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お問合せ
株式会社パルコ 広報室

ＴＥＬ．03-3477-5710 ＦＡＸ．03－3477－5769

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

２０１１・秋、渋谷パルコに新しい才能が集まります。

当社の社名“PARCO”はイタリア語で”公園“を意味します。

“公園”すなわち、「人々が集い、時間と空間を共有し、楽しんだりくつろいだりする場（空間）が“PARCO”なの

です。

お客様とテナントが集い、時間と空間を共有する場は消費文化のステーションとして街に彩を与えてきました。

また“PARCO”は新しい才能をお客様と繋ぐ場所としても機能してまいりました。

パルコに集った若手のアーティスト、デザイナー、ミュージシャン、役者などと共に、新しいカルチャーを創り、また

彼らも互いに成長し、現在最前線で活躍されている方がたが大勢いらっしゃいます。

新しい才能が集い、お客様と時間と空間を共有し、新しい文化をつくることをパルコは「企業姿勢＝原点」として取り

組んでまいりました。

そのパルコの「企業姿勢＝原点」を改めて広く伝えていくために 2011 年パルコは「LOVE HUMAN. 」（参考資料

参照）というコーポレートキャンペーンを掲げ、さまざまな新しい才能を発見し、応援してまいりました。

消費構造の変化や情報の複雑化、SNS 活用によるコミュニケーション多様化など当社を取り巻く環境は劇的に変化し

ております。

当社の「原点」から更に進化、成熟させた舞台として、この秋、渋谷パルコにさまざまなカルチャーゾーンやイベント

展開を企画しております。

・ パルコ初の自主編集ショップ「once A month」がオープン！

・ 『シブカル祭』～パルコの女子文化祭～

・ LOVE FOR NIPPON Art Project 『366ART HEART COCORO』

・ ｐarts of dress PARADIGM・PARADISE

・ Gizmobiesplayland SHIBUYA PARCO POP UP STORE

・ パルコ劇場「新・幕末純情伝」
・ 参考資料「LOVE HUMAN.」「WOMEN on the TOWN」
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パルコの自主編集ショップ「once A month」がオープン！
9月15日（木） パート１B1F

福岡パルコで実験的にスタートしたパルコ初の自主編集ショップ「once A month」（ワンスアマンス）が渋谷

パルコパート１についにオープンいたします。

クオリティ維持のために大量生産できないもの、季節商品のため長期で販売できないもの、才能はあるがショッ

プを持つまでの資金力と規模を持っていないブランドなど、「ヒト」と「モノ」を繋ぐ「場所＝コト」を求めてい

る才能あふれるデザイナーや、作家、メーカーはたくさん存在しています。

パルコでは新しい才能を開花させる「場所＝コト」を一緒に創り、新しいコト消費のストーリーを提供したいと

いう思いでディベロッパー業としては異例の「自主編集」という取り組みを立ち上げました。

「クリエーション力のある若手作家」「こつぶだけどきらっと光るメーカー」「季節が限定される旬の商材」を

マーケットに提案し、販売していく場所として、ファッション界で活躍する3人のディレクターとともに、短い

サイクルで「季節のテーマ」を「編集」し、展開してきた「once A month」。

ご一緒に取り組みをされた方の中には、「once A month」をきっかけに急速に事業展開をされている方々もお

り、着実に「once A month」で培ってきたネットワークは広がりを見せています。

福岡パルコでは東京情報の受け入れだけではなく、福岡をベースに活躍されている方々ともチームを組み、福岡・

九州でゆかりのある商品を常に売り場の15％ほど取り扱い、昨年度は112社のお取引先と年商107百万円と

いう実績を作りました。

渋谷パルコの「once A month」では編集期間を「2倍速」というコンセプトとともに、より一層のイベント感

を出し、月に2回の「作家・デザインテーマ」＋パルコ全国20拠点で展開するパルコの拠点性を活かした商品

開拓でビルに彩を与える顔として「コト提案」を促進していきます。

■

■

■

■

オープン日：2011年9月15日（木）

（レセプション開催日：2011年9月16日（金）19：00～21：00）

場所：渋谷パルコ パート１・B1F

ディレクター：山本 遊（method）

馬場 雅人（H.P.FRANCE /場と間）

泉 栄一（MINOTAUR）

プロデュース：パルコ
http://www.parco.co.jp
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企画展開スケジュール

