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ＰＡＲＣＯ  

MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２００９．６ 

パルコのトピックスをご紹介いたします。 
 

 

■全国パルコ 企画・イベント情報 

・  半期に一度の特別な４日間！ 『 ＰＡＲＣＯ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ 』 開催  

     

    ･  続報！ ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳ キャンペーン 

       日本最大級の水着モール オンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』に登場！ 

 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 【渋谷ＰＡＲＣＯ】 

    【パルコファクトリー】 ・ ＰＡＲＣＯ ４０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ  『ＴＯＫＹＯ１９６９』 

                  ・ 『 ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ‘０９ 』 

 

【ロゴスギャラリー】   ・「くまのこミン」 原画展 

   ・マリーニ＊モンティーニ 6 月の部屋展 

 

■演劇情報  パルコ劇場  

3 話連続上演でお届けする珠玉のラヴストーリー 「ＬＯＶＥ３０ ｖｏｌ．３」  

 

■音楽情報  クラブクアトロ 6 月の主要企画 ／ 名古屋クラブクアトロ 20 周年企画 

 

■出版関連  ホームベーカリー本 初の自家製酵母パンのレシピ集 

『自家製酵母のホームベーカリーレシピ』  発売中 

 

■映画関連  シネクイント 10 周年記念 『鈍獣』  5 月 16 日よりロードショー 

 

◆本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先◆ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

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 

◆パルコの情報はホームページでもご覧いただけます。 www.parco.co.jp 

 

□本資料はＰＤＦ版をＰＡＲＣＯホームページにも掲載しております。

http://www.parco.co.jp/group/press/eigyo.php 



 
MONTHLY INFORMATION

■全国パルコ  企画・イベント情報                                   

半期に 1 度の全館セール 『ＰＡＲＣＯ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ』 

人気ショップがＳＡＬＥ１０％ＯＦＦ＋〈ＰＡＲＣＯカード〉でさらに５％ＯＦＦ 

２２（金）全店一斉スタート 
 

パルコでは、恒例・半期に一度のプロパー期におけ 

る全館セール『ＰＡＲＣＯ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ』を下記 

概要にて開催いたします。パルコファンにメリットの 

多いうれしいお買物チャンスです。 
 

■企画タイトル： ＰＡＲＣＯ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ 

■企画会期 ：  ２００９年５月２２日(金)～２５日(月)  

■実施店舗 ：  全国パルコ１８店舗 

 (札幌・仙台・宇都宮・浦和・千葉・津田沼・池袋・渋谷・吉祥寺・調布・ひばりが丘・ 

新所沢・松本・静岡・大津・広島・熊本・大分）  

※心斎橋パルコは開催いたしません。 

※名古屋パルコ『PARTY & SALE』 ５月 22 日(金)～31 日（日) 

※名古屋パルコ・池袋パルコ・広島パルコ 5 月 21 日（木）〈PARCO カード〉会員限定セール開催 

 

■企画内容 ：  ①テナント 各ショップ・全商品１０％ＯＦＦ (※一部除外店舗・商品がございます) 

②〈ＰＡＲＣＯカード〉５％ＯＦＦ (※ご請求時) 

 

□ ＮＥＷ！ □  最終日限定！モバイルメルマガ会員 

１０，０００円以上お買上げ ５００円優待券プレゼント   

■５月２５日（月） １０，０００円（税込）以上お買上げの方に５００円分優待券、進呈 

※当日レシート合算可 ※当日の新規入会も対象 

□抽選で 20 名にレシート１枚分のお買い物全額キャッシュバック ※上限５万円まで 

 

■媒体展開 ：  ポスターB 全：1 種・B3：1 種 （全国パルコにて掲出） 

            ＴＶＣＭ15 秒：1 種 （関東ＯＡは５月１８日（月）～２５日（月）予定） 

〈ＰＡＲＣＯカード〉会員 ダイレクトメール 約 550 千通  ほか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要： 

・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード ・年会費・入会費無料 

 (アメリカン・エキスプレス付き〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/ 

年会費無料の２種)  

