2019年7月19日

報道関係者各位

展覧会『海洋堂展』『うんこ展』
コラボカフェ『Diner in PARCO』『パパパパパナップパフェショップ』など
夏休みに楽しめるイベントが盛りだくさん！
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、夏休み期間中に展覧会やコラボカフェなど様々なイベントを開催します。
パルコミュージアム（池袋PARCO本館7F）では、フィギュアのパイオニア「海洋堂」の作品数1000点を集めた『GO!GO!海洋堂展
～創立55周年記念展～』、490万部を発行した大人気ドリル「うんこドリル」（株式会社文響社）初となる体験型イベント『うんこ展
うんこ学園の夏合宿 ㏌ 池袋』を開催します。
また、蜷川実花さんが監督、藤原竜也さんが主演を務める映画『Diner ダイナー』や、グリコの人気アイス「パナップ」との期間限定
コラボレーションカフェ、人気番組のオフィシャルショップ『出川哲朗の充電させてもらえませんか？リアルガチショップ！』を全国
巡回するなど、大人から子どもまで幅広く楽しめるイベントが盛りだくさんです。

【展覧会】
GO!GO!海洋堂展～創立55周年記念展～
開催概要

「海洋堂」の創立55周年を記念して、今までの作品の中から厳選した約1000点を
一挙展示します。
会場内は、「歴代最高傑作」「食玩」「ジオラマ」「工房」「センムの傑作選」など
多数のジャンルに分けて展示しており、フィギュアの世界を様々な方法で楽しめる
空間となっております。
グッズショップも会場内に併設しており、GO！GO！海洋堂オリジナル「センム
ダ ン ボ ー 」 か ら 現 在 発 売中 の人 気 商 品 や カ プ セ ル フ ィギ ュア ま で 販 売 し ま す。

■会期：7月19日(金)～8月5日(月) 各日10:00～21:00※入場は閉場の30分前まで※最終日は18:00閉場
■会場：池袋PARCO 本館7F・パルコミュージアム
■入場料：一般800円（前売り700円）・小学生以下600円・3歳以下入場無料
GO!GO!海洋堂展オリジナルセンムダンボー付き 前売入場券2,300円

■プレイガイド：チケットぴあ・セブンチケット・ローソンチケット・ファミリーマート・eプラス
■主催：GO!GO!海洋堂展池袋実行委員会
■協力：株式会社海洋堂 海洋堂ホビー四万十

GO!GO!海洋堂展オリジナルセンムダンボー

海洋堂とは

1964年に「創る楽しみをすべての人に」をコンセプトに、日本一のホビーショップを目指し、1坪半の模型屋として大阪府守口市に開業。
1984年には、東京・茅場町に直営販売店「海洋堂ギャラリー」を開設。
自社開発・製造・販売に業務を集中させ、オリジナルフィギュアメーカーに転身。
以降、既存のコミックやアニメのキャラクターに偏ることなく「極めて専門的な知識を伴った動物」「風物のジオラマ的再現」「プラモデル
に匹敵する精微な戦車ミニチュア」「自然史博物館でも立体化されたことのない恐竜の模型」「有名文学作品の挿絵の立体化」など、新しい
モノ、珍しいモノ、面白いモノ、どこにもないモノ、そしてより優れたモノづくりを基本に、誰も想像しなかった題材を、次々にフィギュア
にしました。

会場イメージ
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出川哲朗の充電させてもらえませんか？リアルガチショップ！
開催概要

テレビ東京系列の人気番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」のオフィシャルショップ
「出川哲朗の充電させてもらえませんか？リアルガチショップ！」を池袋PARCOを皮切りに全国の
PARCOにて巡回開催します。
リアルガチショップ！の限定グッズをはじめ、番組オフィシャルグッズも取り扱いします。
また番組内で使用しているものと同車種の電動バイク、ヘルメット、衣装を用意しており、番組内
の出川さんさながらの格好で撮影ができるフォトスポットもご用意しております。
■会期：7月19日(金)～8月5日(月) 各日10:00～21:00

※入場は閉場の30分前まで※最終日は18:00閉場

■会場：池袋PARCO 本館7F・パルコミュージアム
■入場料：無料

巡回店舗・会期

©TV TOKYO

①ひばりが丘PARCO：8月10日(土)～8月21日(水)
②松本PARCO：8月16日(金)～8月26日(月)
③札幌PARCO：9月13日(金)～10月14日(月祝)