、9/15 （木） - 9/19 （月）

melとcookieboyのお菓子な国 】

岡once A monthでも人気の九州出身の人形作家melと、

ッキーアーティストcookeiboyによるお菓子大好きな女の子の

想の物語。期間中はお菓子をイメージした限定商品やコラボ商品

登場します！そして、お菓子な国には楽しめる仕掛けも！？

、9/21 （水） - 10/2 （日）

アーバンアウトドア】

MINOTAUR』デザイナー泉 栄一による、現代の都市生活をト

イブする高度かつ洗練されたアウトドアスタイルを提案。

JAXA（宇宙開発機構）とのタイアップウェアやリュック、ハン

ック、バイシクルギアなど豊富なアイテムバリエーションをラ

ンナップいたします。

、10/4 （火） - 10/16 （日）

YOSOOU（アーバンアウトドアⅡ）】

子・カップルで着回せる今秋デビューのダウンウェア

YOSOOU』-130%の伸縮性と水洗いを可能にした新素材

ual Flex®／ デュアル フレックス（2wayストレッチ素材）を

用した現代のファミリーウェアを中心に提案いたします。

、10/18 （火） -11/3 （木）

女子によるキノココネクション】

然界の循環の中でも、分解と再生をコネクト（つなぐ）する重要

役割を担うきのこ。新進気鋭の女性作家・アーティストが製作し

｢きのこ｣をテーマにした作品を販売いたします。
※写真はイメージです

method 山田 遊：IDEEのﾊﾞｲﾔｰを経て、CIBONEなど日本を代表するﾃﾞｻﾞｲﾝｼｮｯﾌﾟの他、国立新美術館の「ｽｰﾍﾞﾆｱﾌﾛﾑﾄｰｷｮｰ」、羽田

空港「ﾄｰｷｮｰｽﾞﾄｰｷｮｰ」などのMDﾌﾟﾗﾝやﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝを手がける。またｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾊﾟﾙｺでの「TOKYO POP UP STORE」など海外での活

動も広げる。

H.P.FRANCE/場と間 馬場 雅人：ｲﾝﾃﾘｱやﾃﾞｻﾞｲﾝ、ｱｰﾄの合同展示会「場と間」、「福岡ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ展」をはじめ、様々なｲﾍﾞﾝﾄのﾌﾟﾛﾃﾞ

ｭｰｽ、ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝを手掛ける。ﾃﾞｻﾞｲﾅｰやｱｰﾃｨｽﾄの発表（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）の場を作り、生活のなかにｱｰﾄやﾃﾞｻﾞｲﾝを取り入れる提案を行うべ

く、国内外の情報収集に力を入れている。

MINOTAUR 泉 栄一 ：ｲﾝﾎﾟｰﾄｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ兼ﾊﾞｲﾔｰを経て、ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「MINOTAUR」ﾃﾞｨﾚｸﾀｰであり、PORTER/ﾘｰﾊﾞ

ｲｽなどの 共同企画多数。音楽の分野でも DJ/ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰとして STUSSY、NORTHFACE から JAZZANOVA や Kyoto Jazz

Massiveなど国内外のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ｱｰﾃｨｽﾄのCD,楽曲制作、ｲﾍﾞﾝﾄｵｰｶﾞﾅｲｽﾞなども行う。
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100人の若手女性クリエーターが集結～パルコの女子文化祭～