・カード特典：《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての《セゾン》カード機能 ＋ 

オリジナル特典（発行後約 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ/年数回開催 

５％ＯＦＦ期間あり/会員優待企画へのご招待やセール情報をいち早くご案内） 詳細は、http://www.parcocard.jp/
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MONTHLY INFORMATION

【続報】’09 ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳキャンペーン 
 

パルコのオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』に５／２０、ＯＰＥＮ 

パルコの水着がネットでも買える、 

日本最大級の水着モール登場！ 
 

全国のパルコで展開されている大手水着取扱い６ブランドショップの 

水着がネットでも購入できる。日本最大級の水着モールがパルコの 

オンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』にオープンいたします。 

約５００点のトレンド水着をラインナップ。夏本番に向けて、新たな最新 

水着も続々登場していきます。ご注目下さい。 
 

■スタート日   ： ５月２０日（水） 

■取扱ブランド ： 三愛水着楽園／ラウレア／エアカラーズ 

             ミューラン／ロコブティック／ASH&DIAMONDS など 

2009PARCO SWIM DRESS 

キャンペーンポスター 
■オンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』 www.parco-city.com 

 

 

 

 
この夏だけのとっておき！パルコ 2009限定水着、登場 

パルコ各店で展開している水着４ブランドとのコラボレーションに 

よるパルコ限定水着が登場します。トレンドとスタイルアップを備え 

た『美胸ビキニ』の開発など、パルコのスタッフが『自分で買いたい』 

↓ピーク＆パイン ￥15,750 

↑ラウレア ￥14,700 

という想いを形にした水着にご注目下さい。 

■限定水着ブランド： 三愛水着楽園 ２点 ／ ラウレア ３点  

 ミューラン ２点 ／ エアカラーズ ６点 

（三愛水着楽園：人気水着に同柄限定シュシュ付の 

パルコセット２点（各３色展開）も登場） 

 

 

清川あさみデザイン 「夏盛りビニール BAG」プレゼント！ 
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佐々木希が登場している PARCO SWIM DRESS キャンペーンポスターのアート 

ディレクターである清川あさみがこの夏限定・ビーチでも普段使いでも楽しめる 

「夏盛りビニール BAG」をデザイン。水着お買上特典としてプレゼントいたします。    

■プレゼント期間 ： 5 月 22 日（金）～ ※一部店舗により異なります。 

■プレゼント内容 ： パルコの水着ショップにて 10,000 円（税込） 

※画像はイメージです。以上の水着をお買い上げの方先着 ※なくなり次第終了 

 

 限定水着、全国パルコの水着ショップ詳細はこちらパルコの水着サイト www.parco-swim.com

http://www.parco-swim.com/


 
MONTHLY INFORMATION

■ PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】                               

PARCO 40th anniversary『TOKYO1969』 
 

　　　　　池袋PARCO　OPEN
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会  期 ： 2009 年 5 月 29 日(金)〜6 月 15 日(月)  

       10：00～21：00 最終日は 18：00 にて閉場 

（入場は閉場の 30 分前まで・会期中無休） 

入場料 ： 一般３００円 学生２００円 小学生以下無料 

内  容 ： 1969 年、携帯電話はもちろんインターネットもコン 

ビニもなく、東大安田講堂に学生が立てこもり、新宿西口広場 天井棧敷「毛皮のマリー」 　
フランクフルト公演版

にはフォークゲリラが集結。アポロ 11&12 号が続けて月面着陸 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：宇野亜喜良

に成功し、40 万人もの大観衆を集めた伝説のウッドストック・フェ 

スティバルが開催された年 1969 年のカルチャーを体感できる、 

当時の TOKYO ｶﾙﾁｬｰを伝える貴重なレコード、アートポスター、 

広告森山大道氏の写真などを展示する他、ウッドストックフェスティバルの 

woodstock
 warner music

映像も上映。レコードコンサートやトークイベントなどイベントを各週末に開催。 

 

 

 

 

