深い
ブランドによる特別企画を開催しラストを盛り上げます！！
Ground Y THE LAST COLLECTION-Ground Y×SASADA YASUTO LIMITED EDITIONヨウジヤマモト社ブランドを複数展開するブランドセレクト業態のコンセプトショップ「GroundY（グラウンド ワイ）」。
渋谷パルコに登場してから様々な試みとコラボレーションで、常にお客様への新しい提案を続けてきました。
渋谷パルコ一時休業に際し、イベントショップを開催。ショップデビュー時以来３度目となるアーティスト笹田靖人氏書
下ろし作品とのコラボレーション商品がラストコレクションとして登場します。
■日程 2016 年 7 月 29 日（金）～2016 年 8 月 7 日（日）
■会場 パート 1/1F 特設会場

②THEATRE PRODUCTS THANK YOU PARCO LAST SALE
渋谷 PARCO と一緒に歩んできた年月を振り返りながら、シアタープロダクツの歴代の各種アイテムを、最大 80%OFF でお
求めいただける特別な 3 日間。サンプルセールや均一セールなど盛りだくさんでお届けします。
■日程 2016 年 7 月 29 日（金）～2016 年 7 月 31 日（日）
■会場 パート 1/B1F 特設会場

③帰ってきたマイパンダ！アーカイブセールとイベントの感謝の６日間！
パルコのマイクロファンド「ファイト ファッション ファンド」を通じブランドデビューし、ツートーンから生まれるさまざまな組み合わせ
から新たなファッションを提案している「my panda」。ブランドデビューからのアーカイブサンプル１点ものを特別価格で販売！
my panda にゆかりのあるアーティストを日替わりで招いたイベントも同時開催します。
■日程 2016 年 8 月 2 日（火）～2016 年 8 月 7 日（日）
■会場 パート 1/B1F 特設会場
■イベント ファッション、アート、カルチャーの分野から豪華ゲストをお呼びしてトークショーなどイベントを日替
わりで開催します。
・８/３（水）千原徹也（れもんらいふ代表）
・８/５（金）JUN OKAMOTO(JUNOKAMOTO デザイナー）
・８/６（土）ホナガヨウコ企画（ダンサー）

６）渋谷 PARCO アーカイブゾーンとクリエイターズメッセージ
渋谷 PARCO の歴史と縁の深い皆様からのメッセージを一挙公開！
渋谷 PARCO がオープンして 43 年。常に変化し続けてきた渋谷の街をストリートファッションを定点観
測し続けてきたパルコのシンクタンクが運営するウェブマガジン「ACROSS」が記録した貴重な写真を中心
に紹介いたします。また、PARCO の広告の歴史が分かる、1969 年～2016 年までのポスター約 250
枚を特別に掲出します。さらに、ゆかりある、たくさんの方々からの「生まれ変わる渋谷 PARCO」へのメッセ
ージを展示しております。すべての展示を通して、渋谷 PARCO の 43 年間の歴史が分かるコーナーとなっ
ております。
■会期

2016 年 7 月 29 日（金）～2016 年 8 月 7 日（日）

■会場

渋谷 PARCOＢ全展 パート 1 階段
渋谷 PARCO・公園通りアーカイブ写真展 パート 1 /2F＆3F エスカレーターサイド
縁の深い方々からのメッセージ展 パート１/パート３ 5F 連絡通路
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(上)渋谷 PARCO オープンポスター(下)オープン以前の公園通り

７）渋谷ポップカルチャーゾーン「シブポップ」でも限定商品＆スペシャルイベント開催！
2012 年アニメ・マンガ・アイドル・ネットカルチャーなどの、いわゆるサブカルチャーと呼ばれていたものが、国内外問わず、日本独自の「カワイイ」文化とし
て認識されるようになり、「ポップカルチャー」として一般化しつつあるタイミングでした。
そんな流れの中で、「秋葉原とは異なる独自のポップカルチャー文化を渋谷から発信出来ないか？」という想いから渋谷ＰＡＲＣＯにアニメや漫画をコ
ンセプトとしたフロア「シブポップ～shibuya pop-cluture market」が誕生しました。
これまでに国内外多くの方々にご支持いただいたシブポップでもスペシャルイベントをご用意してお待ちしております！

①

2.5D FINAL PROJECT「LAST 10 DAYS」
ソーシャル TV 局「2.5D」による 10 日間連続のイベント「LAST 10 DAYS」を開催します。
MUSIC、クリエイティブ、女性アーティストといった切り口で様々なイベントを実施する他、LOOP annex との連動企画も開催。最終日は、ジャンル・レ
ーベルを横断した 2.5D 総決算パーティを実施します。