グッズ情報

会場限定のリアルガチショップ！グッズをはじめ、番組オフィシャルグッズを取り揃えております。
リアルガチショップ！限定グッズ

BICボールペン（2種）
価格：各626円

サコッシュ
価格：2,700円

スマートフォンケース
価格：3,024円

丸形コインケース
価格：1,512円

缶ミラー
価格：864円

リングノート
価格：972円

色変わり手ぬぐい
価格：1,944円

がま口
価格：1,296円

オーバルラバーキーリング（2種）
価格：各864円

キャップ
価格：5,184円

刺繍ソックス
価格：626円

ビニールキーホルダー（2種）
価格：各864円

出川哲朗の充電させてもらえませんか？オフィシャルグッズ

Tシャツ（ネイビー）
価格：2,700円

A4クリアファイル(2種）
価格：432円

クリアキーホルダー（3種）
価格：540円

フォトスポット

①ヤマハ充電バイク
番組内で使用している同車種のバイクを展示（乗車可能）
展示店舗：池袋PARCO、札幌PARCO
②番組衣装
番組内で着用しているスイカヘルメットとジャンパーを展示（着用可能）
展示店舗：池袋PARCO、札幌PARCO

電動バイク

③原画展示
宇田川新聞 作
書籍や雑誌、テレビ、広告の分野の活躍している木版画
イラストレーター。番組内の版画も作成。
木版画製の番組ロゴの原画を展示。
展示：池袋PARCO、札幌PARCO
衣装

原画
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【展覧会】
うんこ展

うんこ学園の夏合宿 ㏌ 池袋

開催概要

会場内はうんこドリルの学校「うんこ学園」をイメージした空間になっており、
朝会・国語・算数・理科・社会科見学・野外授業・美術・音楽・部活の９つの
ジャンルで構成されています。ドリル内に登場する例題や登場人物の世界を
「探す・聴く・書く・嗅ぐ・蹴る・覗く・撮る・覚える」ことでうんこドリルの
世界をリアル体験できる展覧会となっています。
■会期： 8/9 (金)～ 8/26 (月) 各日10:00～21:00 ※入場は閉場の30分前まで※最終日は18:00閉場
■会場：池袋PARCO 本館7F・パルコミュージアム
■入場料：600円（前売り500円）未就学児無料

■プレイガイド：チケットぴあ（セブンイレブン）・eプラス（ファミリーマート）で販売
主催：うんこ展実行委員会 協力：㈱文響社 東山動植物園

©Y.F/BKS

『うんこドリル』とは

子どもたちにとって「うんこ」とは口にするだけで楽しくなる魔法の言葉。
『うんこドリル』は、勉強を楽しいものに変えるべく「うんこ」という言葉の不思議
な魅力をフル活用してつくったドリルで、子どもたちに笑顔で机に向かってもらいた
いという願いがこめられています。
『うんこ漢字ドリル』をはじめとして、シリーズ累計発行部数は490万部を突破。
未就学児向けドリルや算数ドリルなどラインナップも拡大しています。
(左)うんこかん字ドリル1年生(中)うんこ算数ドリル3年生(右)うんこひらがなドリル

展示の一部をご紹介

・探す：会場に潜む世にも珍しい虫、「ウンコムシ」を探そう。
・聴く：うんこ学園の校歌を聴こう。
・書く：うんこ例文を書いてみよう。
・覗く：うんこタウンの世界を覗こう。
・蹴る：うんこ蹴りで体を動かしてリフレッシュしよう。
・見る：動物の本物のうんこの色・形・においの違いについて学ぼう。協力：東山動植物園

“聴く”

“見る”

シークレットイベント

合宿の最後には、しっかり学園内を見ておかないとクリアできないイベントが待っています。

“蹴る”

“覗く”

“探す”

“書く”

【同時開催】『うんこ学園の夏期講習』

うんこドリルの問題を受験できる『うんこ学園の夏期講習』も夏休み期間中に全国各地で開催！
大人向け、子ども向け2種類のパルコオリジナル問題をご用意しています。
テストはその場で採点し、得点に応じて3種のステッカーからいずれかを進呈します。
うんこ先生も見回りに登場！

会場・会期
①PARCO_ya上野：8月10日(土)～8月11日(日)
②津田沼PARCO・錦糸町PARCO：8月10日(土)～8月12日(月祝)
③松本PARCO：8月16日(金)～8月18日(日)
④新所沢PARCO：8月16日(金)～8月18日(日)
⑤吉祥寺PARCO、ひばりが丘PARCO：8月17日(土)～8月18日(日)
⑥浦和PARCO ：8月24日(土)～8月25日(日)
⑦調布PARCO：8月31日(土)～9月1日(日)
オリジナルステッカー

＜参加方法＞
・開催店舗での当日お買い上げレシートを会場にご提示で1回ご参加いただけます。
※詳細は各会場にてお問合せください。
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【コラボカフェ】