☆立川直樹氏をホストに迎えたトークイベント             ☆レコードコンサート    

5/30（土） 16：00～ 大野真澄（元ガロ ヴォーカル）        ６/14（日） 人気ロックバー「PB」の DJ 福田泰彦  

6/6 （土） 16：00～ 近田春夫                      ＊大貫憲章、志摩遼平（毛皮のマリーズ） 

6/7 （日） 14：00～ 森 雪之丞                              開催決定。 

6/13（土） 16：00～ 森永博志                      ＊詳しくは HP でご確認下さい。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2009.06.20.sat－2009.06.29.mon 
会  期：2009 年 6 月 20 日（土）～6 月 29 日（月） 

     10：00～21：00 最終日は 18：00 まで 

（入場は閉場の 30 分前まで ・ 会期中無休） 

入場料 ：300 円（税込） 小学生未満無料 

内  容：世界各国のアーティスト、ブランド、企業とコラボレーションし、 

注目を集め続ける BE@RBRICK、極限までリアルに作りこむ 

アクションフィギュアの最高峰 REAL ACTION HEROES、 

そして PROJECT BM ! 、クオリティの高さとコレクターを唸らせる 

ラインナップで人気のソフトビニール製フィギュアシリーズ 

VCD（Vinyl Collectible Dolls）など、メディコム・トイ 

新作フィギュアの大展示会。 

 

 

 

 

パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3477-5873 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当/ 大森（TOKYO1969） :omo-yuka@parco.jp     高橋（MEDICOM TOY EX） :taka-ken@parco.jp 

© 2009 MEDICOM TOY  

BE@RBRICK TM ＆ © 2001-2009 MEDICOM TOY 

CORPORATION. All rights reserved. 

 



 
MONTHLY INFORMATION

■ PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                               

 

 

 

 

 

 

 
 

2009 年５月 28 日（木）～6 月 9 日（火） 渋谷パルコ ロゴスギャラリー 
 

「くまのがっこう」の作者、あいはらひろゆき（文）とあだちなみ（絵）の二人が創りだす、 

人気絵本シリーズ「くまのこミン」。その心あたたまる物語と、 

美しい色彩で愛情あふれる世界を広くご紹介するため、 

このたび初めての原画展を開催いたします。作者自らセレクトした 

原画20点の展示を中心に、会場全体で「くまのこミン」の世界を 

感じていただける様に趣向を凝らした展示を行います。 

また作者二人によるトークショーやサイン会、ラジオDJの 

秀島史香さんの読み聞かせ会などを予定しております。 

期間中会場では、この展覧会に合わせて作られた特別な、 

そしてとびきりかわいい「くまのこミン」グッズの販売もいたします。 ©A2

 お子様から大人まで「くまのこミン」の世界を色々な形で体験し、楽しんでいただける展覧会です。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

marini＊monteany exhibition 6 月の部屋展 
マリーニ        モンティーニ 

2009 年 6 月 11 日（木）～６月 24 日（水） 渋谷パルコ ロゴスギャラリー 

 

愛らしくちょっと不思議なキャラクターたち、溢れ出す色彩― 

男女二人組のイラストレーター・marini＊monteany（マリーニ＊モンティーニ） 

が創り出すイマジネーション豊かな世界は、大人から子どもまで幅広い層の 

人気を集めています。 

ロゴスギャラリーでは彼らのこれまでの作品に加え、新作原画、 

オブジェやモビール等の立体作品、雑貨を展示販売する「6 月の部屋展」を 

開催いたします。会期中の週末にはワークショップも開催、 

彼らの創作世界に直接触れていただけます。 

梅雨を吹き飛ばすような、楽しい「6 月の部屋」にぜひいらしてください。 

©marini＊monteany 
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ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート１・Ｂ１Ｆ（東京都宇田川町１５-１） ＴＥＬ：03-3496-1287 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当：江本 E-mail:emo-tae@parco.jp 



 
MONTHLY INFORMATION

■演劇情報                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

舞台のコンセプトは”上演時間 30 分”男女の俳優二人が演ずるドラマ” 

