
株式会社パルコは（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）、2019年9月13日（金）～9月30日（月）の期間、
パルコミュージアム(池袋パルコ本館7F)にて、“UNCOOL IS COOL（ダサいはカッコイイ）”をコンセプトに、どこにもカ
テゴライズできない独創的なコレクションを打ち出す「PUNK DRUNKERS（パンクドランカーズ）」初の大型展覧
会『PUNK DRUNKERS～だいたい20周年展～』を開催致します。
「だいたい20周年・・・」を迎えた「PUNK DRUNKERS」の歴史や、設立者でデザイナーでもある『親方（おやか
た）』の貴重な原画をはじめ、おもちゃコレクターとしても有名な「親方」私物のコレクション展示コーナー『親方 ドリーム
ロード』等、「PUNK DRUNKERS」の世界観や魅力を堪能できる展覧会となっております。
是非、貴社媒体にてご取材、ご紹介頂きますようお願い申し上げます。

人気アパレルブランドPUNK DRUNKERS初の大型展覧会

PUNKDRUNKERS～だいたい20周年展～

展覧会記念商品・イベント情報公開！
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パルコミュージアムにて9月13日から9月30日まで開催決定！

■ 展覧会開催概要
タイトル：PUNK DRUNKERS～だいたい20周年展～
会 場 ：PARCO MUSEUM（池袋パルコ 本館7F） 東京都豊島区南池袋1-28-2 
期 間：2019年9月13日(金)～9月30日(月) 10:00～21:00

※最終日は18:00閉場 ※入場は閉場の30分前まで
入場料：一般500円 学生400円 小学生以下無料
主 催 ：PARCO ／ 協力：PUNK DRUNKERS ／ 企画制作：PARCO/Juice
展覧会公式サイト：art.parco.jp

■PUNK DRUNKERSとは？
和＋洋＋遊び が基本。
UNCOOL IS COOL.［ダサイはカッコイ
イ］がコンセプト。自分たちの世界観を尊
重し、どこにも属さないオリジナリティー溢れ
るアイテム展開。個性豊かなアイテムが着
る人の個性までも引き出します。リピーター
が多いのも特徴。知らない人が声をかけて
きてくれたりします。友達が増え、友情が芽
生え、豊かな人生をおくれます。
＜公式サイト＞
https://www.punk-d.com/

■親方（おやかた）とは？
1971年生。空手3段、左きき。
1998年、和＋洋＋遊、UNCOOL IS 
COOLが、基本コンセプトのブランド
「PUNK DRUNKERS」設立。アパレルの
枠を超えて多ジャンルにデザインを手掛け
る。2003年より現在まで展覧会（個
展）やライブペインティングも頻繁に開催。
また近年、【あいつ】という気になるキャラク
ターを様々なフィールドで展開中。



「会場内に潜む隠れアイツを探せ！」
展覧会場のどこかに「隠れアイツ」が潜んでいます。
隠れアイツを見つけると「ステッカー」をプレゼント致します。
※ステッカーはなくなり次第終了となります
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます
※1入場1回ご参加いただけます

■ワークショップ内容
「あいつ木札」と「オリジナルドアプレート」のワークショップを展覧会会場内にて開催致します。
9月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)の4日間限定で実施予定。
「あいつ木札」に好きな顔を描いたり、「オリジナルドアプレート」を作ってお楽しみいただけます。

※制作した作品はお持ち帰りできます
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■ 展覧会会場では
過去20年間製作してきた商品やこれまでに製作した「ソフビ」たちを展示。
商品展示の他にも、「親方」の原画の展示、さらには「親方」の貴重なコレクションを飾った夢の通り道「ドリームロード」も
登場‼20周年にちなんだ、交流のあるアーティスト約20名に「あいつ」を独自の感性で描いてもらった原画等も展示致
します。また顔出しパネルやSNS映えするフォトコーナーの設置や過去に製作した動画と今回新たに製作した動画も放
映いたします。PUNK DRUNKERSの魅力や世界観を楽しめる内容となっています。

2019/9/5
◆展示内容
PUNK DRUNKERSの20周年を振り返られる展示やワークショップ等のイベントも実施致します。

＜オリジナルドアプレート＞
開催日程：9月22日(日)・29日(日)
実施時間：12時～15時
参加費：¥700（税込）
※定員に達し次第終了となります

＜あいつ木札＞
開催日程：9月21日(土)・28日(土)
実施時間：12時～15時
参加費：¥1,200（税込）
※定員に達し次第終了となります

■あいつとは？

PUNK DRUNKERSの
アイコン的存在のキャラクター
このキャラクターで様々な
コンテンツに登場している。

過去のソフビたち

映えルーム

親方の原画

たれ流し動画
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＜入場者限定応募抽選商品(ソフビ)の購入方法について＞
・応募期間は、以下の3回に分かれて実施致します。以下の期間に展覧会へご来場いただいた方で、さらに会場内の
物販コーナーにて【税込2,160円以上】をお買い上げいただいた方が応募抽選にご参加いただけます。
・会場にて応募用紙に必要事項をご記入の上、応募いただきます。当選者の方に後日商品を発送致します。
・ご応募には顔写真付きの身分証明書が必要です。
・ご応募は、お一人様1入場1アイテム限りとさせて頂きます。複数応募が発覚した場合は無効となります。
※その他詳細は会場にてご確認下さい。