『シブカル祭。』開催に向けて各部制作中！

10月28日（金）～11月7日（月）

パルコは1969年「池袋パルコ」オープン以来、ファッションのみならず音楽やアート、演劇などのカルチャー

を積極的に紹介し、さまざまな新しい才能の発見や応援をしてまいりました。

その数々の才能はパルコで花開き、時代をリードするトップランナーとして国内外問わず各分野で活躍されてい

ます。このような企業姿勢を改めて広く伝えていくメッセージ「LOVE HUMAN.PARCO」を2010年9月よ

り採用し、広告や企業活動を通じて社内外へ浸透するよう図っています。

広告ではパルコのメインターゲットである女性へ向けて、女性が時代をリードしている様を表現し続けてきまし

た。本イベントは女性を応援し続けてきた企業として、若手女性クリエーターにパルコという「場」を提供し、

表現作品の発表やクリエーター同士の交流の「場」となることを目指しています。

また開催前よりSNSを活用し、参加クリエーター等の情報、制作現場レポートを随時更新。立ち上がりに向けて

観客も共に物語を作る、コミュニケーションの「場」を作ります。

■ タイトル：シブカル祭。～パルコの女子文化祭～

■ 日程 ：10月28日（金）～11月7日（月）

■ 会場 ：パルコファクトリー、公園通り広場、スペイン坂広場ほか、渋谷パルコ館内

■ 内容 ：1980 年代以降に生まれた若手を中心に、さまざまなジャンルで活躍する女性クリエ

ーター約100人の作品を渋谷パルコに集結させ、新しい未来を切り開く元気な女子パワーで、作

品を見た人を元気にする文化祭を開催。時代を牽引してきた各界を代表する実行委員のメンバーが

推奨する若くて元気のある女子クリエーターが写真部、美術部、デザイン部など約10カテゴリー

の部と、約100名の女子部員で開催する、女子による、女子のための文化祭。

■ SNSによる情報発信

◎WEBhttp://www.shibukaru.com

◎twitterhttp://twitter.jp/shibu_karu

◎facebook http://www.facebook.com/shibukarumatsuri

©Kayo Sato

©Yumiko Utsu, courtesy of G/P
©Dempagumi.inc

http://www.shibukaru.com/
http://twitter.jp/shibu_karu
http://www.facebook.com/shibukarumatsuri
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◇シブカル祭。組織図

◇実行委員

・青野賢一（ビームス 創造研究所）

「BEAMS」クリエイティブディレクター。選曲、DJ、執筆業など。著作に『迷宮行き』（天然文庫）がある。

・伊藤ガビン（ボストーク株式会社）

書籍の執筆編集、ゲーム開発、美術展のプロデュース、美術作家、美大教授など多岐に渡り活動。2008年、グラフィック

デザイナーいすたえこ、イラストレーター萩原慶、アーティストMatthew Fargo 、プログラマー林洋介によるデザイン

ユニット「NNNNY」を結成。

・江口宏志（UTRECHT/NOW IDeA）

セレクトブックショップ「ユトレヒト」/ギャラリー「UTRECHT/NOW IDeA」代表。「THE TOKYO ART BOOK FAIR」

共同ディレクター。

・田口まき（MIG代表）

GIRLのつくるセカイを世界に発信するプロジェクト「MIG（ミグ）」プロジェクトを立ち上げる。「MIG」マガジン編集長、

フォトグラファー。

・中村俵太（原宿ROCKET）

1996年同潤会青山アパートでスタートしたアートフリースペース「ROCKET」のディレクターとして、新しいアート・

カルチャーを発信。

・永井祐介（VACANT/NO IDEA）

2009年「第一回 littlemoreBCCKS 写真集公募展」大賞受賞。『varnish and mortar』を出版。 フリースペース

「VACANT」運営。

・南馬越一義（ビームス 創造研究所）

「BEAMS」シニアクリエイティブディレクター。コスメキッチンとのコラボレーションブランド「ジャタッシュ オーガ

ニック」をはじめとする新規事業の立ち上げや、様々なコンテストの審査員、コメンテーターとしても活躍する。

・山田 遊（method Inc.）

ジャンルを問わず、あらゆる分野で産み出される「モノ」に携わる組織、method Inc.代表取締役。DESIGNTIDE TOKYO

ディレクター、NOOKA JAPAN株式会社、最高執行役員。

・米山えつ子（H.P.FRANCE）

「アッシュ・ペー・フランス」企画室クリエイティブディレクター。「Lamp harajuku」、「usagi pour toi」、合同展示会

rooms内「扉の向こう側」のディレクションなどを行っている

※9/13現在、変更となる場合もございます

運営委員

＜運営・全体コーディネート＞

パルコ+Rocket company*/RCKT

実行委員

＜企画提案・クリエーター・アーティスト提案＞

・ 青野賢一（ビームス 創造研究所）

・ 伊藤ガビン（ボストーク株式会社）

・ 江口宏志（UTRECHT/NOW IDeA）

・ 田口まき（MIG代表）

・ 中村俵太（原宿ROCKET）

・ 永井祐介（VACANT/NO IDEA）

・ 南馬越一義（ビームス 創造研究所）
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外部協力

・箭内道彦（クリエーター）

・テレビ東京 ・東京ＦＭ
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LOVE FOR NIPPON Art Project 『366ART HEART COCORO』