脚本家に託したのは、ワンシチュエーションで異性を意識した感情の 

絡むストーリー。登場人物は男女二人だけ、もちろん未発表のオリジナル 

作品、果たして 30 分でどんなドラマが描けるのだろうか？ 

そのリクエストを受けて過去 2 回、6 人の作家が挑み、30 分ながら珠玉 

のラブ･ストーリーが 6 作品生まれました。今回脚本を担当するのは、 

3 人の女性シナリオライター、TV 等映像の分野で活躍中の 3 人の女性作家が、それぞれの視点から描

き出す男女二人の物語を、今回も宮田慶子の演出、稲本響の音楽で 3 作品を連続上演いたします。 
                                                                            
■作：後藤法子「ピアノ･レッスン」  出演：勝村政信＆高岡早紀 

■作：藤本有紀「シャボン」  出演：松重豊＆ともさかりえ 

■作：横田理恵「エアコンな夜」  出演：鈴木浩介＆西田尚美  ■演出：宮田慶子 音楽：稲本響              

【料金】7,350 円（全席指定・税込） 絶賛発売中 【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858             

 

 

 

鬼才・寺山修司が、美輪明宏のために書いた伝説的名作。1967 年の 

初演以降、幾度となく上演され、そのたびに美輪が磨き上げ、ゴージャス 

でエンタテイメント溢れる作品。今回の上演では、かつて及川光博が演じ 

たこともある美少年役に、800 人のオーディションの中から選ばれた新人 

の吉村卓也を抜擢。マリーの下男である醜女のマリーには、麿赤児、 

美少女役には若松武史など、前回公演でも大評判だった個性的な 

実力派俳優が脇を固める。                                                                              

■主催：テレビ朝日・TBS ラジオ 企画制作パルコ  

制作協力：オフィスミワ  ■作：寺山修司 ■演出・美術：美輪明宏                                         

■出演：美輪明宏。吉村卓也、麿赤児、若松武史、菊池隆則 他 

■公演会場：6 月 2 日（火）･3 日(水)仙台・イズミティ 21･大ホール  6 月 5 日（金）～7 日（日）愛知県芸術劇

場・大ホール  6 月 10 日（水）･11(木)福岡市民会館  6 月 13 日（土）･14 日(日)広島・アステールプラザ･

大ホール  6 月 17 日（水）新潟県民会館  6 月 19 日（金）宇都宮市文化会館・大ホール 

◇パルコ劇場◇ PARCO presents 

『 ＬＯＶＥ ３０  VOL.3 』 

3 人の気鋭の女性シナリオライターによるオリジナルドラマ。 

3 組の男女による 30 分一本勝負。 

3 話連続上演でお届けする珠玉のラヴストーリー。 

寺山幻想演劇×美輪ワールドの金字塔！『毛皮のマリー』 ◇地方公演◇

【お問い合わせ先】 各地主催 詳細は www.parco-play.com 
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■本件に関するお問い合わせ先   http://www.parco-play.com/

 パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１・９Ｆ） TEL:03-3477-5858 

パルコ エンタテインメント事業局 劇場営業担当 TEL:03-3477-5857 

http://www.parco-play.com/


 
MONTHLY INFORMATION

■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ ６月の主な企画                                     

 

LIVING END <リヴィングエンド> 

■6 月 3 日（水）心斎橋、6 月 4 日（木）名古屋 

94 年、オーストラリア・メルボルンで結成。96 年にグリーン・デイのオーストラリア・ツアーでサポートで一

気に知名度を上げ、97 年のデビュー・アルバム『リヴィング・エンド』で大ブレイク。オーストラリアの国民

的ロック･バンドとなる。パンクにロカビリーの要素を加えたサウンドが特徴。昨年のサマーソニックに続

く単独来日ツアー。 

 

チャットモンチー 

  6/9 

■6 月 9 日（火）広島   

徳島出身の 3 人組ガールズ・バンド。05 年にデビュー。楽曲 

のクオリティーとグルーヴ感あふれるロック・サウンドで注目を 

集め、07 年のアルバム『生命力』が大ヒットし人気を不動の 

ものとした。武道館 2days を完売するなど今や日本を代表 

するロック・バンドに成長した彼女達。1 年 4 ヵ月ぶりとなる 

3rd アルバム『告白』を携えての全国ツアー。 

 