■会期 2016 年 7 月 29 日（金）～2016 年 8 月 7 日（日）
■会場 Part1/6F 2.5D 内
■主なイベントスケジュール
7/29（金）：2.5D FORCE DAY 1 - MUSIC FORCE 7/30（土）：2.5D FORCE DAY 2 - CREATIVE FORCE 7/31（日）：2.5D FORCE DAY 3 - GIRLS FORCE 8/1（月）～8/5（金）：近日発表
8/6（土）：2.5D × para de casa 「Last Dance_」
8/7（日）：2.5D in PARCO 「LAST PARTY」

イベントスケジュールの詳細は http://2-5-d.jp/last10days/で随時掲載いたします！

②ブライス アニバーサリードール販売！
渋谷 PARCO は、ブライスが日本でデビューした記念すべき場所。2000 年 12 月に PARCO の TVCF
のモデルとして日本の皆さんの前に登場し、2001 年 6 月にネオブライスとしてドールが発売されました。今年
で 15 周年を迎え、数々のムーブメントを作り出してきたブライスの代表であるアニバーサリードールたちが LeLe
Junie Moon に勢揃いします。CWC 限定アニバーサリーネオブライス『アレグラ・シャンパン』をはじめ、新作ド
ールや、ドール服、様々なテイストのブライスをデザインしたグッズも販売いたします。
■日程 2016 年 7 月 15 日（金）～8 月 7 日（日）
■会場 パート１/６Ｆ 特設会場

©2016 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro

③ONE PIECE 麦わらストア公式 1 号店 クローズ限定アイテムを受注制作！
麦わらストアは 2012 年 9 月 28 日に渋谷ＰＡＲＣＯ６Ｆシブポップ(shibuya pop-culture market)に「初の『ONE
PIECE』オフィシャルフラッグシップショップ」としてオープンいたしました。
パルコのクラウドファンディングサービス BOOSTER では今回の一時休業に伴い、クローズする「ONE PIECE 麦わらストア公式
１号店」の思い出の限定アイテムとして、「トニートニー・チョッパー crimin ver. 渋谷限定版 フィギュア」の制作プロジェクトをロ
ーンチいたします。

詳細は BOOSTERhttp://www.booster-parco.com/project/90 をチェック！
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８）シネクイント 特別上映
1981 年パルコパート３の８階にオープンしました多目的ホール「スペースパート３」を前身として、1999 年 7 月に映画常設館としてスタ
ートした「シネクイント」。皆様への感謝を込めて、過去の上映作品の中で、想い出深い作品を 8 月 6 日（土）、7 日（日）に特別上
映いたします。
シネクイント・オープニング作品である『バッファロー‘66』とパルコ出資作品『下妻物語』をワンコイン 500 円にて上映の他、
クロージング作品で大ヒット上映中の『シング・ストリート 未来へのうた』を上映。新旧の傑作を味わう 2 日間をお届けいたします。
パルコの CM にも起用されたヴィンセント・ギャロ監督・主演のシネクイント・オープニング作品。
７か月以上にわたる超ロングランを記録いたしました。
『バッファロー'66』
“最悪の俺に、とびっきりの天使がやってきた”
監督・脚本・音楽・主演：ヴィンセント・ギャロ
出演：クリスティーナ・リッチ、アンジェリカ・ヒューストン
1998 年/アメリカ/113 分/ヴィスタ
©1998 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.
協力：ギャガ
パルコとして製作にも参加しており、パルコ店頭イベント等の渋谷ジャックで話題となりました。
『下妻物語』
ロリータ＆ヤンキー 桃子とイチゴの、あまくない友情!?
CM のような瞬発力と少女マンガの感性を融合したエンタテインメント
脚本・監督：中島哲也
原作：嶽本野ばら（小学館刊「下妻物語」より）
出演：深田恭子、土屋アンナ、宮迫博之、篠原涼子、樹木希林、阿部サダヲ、岡田義徳、小池栄子
製作：『下妻物語』製作委員会
配給：東宝
©2004『下妻物語』製作委員会
シネクイント・クロージング作品（※通常料金）
『シング・ストリート 未来へのうた』
『ONCE ダブリンの街角で』『はじまりのうた』のジョン・カーニー監督、待望の最新作！
両親の離婚、いじめ、不況―― 灰色の空の下
14 歳のコナーはバンドを組む。街でいちばんイカした彼女を振り向かせるために――
監督・脚本：ジョン・カーニー（「はじまりのうた」「ONCE ダブリンの街角で」）
出演：フェルディア・ウォルシュ・ピーロ、ルーシー・ボイントン、ジャック・レイナー
主題歌：アダム・レヴィーン（MAROON5）
配給：ギャガ
2015／アイルランド、イギリス、アメリカ映画／106 分
©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved
上映時間等、最新情報はシネクイント公式HP http://www.cinequinto.com にて随時更新致します。
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９）TOKYO FM スペイン坂スタジオスペシャルイベント開催
ラジオの公開生放送スタジオの代名詞として、渋谷の観光名所にもなっている、「TOKYO FM渋谷
スペイン坂スタジオ」。1993年の6月19日、渋谷PARCOパート1の1階に誕生してから23年間、永きにわたって支えて下さった皆様への感謝を込めて、
7月18日(月・祝)～8月7日(日)、スペシャルイベント「Thank you! See you! TOKYOFM渋谷スペイン坂スタジオ1993-2016」を開催いたします。
スペシャルゲストが続々と登場するほか、スタジオ内をフォトスポットとして一般開放いたします。