9月3日（土）～9月19日（月・祝）

LOVE FOR NIPPONは、様々なジャンルの著名人・アーティストたちがスターター(呼びかけ人)として参加する復興

支援のためのココロのムーブメントです。震災直後より被災地のための様々なアクションを起こし、復興、そしてさら

なる発展までを見据えた活動を日々行っています。あの震災から半年を迎える9月。「LOVE FOR NIPPON」から、

新しいプロジェクトが立ち上がります。アートを通じて、世の中に、街に、人びとのココロに笑顔を届けたい、そんな

想いが動き始めます。

1年365日+新しい未来への1日 = 366の「LIFE」をつないでゆくart projectを立ち上げます―

「LIFE=人生・生きている喜び」をテーマにした 366 のアートを紡ぎ、そのメッセージを今日、明日へとつなげてゆ

く、“メッセージアート展と、そのアートで366日のメッセージアートカレンダー"を作ろうというプロジェクトです。

その、キックオフ(お披露目)として、まずは 100 人の国内外で活躍するアーティスト・クリエイターによるココロの

メッセージアートを集めた1st.エキシビションを、渋谷パルコにて、開催いたします。

生きる喜び・力を明日へと、未来へとつなげられるように。1枚めくるたびに笑顔が生まれるように。

そんな想いを、新しい文化を発信し続ける街・渋谷からはじめ、日本中へと発信してゆきたいと思います。

タイトル：LOVE FOR NIPPON Art Project『366 ART HEART COCORO』

日程 ：9月3日（土）～9月19日（月・祝）

会場 ：パルコファクトリー（パート１・６F）

内容 ：

内外さまざまなジャンルで活躍するアーティスト100人が「LIFE」＝人生・生きている喜び」 、をテーマにメッセージアートを

演。

内外を舞台に様々な分野で活躍するアーティスト、クリエイター達が、それぞれの表現手法を使って、「LIFE」=人生・生きてい

喜びや幸せ、をテーマに制作したココロのメッセージアートを共演。LOVE FOR NIPPONのスターターに名を連ねる、タレント

ミュージシャンなど著名人からのココロのメッセージも展示されます。この展覧会は、明日へと「LIFE」をつないでゆく日めくり

レンダーを制作していこうというアートプロジェクトの、キックオフ(お披露目)イベントとして開催。第 1 弾作品として 100 人

アーティスト・著名人が参加します。会期中には、来場者も参加できる、「みんなで作りあげるLIFE」ワークショップも展開予定

す。

×
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会期中の週末、ギャラリー内でLOVE FOR NIPPONのここまでのさまざまな活動に出会う週末イベントを開催。

メッセージアートが並ぶ空間の中で、様々なアクションに参加していただき、ココロの繋がりをご来場の皆さまのココ

ロへと広げ未来へと繋げていきます。LOVE FOR NIPPONスターターも参加予定です。

※本イベントの収益については、主催開催経費を除き全てを被災地復興支援に役立てさせていただきます。

9月3日に行われたオープニングレセプションには本展覧会に参加しているアーティストや各界著名人の方がご来場し、

華やかな立ち上がりとなりました。

会場レセプション様子：本展覧会参加アーティストの方々もご来場し、華やかな立ち上がりとなりました。

左上：若旦那（湘南乃風）さん作品にメッセージを入れていただきました。

下写真：本展覧会に参加していただいている石井正則さん、広末涼子さんもご来場いただきました。

スターターたちが私物などを出品するチャリティフリーマーケットを開催！

9.3-9.19（EVERYDAY)

トークライブをきっかけに、被災地とのCOCOROなつながりを深めてゆきます！

9.4 | 9.10 | 9.17 | 9.19（HORLYDAY)

被災地の子どもたちに向けて、「本の読み聞かせ」を贈るア

クションやUstream（ユーストリーム）中継なども

予定しています。

掲載使用不可画像 転写厳禁 （c）LOVE FOR NIPPON
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Parts of dress PARADIME・PARADISE