くるり 

■6/16（火）広島 

96 年、岸田繁を中心に立命館大学のサークル仲間で結成。98 年にシングル「東京」でメジャー・デビュ

ー。リリースを重ねるたびにアバンギャルド、エレクトロニカ、クラシックなどの音楽要素を呑み込みなが

ら、同時に映画音楽、野外フェスティバルの主催など旺盛に活動し、日本のロックを牽引する存在になっ

ている。4/29 に最新シングル「愉快なピーナッツ」をリリースした彼等の全国ツアー。 

 

“第 4 回東京うたの日コンサート” 

■6/18（木）、19（金）、20（土）、21（日）渋谷 

石垣島出身の BEGIN が沖縄慰霊の日の翌日 6 月 24 日を“うたの日”として、2001 年に沖縄でスタート

させた「うたの日コンサート」の東京版。渋谷・道玄坂の老舗ライブハウス BYG の主唱の下 06 年にスタ

ートし、今年で 4 回目を迎える。今回、開催期間を 4 日間に拡大し、メイン会場の渋谷クアトロを中心に 3

拠点で同時開催する。  出演：BEGIN / 風味堂 / ZAZEN BOYS / 遠藤賢司 /他 

 

オリジナル・ラヴ 

■6/28（日）名古屋、6/29（月）心斎橋、7/1（水）渋谷 

93 年のメジャー・デビュー後、渋谷系ムーブメントの中核を担い 90 年代の音楽シーンをリード。「接吻」

「プライマル」などの名曲でも知られ、現在も精力的に意欲作を発表し続ける田島貴男のソロ・ユニット。

映画『おっぱいバレー』の主題歌を持田香織（Every Little Thing）との覆面ユニット Caocao として担当し

ている事でも話題の彼の久々のライブ・ツアー。 
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Yael Naim <ヤエル・ナイム> 

■6/22（月）・23（火）渋谷、6/24（水）心斎橋 

1978 年パリ生まれ、イスラエル育ちの女性シンガー・ソング 

ライター。昨年、アップル社 MacBook Air の CM ソングとして 

「ニュー・ソウル」が起用され世界的にブレイク。繊細なアコー 

スティック・サウンドとヘブライ語でささやく癒し系ヴォイスで 

一躍最も注目される女性アーティストとなった。日本では新曲 

「ピクニック」が NISSAN ｃｕｂｅの CM ソングとして好評オンエア 

中の彼女。待望の来日公演。 

 

クレイジーケンバンド 

■6/29（月）広島 

“ヨコハマが生んだ東洋一のサウンドクリエーター”こと横山剣率いる 

バンド。ソウル/ジャズ/ボサ・ノヴァ/ロック/昭和歌謡などを融合した 

雑食な音楽性とエンタテインメント精神溢れるパフォーマンスで、 

音楽シーンのみならず各方面で熱狂的な支持を集めている。 

08 年春のライブハウス・ツアー。 

 

 

 

■名古屋クラブクアトロ 20 周年企画■ 

“NAGOYA CLUB QUATTRO 20th ANNIVERSARY SPECIAL” 
1989 年 6 月 29 日にパルコ名古屋店と同時にオープンし、今年で名古屋パルコともども 20 周年を迎え

る名古屋クラブクアトロ。オープン日 6 月 29 日を挟んで約 1 ヶ月間、縁のアーティストからブレイク間近

のニューカマーまで、他では観られないスペシャルなチョイスで開催。 

【主な企画】 

TOKYO NO.1 SOUL SET × リリー･フランキー 

吾妻光良＆THE SWINGING BOPPERS × SAKE ROCK 

BEAT CRUSADERS × THE COLLECTORS 

the 原爆オナニーズ × BRAHMAN 

EGO-WRAPPIN' × SHEENA&THE ROCKETS 

イースタンユース × MO'SOME TONEBENDER 

ZAZEN BOYS × Tha Blue Herb 
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■公演に関するお問い合わせは下記まで http://www.club-quattro.com/ 