Diner in PARCO
開催概要

蜷川実花さんが監督、藤原竜也さんが主演を務める映画『Diner ダイナー』の世界観が
体験できる、スペシャルコラボカフェ「『Diner ダイナー』in PARCO（ダイナー イン
パルコ）」を池袋PARCO本館6F・カフェアドレスにて、2019年7月21日（日）まで
開催します。また、錦糸町PARCO1F・UMAMI BURGER（ウマミバーガー）でも、
コラボメニューを提供します。
①■会期：～ ７月21日（日）
■会場：池袋PARCO 本館6F・カフェアドレス
②■会期：～ 8月31日(土)
■会場：錦糸町PARCO 1F・UMAMI BURGER ※無くなり次第終了
©2019蜷川実花／ 映画「Ｄｉｎｅｒ ダイナー」製作委員会

販売店舗：池袋PARCO 本館6F・カフェアドレス

パティにたっぷりのチーズと甘酸っぱい
フランボワーズソースをかけ、ボンベロ
が劇中で作るハンバーガーをイメージ。

ダイナーバーガー
価格：1,650円

コインチョコが入った不完全な
スフレ風パフェ。

完璧じゃないスフレ風ミニパフェ
価格：1,080円

会場イメージ(写真は池袋PARCO

販売店舗：錦糸町PARCO 1F・UMAMI BURGER

菊千代の大好物のいちごを頬張った
いちごスムージー。

菊千代のがるるるるるる
スムージー
価格：800円

キムチをベースにしたソースとホワイトチェダー
チーズがマッチする魅惑のハンバーガー。
u-diner（ユーダイナー）
価格：1,598円

本館6F・カフェアドレス)
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【コラボカフェ】

パパパパパナップパフェショップ
開催概要
発売から40年以上を迎えるグリコの人気アイス「パナップ」の期間限定カフェ『パパパパパナップ
パフェショップ』を、PARCO4店舗（池袋・名古屋・広島・福岡）内のカフェにて7月23日（火）
より順次オープンします。
店舗によりフレーバーが異なるオリジナルメニュー「パパパパパナップソーダ」のほか、
ローティーン向けファッション誌二コラ（新潮社）とコラボレーションし、通称ニコモの皆さん
からのアイディアを基に、手軽にフルーツパフェのおいしさが味わえるパナップを大胆にアレンジ
した本格パフェプレート「パパパパパナップパフェ」も提供いたします。

会場・会期
①■会期：7月23日(火)～8月19日(月)
■会場：池袋PARCO 本館6F・カフェアドレス
②■会期：7月24日(水)～8月18日(日)
■会場：名古屋PARCO 東館4F・カルロバブック＆カフェ
③■会期： 7月24日(水)～8月20日(火)
■会場：広島PARCO 本館地下1F・SUZU CAFE
④■会期：7月24日(水)～8月19日(月)
■会場：福岡PARCO 新館3F・24/7カフェアパートメント

全国共通メニュー「パパパパパナップパフェ」※数量限定
パナップと相性バツグンのパンケーキやビスケットに加えて、大人の味わいの
ブルーキュラソーゼリーやピスタチオパウダーもトッピングして、大人も子供も、
みんなで楽しめる一品になりました。
パナップアイスを贅沢に使用したパルコでしか食べられない期間限定パフェです。
パナップは、グレープパフェ、つぶつぶいちごパフェ、国産メロンパフェから
お選び頂けます。
名称：パパパパパナップパフェ
価格：800円
パナッパンダスプーンホルダー
期間中、各店舗でニコラコラボメニューをご注文頂いた方にプレゼント！
※数量限定につき無くなり次第配布終了致します。

各店舗限定メニュー「パパパパパナップソーダ」※数量限定

福岡PARCO
お好きなパナップ3種類の中から選
べる！高さ30センチのロンググラ
スにビックリ！福岡PARCO限定の
ビッグサイズのクリームソーダをお
楽しみください。
972円
スモールサイズ702円

広島PARCO
見た目の涼しさ、ソーダの爽快感。
パナップアイスを１つ贅沢に使用し
ました。フォトジェニックでかわい
い。でもどこか懐かしい期間限定ク
リームソーダ。
756円

池袋PARCO
鮮やかなブルーキュラソーのソーダ
に、パナップアイスを添えたパフェ
風のデザートドリンク。ホイップク
リーム、ハートのシュガーとプリッ
ツでデコレーションしました。
750円

名古屋PARCO
パナップを丸ごと1個使用した贅沢
なクリームソーダ。パナップの味に
合わせたかわいい3色から選べる名
古屋PARCOオリジナルドリンク。
レトロな喫茶店のクリームソーダを
イメージした、どこか懐かしい１品
です。
650円

※画像はイメージです。※全て税込価格表示です。※イベントは変更となる場合がございます。

＜お問い合わせ先＞
株式会社パルコ

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内）

岡田(oka-kazu@parco.jp)、小林(koba-kei@parco.jp)

TEL：03-6821-5730

中村(naka-kana@parco.jp ）

E-mail：parco@vectorinc.co.jp

TEL：03-3477-5781 FAX：03-5489-7481

担当：月代・岸本・西野

FAX:03-5572-6065
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