9月16日（金）～9月25日（日）

日本では、様々なスタイルの女の子たちが、日々進化し、オリジナルでインディペンデントな世界観のファッションや

カルチャームーブメントを創り出して、楽しんでいます。

日本の女の子たちの自由な世界観はジャパニーズカルチャーとして海外でも高い評価を受けています。

渋谷パルコは女の子のファッション・カルチャー情報を発信するフリーメディア MIG とタイアップし、期間限定ショ

ップ「PARADIGM・PARADISE」をオープンいたします。また渋谷パルコパート３ 30周年記念として、パート３

にある既存ショップと連動し、ここでしか手に入らないオリジナルのファッションを提案・販売いたします。

■ タイトル：parts of dress PARADIME ・PARADISE

渋谷パルコパート3 30th anniversary × MIG special企画

■ 日程 ：9月16日（金）～9月25日（日）

■ 会場 ：パルコ パート３・１F

内容 ： 「PARADIGM ・PARADISE」はタイトルのように「parts of dress」、「被服をパーツ化」かさせ、

女の子が自由にオリジナルのファッションを楽しめる「paradigm shift」というパーツ化した商品を取り揃え、既

存のファッションに自分らしいパーツを加えることでオリジナルのおしゃれの提案をいたします。期間中は館内の

ファッションブランドも参加し、ここでしか手に入らないファッションを提案いたします。

MIG（ミグ） GIRLのGIRLによるGIRLのための新世界を発信

日本では、様々なスタイルの女の子たちが、日々進化し、オリジナルでインディペ

ンデントな世界観のファッションやカルチャームーブメントを創り出して、楽しん

でいます。

「MADE IN XXX」が、そのエリア性や品質を表すように、「MADE IN GIRL」は、

日本のGIRLによるクオリティを表します。

「MIG(ミグ）」は、強くてカワイイ「MADE IN GIRL」のパワーとクオリティを、

世界へ向けて発信していきます。メインストリームが消えつつある現在、女の子た

ちはオリジナルな感性でお気に入りの世 界を生み出しています。

あらゆるジャンルで同時多発的に起こっているそのムーブメントは、時に交わり、

ざり合い、 新しい流れを生み出します。

MIG はそんな女の子たちのリアルな今を発信するFREE MEDIAです。
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Gizmobiesplayland SHIBUYA POP UP STORE

9月23日（金）～10月23日（日）

SHIBUYA CAMO

多くのブランドとコラボレーションするなど、その優れたファッション性に注目が集まるiphoneプロテクターブラン

ド“Gizmobies(ギズモビーズ)”。同ブランドの期間限定コラボショップが、“Gizmobiesplayland SHIBUYA

PARCOPOP UP STOREとしてパルコ パート1・1階にオープン。

パルコ渋谷館内ブランドとのコラボレーションや、A BATHING APE®、等、Gizmobiesがセレクトした国内ブラン

ドとのコラボ商品の販売など、この期間、渋谷パルコストア内のみ展開致します。

■ タイトル：「Gizmobiesplayland SHIBUYA PARCO POP UP STORE」

■日程： 2011年9月23日(金)～2011年10月23日(日)

■会場： パート1・1Ｆ 共用スペース

■内容： iPhoneプロテクター「Gizmobies」の販売。

“Gizmobies”既成商品販売のほか、同店限定企画として、A BATHING APE®の限定デザイン商品や、

パルコ館内ブランドショップとのコラボレーション商品の販売をいたします。

■Topic1■9月23日(金)〜29日(木)の期間A BATHING APE®がストアジャック。

限定デザインを多数リリース。

■Topic2■渋谷パルコ館内ブランド STUSSY,Candy Stripper,FRAPBOIS などとのコラボレーション

GizmobiesやGizmobiesがセレクトしたブランドとのコラボレーション商品を多数ご用意。

＜コラボレーションブランド＞

A BATHING APE®、AMBUSH®、Balcony and Bed、Candy Stripper、dazzlin、EMODA、FIG&VIPER、

FRAPBOIS、fur fur、GIZA、JOYRICH、MURUA、ROYAL PARTY、STUSSY、6%DOKIDOKI、rooms

LINK監修注目ブランド and more…

Gizmobiesplayland は、ラスベガスで誕生したプロテクター“Gizmobies(ギズモビ

ーズ)”を専門に、セレクトショップ“GR8”が Gizmobies アジア総代理店

“VELOCITY”とのパートナーシップのもと企画・運営しています。厳選された各デ

ザイン、様々なアパレルブランドやキャラクターとのコラボレーションは勿論、

Gizmobiesplaylandでしか手に入らない稀少な限定モデルも続々登場いたします。
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新・幕末純情伝 パルコ劇場 つかこうへい 追悼公演