♥DJ気分で記念撮影ができる！フォトスポットとしてスタジオを一般開放！
ふだん入ることができないスタジオ内を、フォトスポットとして特別に一般開放します。1993年の6月19日のオープン以来、時代を彩る旬のゲストたち、の
べ3，500組が出演してきた伝説のスタジオで、ＤＪやアーティストになった気分で記念撮影ができます！カメラご持参でご参加下さい。
＜一般開放スケジュール（予定）＞
7月19日(火)～21日(木)11:00～14:00
7月22日(金)11:00～19:00
7月24日(日)11:00～19:00
7月25日(月)～29日(金)11:00～14:00
8月1日(月)～4日(木)11:00～13:00
8月5日(金)11:00～19:00
※スケジュールが変更になる場合があります。事前に必ず、特設サイトでご確認下さい。

8月7日までの期間中、人気番組の公開収録・公開生放送など、さまざまなスペシャルコンテンツをお届けしていく予定です。
最新情報は特設サイトで、随時、発表します。http://www.tfm.co.jp/spainをチェック！

10）渋谷 PARCO×渋谷のラジオ
2016 年 4 月に誕生した「渋谷のラジオ」。
渋谷 PARCO 一時休業に伴う最終営業日に、TOKYO FM スペイン坂スタジオから公開生放送を実施。街の人やパルコのスタッフ、著名人が、渋谷の
今までそしてこれからへの思いを語ります。
日時：8 月 7 日（日）0:00～6:00
場所：渋谷 PARCO スペイン坂 スタジオ

最新情報は https://shiburadi.com/をチェック！
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11）その他の関連イベント
①ステンシルアートのパイオニア Nick Walker Exhibition “VANDARISM”
ステンシルアートのパイオニアであり、Banksyと並ぶ人気グラフィティアーティストのNick Walker（ニック・ウォー
カー）。2014年には渋谷パルコ「ギャラリーX」で日本初の個展を開催しました。2度目の開催となる今回は、
日本で開催する過去最大の個展となります。
この度、彼のアイコンとも言うべき「VADALISMシリーズ」や、彼の名を世界に知らしめるきっかけとなった、モナリ
ザとアニメ・シンプソンズを掛け合わせ描いた人気作品「Monna Simpson」などの新作を多数展示、販売致
します。
さらに、8月7日（日）で一時休業を迎える渋谷パルコの最後を飾るべく、これまでに数々のウォールペイントを
行ってきた歴史ある渋谷パルコの外壁に巨大作品を制作致します。

タイトル ：Nick Walker Exhibition “VANDALISM”
期間

：7月29日(金)～8月7日(日)

会場

：渋谷パルコ PART3・5F 特設会場 / 渋谷パルコ PART1・1F壁面

イベント ：ライブペインティング 7月25日（月）～7月28日（木）＠渋谷パルコ PART1・1F壁面

②

大宮エリーさん『見えないものが教えてくれたこと』発売記念サイン会

パルコブックセンター渋谷店では、パルコミュージアムでの展覧会やイベントなどを開催してくださった大宮エリーさんの『見えないものが教えてくれたこと』（毎
日新聞出版、税込 1,620 円）の刊行を記念してサイン会を開催いたします。

日時：2016 年 8 月 3 日（水） 午後 7 時～
会場：パルコブックセンター渋谷店特設会場（Part1/1F）
参加方法や詳細は WEB サイトにてご確認ください
http://www.libro.jp/blog/pbc-shibuya/event/oomiyaeri.php

渋谷PARCO「Last Dance_」特設サイト公開中！
新着イベント情報、渋谷PARCOの歴史、今まで渋谷PARCOを盛り上げてくれたたくさんの方々
からのメッセージなど渋谷PARCOの情報盛りだくさんで公開中です。
●Interview
今まで渋谷PARCOを盛り立ててくれた、たくさんの方々に渋谷パルコでの一番の思い出を振り返
っていただくインタビュー企画「あのとき、私は渋谷パルコにいた」豪華メンバーがそれぞれの渋谷
PARCOとの想い出を語ってくださっています。目指せ100人！まであと少しです。
●Advertising
キャンペーン特設サイトでは、広告ビジュアル（PARCOロゴ編・CAST編）に加え、CAST編
4人（中谷 美紀・エリイ・森山未來・木村カエラ）が登場するスペシャルMOVIEも公開！
●History
渋谷PARCOのオープンから現在までの軌跡をダイジェストでご紹介。あなたの青春時代はいつで
しょう？

Last Dance_特設サイト（PC・SP）http://shibuya.parco.jp/lastdance_/
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