パルコ エンタテインメント事業局 音楽担当 TEL:03-3477-5831 

□渋谷クラブクアトロ TEL:03-3477-8750 □名古屋クラブクアトロ TEL:052-264-8211 

□心斎橋クラブクアトロ TEL:06-6281-8181 □広島クラブクアトロ TEL：082-542-2280 
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■パルコ出版の新刊情報                                                     

ホームベーカリー本 初の自家製酵母パンのレシピ集 

『自家製酵母のホームベーカリーレシピ』           
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上田まり子・著                                 

定価：1,575 円（税込） 

仕様：B５判 

 

ホームベーカリー本としては初となる、自家製酵母パンの 

レシピ集。元来、ホームベーカリーでは難しいとされていた 

自家製酵母パンですが、上田まり子が研究に研究を重ね、 

レーズン酵母と、粉の配合を完成させました。 

小麦本来のおいしさが引き出された「自家製酵母パン」が 

ホームベーカリーで簡単に作れる、画期的な一冊です。  

パナソニック、ＭＫ精工、象印など、現在販売している主要 

なホームベーカリーに対応しています。 

 

 

 

＜プロフィール＞                                                                

上田まり子（ウエダマリコ）                                                          

パンづくりは 1997 年から独学ではじめ、辻調製パン通信講座を修了。運営していたホームベーカリーの

サイトが話題となり、2003 年にはじめてのレシピ集が出版され、話題に。以後次々と著書を発表。現在

は自宅でパン教室、パソコン教室を主宰している。 

 

 

 

 

 

■当社出版物に関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 

パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

シネクイント 10 周年記念 
『鈍獣』 
 

世界一鈍いアイツが、 

俺たちの人生を壊しにやってくる。 

5 月 16 日(土)より、ロードショー！  

宮藤官九郎、伝説の舞台の映画化！ゾクッと笑って、そして 

なんだか心にしみる友情と裏切りのハートボイルド・ミステリー。 

脚本は宮藤官九郎。04 年演劇界に衝撃を与えた伝説の舞台 

｢鈍獣｣を自ら映画用に練り直した。メガホンをとるのは気鋭の 

映像クリエーター細野ひで晃。個性的なキャストたちの驚異の 

化学反応をスクリーンに焼き付けた!!主題歌を担当するのは、ゆずとキマグレンで結成されたユニット

｢ゆずグレン｣。かつてない映画体験“鈍獣ワールド”をどっぷりと堪能せよ!! 

10:20／12:35／14:50／17:05／19:20／21:30(～23:30) 

監督：細野ひで晃（第一回監督作品） 脚本：宮藤官九郎 配給：ギャガ・コミュニケーションズ

出演： 浅野忠信 北村一輝  真木よう子  佐津川愛美 ジェロ 本田博太郎 

／南野陽子 ユースケ・サンタマリア  

2009 年/日本/106 分/カラー/ヴィスタ/ドルビーSR  ©2009『鈍獣』製作委員会 

 

次回ロードショーのご案内                                            

『サンシャイン･クリーニング 』  

  9/9 

『リトル･ミス･サンシャイン』のプロデュースチーム再び！  

７月ロードショー予定！ 

がけっぷちの姉妹が見つけた仕事は…事件現場のハウスクリーニング!? 

切なさと爽快感がブレンドされ、晴れやかな気持ちになる、今夏最高の 

ヒューマン･ドラマが豪華キャストでいよいよ登場！ 

監督： クリスティン･ジェフズ脚本： メーガン･ホリー 

出演： エイミー･アダムス 『魔法にかけられて』 

エミリー･ブラント 『プラダを着た悪魔』 

アラン･アーキン 『リトル･ミス･サンシャイン』 

メアリー･リン･ライズカブ 『24 Twenty Four』 ほか  

原題： Sunshine Cleaning  ©2008 Big Beach LLC, 

 ■シネクイント上映スケジュールに関するお問い合わせは下記まで http://www.parco-publishing.jp/ 

シネクイント（渋谷パルコ・パート 3 8F） TEL:03-3477-5905 

パルコ エンタテインメント事業局 映像担当 TEL:03-3477-8911 

http://www.gaga.co.jp/
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