＜会場限定抽選会商品＞
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◆グッズ情報
物販では展覧会に入場した方を対象に、応募抽選商品や展覧会記念商品など多くの商品を販売予定。

※画像はイメージです。※価格は全て税別です。※商品内容は変更になる場合がございます。

【第1回】：9月13日(金)～16日(月祝)

・あいつライダー 価格：10,000円
・あいつフォーチュン 価格：1,500円

【第2回】：9月17日(火)～23日(月祝)

・魔神我亜Ｚ 価格：15,000円
・おーさん指人形 価格：1,500円

【第3回】：9月24日(火)～30日(月)

・アイツラー 価格：15,000円
・気合津くん＆気合田くんセット 価格：16,000円



＜展覧会記念商品＞
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※画像はイメージです。※価格は全て税別です。※商品内容は変更になる場合がございます。

クリアファイル
価格：450円

＜受注生産商品＞

木彫りのBIGあいつ
価格：1,000,000円

木彫りのあいつ
価格：120,000円

ステンシルあいつ
価格：20,000円

※全て1点ものになりますので、それぞ
れデザインが異なります。

［PDSxPARCO］
PARCO DRUNKERS.TEE

(WHITE/BLACK)
価格：各4,400円

アクリルキーホルダー(3種)
価格：各800円

PDS改
価格：20,000円~

※全て1点ものになりますので、それ
ぞれ価格が異なります。

BIGあいつ
価格：300,000円
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＜先行販売商品＞

※画像はイメージです。※価格は全て税別です。※商品内容は変更になる場合がございます。

だいたい20周年展刺繍TEE（大人）
(SAX/ORANGE)
価格：各4,500円

だいたい20周年展刺繍TEE（KIDS）
(A.GREEN/LT.YELLOW)

価格：各3,800円

だいたい20周年展前掛け
価格：4,200円

PDSはんかち / だいたい20周年展
(BLACK/BLUE/GREEN/PURPLE)

価格：各1,200円

MIX総柄タオル
価格：2,500円

だいたい20周年展靴下
(アソート)

価格：各2,000円

PDSポチ袋
価格：500円

PUNKDSマグカップ
価格：1,800円

だいたい20周年展トートBAG
価格：2,000円

だいたい20周年展CAP
(BLACK/OLIVE)
価格：各6,000円

アイツが一度なめて戻したアメ（あいつ飴入り）
(BLACK/NAVY/RED)

価格：各860円

PDSパスポートケース
(MIX総柄/ だいたい20周年展)

価格：各3,200円

PDSステッカーセット
価格：1,000円

あいつソフビなラバーキーホルダー
(PALE ORANGE/ORANGE/PINK/BLUE/GREEN)

価格：各1,200円
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＜先行販売商品＞

※画像はイメージです。※価格は全て税別です。※商品内容は変更になる場合がございます。

缶バッチ
価格：各300円

PDS木製バッチ (あいつ/うんこ)
価格：各1,000円

MIX総柄クリアファイル
価格：450円

GLITTER iPhone CASE / だいたい20周年展
(iPhone6/7/8/X/Xs)
（iPhoneXs Max/XR）

価格：各3,500円

キャンバスアートパネル
PKDSS / 虎

価格：各4,500円

手帳型スマホケース / MIX総柄
（iPhone6/7/8/X/Xs）

価格：3,500円
(iPhoneXs Max/XR)

価格：4,000円

だいたい20周年展ラバーコインケース
(BLACK/RED)
価格：各900円

MIRROR iPhone CASE / ダーツベーダー
(iPhone6/7/8/X/Xs)
価格：各3,500円

キャンバスアートパネル / さかな
価格：3,600円

【本展覧会に関するお問い合わせ】
株式会社パルコ プロモーション部 Tel： 03-3477-5781 Fax： 03-5489-7481

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス
担当：高橋 賢太郎 taka-ken@parco.jp 田中 克典 tana-katsu@parco.jp 後藤 龍一 goto-ryu@parco.jp

GLITTER iPhone CASE / あいちゅー
(iPhone6/7/8/X/Xs)
（iPhoneXs Max/XR）

価格：各3,500円

だいたい20周年展ウォールクロック
価格：6,000円

mailto:taka-ken@parco.jp
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