9月13日（火）～9月25日（日） パルコ劇場

国とは、女のことぜよ。

「演劇界の風雲児」と言われつつ、戦後の演劇界に一時代を築いた、偉大な劇作家・つかこうへい。

しかしながら、2010年7月10日、62歳という若さで惜しまれつつこの世を去りました。彼の遺した名作は

数知れず、彼の手によって開花していった俳優が多いことも周知されています。

『幕末純情伝』は、幕末の京都を舞台に、新撰組の沖田総司が実は女だったという、つかこうへい独特のユニー

クな着想のもと、1989年8月、PARCO劇場にて劇的に、初演の幕を上げました。それ以降、『熱海殺人事件』

『飛龍伝』と並ぶつか氏の代表的な作品として愛され、これまで幾度となく上演され続けています。

2003年には、杉田成道演出のもと、広末涼子、筧利夫の2大スターが熱演し、大絶賛を受けました。さらには

2008 年に石原さとみと真琴つばさという異色のキャスティングで18年ぶりにつかこうへい氏が直接演出をつ

とめたことで話題となりました。

パルコ劇場で20年ぶりに再演される今回、紅一点の5代目、沖田総司を演じるのは、鈴木 杏。今や人気、実力

ともに日本の演劇界の中心を走る存在です。

つか氏没後 1 年が経ちましたが、彼の熱く日本を見据える作品は色あせることなく、役者たちに、観客たちに、

受け継がれていくことでしょう。

2011年。『幕末純情伝』が、あらたな伝説を創り上げる!どうぞご期待下さい!

タイトル：新・幕末純情伝

公演日程：9月13日（火）～9月25日（日）

作 ：つかこうへい

演出 ：杉田成道

出演 ：鈴木 杏

馬場 徹 和田正人 吉田智則 小澤雄太

加藤雅也

武田義晴 富岡晃一郎 逸見輝羊 川畑博稔 南野真一郎

伊澤 玲 相良長仁 藤榮史哉 佐藤義夫 小野哲平

蟹田光国

・

山崎銀之丞
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参考資料

◆『LOVE HUMAN.』とは

2010年9月よりコーポレートメッセージとして採用している『LOVE HUMAN.』は、1969 年の「池袋PARCO」

誕生以来、ファッションのみならず、音楽やアート、演劇などのカルチャーを積極的に紹介し、さまざまな新しい才能

の発見やその応援をしてきた企業姿勢を表しています。

また、パルコは都市のライフスタイルプロデューサーとして、その時代ごとに「コト」「モノ」「サービス」を融合さ

せた、心豊かな生活を提案する店づくりをしてまいりました。『LOVE HUMAN.』というメッセージには、いまの時

代を見つめ直したときに、改めて、自信を持って未来を切り開いていく才能のある人たちを応援していく企業としての

想いを込めています。

パルコでは、このメッセージをすべての活動の根底に携え、テナント運営やイベント企画などを行っております。

＜広告・宣伝＞

2011年5月に新聞広告や店内ポスター等で展開した広告には

14歳の新人モデルを起用し、まだ世に知られていない新しい才能

にスポットをあてました。また、震災の被害にあった仙台パルコ

の前で、仙台パルコのテナントスタッフらとともに撮影した広告

には、「人と人との絆を大切にし、力をあわせて復興させよう」と

いうメッセージも込めています。

＜企画展＞

「WOMEN on the TOWN 三越とパルコ、花開く消費文化」

現在アド・ミュージアム東京にて一つの店(小売業)から発信されたマーケティングや広告が新しいライフスタイルや価

値観を生み、消費文化として生活に浸透していった20世紀後期の小売業の広告手法としてパルコの手がけてきた広告

戦略、文化活動を紹介しております。未来を切り開いていく才能のある方々との取り組みをポスター、CMの数々から

ご覧いただけます。また渋谷の象徴的な街メディアとして 1970 年代に登場したウォールペイントを多摩美術大学の

学生の方に再現していただくという実験的な展示もしております。

■ タイトル：WOMEN on the TOWN 三越とパルコ、花開く消費文化

■ 日時 ：10月10日（月）まで

■ 場所 ：アド・ミュージアム東京（東京都港区東新橋1-8-2カレッタ汐留 入場無料）

第1弾ポスター 第2弾ポスター

左：「女は明日に燃えるのです 6 月 14 日

ファッションハウス渋谷パルコ誕生」

1973年ポスター

中：「モデルだって顔だけじゃダメなん

だ。」1975年ポスター

右：企画展ポスター


