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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 

         ・バレンタインキャンペーンのご案内 

 

■ＰＡＲＣＯ ＡＲＴ情報 ～渋谷パルコ 【パルコファクトリー】【ロゴスギャラリー】 

         ・PARCO40 周年×月刊 MOE30 周年 記念原画展 MOE 絵本フェスティバル 

         ・黒田潔 『森へ』出版記念展 

 

■演劇情報  「なにわバタフライ N.V」 

 

■音楽情報  クラブクアトロ 2 月の主要企画 

          

■映画関連  『（500）日のサマー』、『パレード』、『かずら』 

 

 
 
 

◆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 

ＰＡＲＣＯ  

MＯＮＴＨＬＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

２０１０．２ 
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MONTHLY INFORMATION

■パルコ バレンタインキャンペーンのご案内                             

フードコーディネーターSHIORI さんがパルコで 

チョコ作りクッキングショー＆トークイベントを開催！ 
 

今年のパルコバレンタインテーマは『手作りチョコレート

を贈ろう』です。昨今の消費マインドが依然として「節約傾

向」「巣ごもり消費」傾向が見られる中、バレンタインへの準

備は「お家で楽しく手作り」、彼へのチョコ＝「彼チョコ」を贈

るモチベーションアップへと繋げていきます。 

そこで 2009 年オリコン作家別ランキングのトップ 10 入り

をし、シリーズ累計 150 万部を突破した『作ってあげたい彼

ごはん』（宝島社）の著者で最も旬なフードコーディネーター

SHIORI さんをイベント起用！ 

★バレンタイン企画での SHIORI さんのイベント出演
はパルコが独占しています 
＊「彼チョコ」は宝島社刊 e-MOOK『作ってあげたい彼チョコレート

special』より引用し、（株）パルコ・（株）宝島社間にて企画連動を図り

ます。 

 

 
 
 
 
 
 

 

フードコーディネーター SHIORI×PARCO 

チョコ作りクッキングショー＆トークイベント情報 
・1/31（日） 渋谷店『バレンタイン特別クッキング教室』  

                                                会場：PART3/7F/ABC クッキングスタジオ 

・2/6（土） 浦和店『チョコ作りクッキング＆トークショー』 

                                                                   会場：４F/特設会場 

・2/11（木・祝）札幌店『チョコ作りクッキング＆トークショー』 
会場：本館 8F/Shelf 

・2/13（土） 宇都宮店『特別サイン会』 
会場：9F/フリースペース 

※渋谷・浦和・札幌店は実演＆トークショー及びサイン会開催/参加条件は各店により異なります。 
 
◆パルコ WEB サイト『www.parco.co.jp』では手作りチョコキット他を紹介◆（1/22～） 

パルコのおすすめキッチングッズや彼へのギフト紹介のほか、手作りレシピ等を WEB にて掲載！ 

 

 

＜SHIORI プロフィール＞ 

1984 年生まれ/出身地：埼玉県 

料理家のアシスタントを経て独立。「若い女の

子にもっと料理を楽しんでもらいたい」をモット

ーにファッション誌を中心に活躍。 

ameblo.jp/karegohan 

1/8（金）発売の最新刊

e-MOOK『作ってあげたい

彼チョコレート special』

（宝島社）掲載でのとって

おきのレシピを実演紹介

しながら、特別トークショ

ーを開催いたします。 

定価/480 円 

■本件に関するお問い合わせ先 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  e-mail:ono-jun@parco.jp 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】【ロゴスギャラリー】40 周年記念 最終企画            

 
第2回絵本屋さん大賞 第1位 

加藤久仁生『つみきのいえ』 受賞！ 

PARCO40周年×月刊MOE30周年  

記念原画展 

MOE絵本フェスティバル 
★第１会場：パルコファクトリー 

（渋谷パルコ パート 1・6Ｆ） 03-3477-5873 

■会期：2010 年 2 月 8 日（月）まで 

10：00～21：00（最終日は 18 時閉場） 

＊入場は閉場の 30 分前まで 

■入場料：一般 300 円 学生 200 円 小学生以下無料 

★第２会場：ロゴスギャラリー 

（渋谷パルコ・パート 1・B１F） 03-3496-1287 

■会期：2010 年 1 月 15 日（金）～2 月 8 日（月） 

10：00～21：00（最終日は 18 時閉場）/入場無料  

■主催：パルコ/白泉社                              

 

 本展覧会では、誰もが子供のころから慣れ親しみ、大

人になっても魅了されている“絵本の原画”を、月刊「MOE」 

（白泉社）の30周年を記念して多数展示。手描きの魅力

と原画の持つパワーを存分に楽しめます。加えて、80 

名以上の作家さんから届いたお祝いメッセージも展示。 

渋谷パルコの文化スペース２会場（パルコファクトリー、 

ロゴスギャラリー）をフル稼働し、多くの作品をご覧いた

だけるようにしております。また、複製原画の販売や記

念グッズも販売。 

 

◆参加作家◆ 

雨宮尚子、荒井良二、池田あきこ、加藤久仁生、kabott、

川浦良枝、菊田まりこ、工藤ノリコ、こみねゆら、酒井駒子、 

島田ゆか、杉浦さやか、スタジオジブリ吉田昇、どいかや、原優子、１００％ＯＲＡＮＧＥ、やまだうたこ、エリッ

ク・カール、ゲオルグ・ハレンスレーベン、ディック・ブルーナ 他 

 

 

 

絵/加藤久仁生『つみきのいえ』より

絵/ゲオルグ・ハレンスレーベン MOE へのﾒｯｾｰｼﾞｲﾗｽﾄ 

絵/酒井駒子『よるくま クリスマスのまえのよる』より 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】                                

 

The World of PopplesTM  

～ポップルズの世界展～ 
■2010 年 2 月 12 日(金)～3 月 1 日(月)  
会期中無休 ※最終日は 18 時閉場 

■会場：パルコファクトリー （渋谷パルコ パート 1・6F） 

■入場料：一般 300 円 学生 200 円 ※小学生未満無料 
 

 

ケアベアに次ぐアメリカン・グリーティングス社の人

気キャラクターとして今大注目のポップルズ！ 

1980 年代にアメリカで子供たちに大人気だったポッ

プルズはケアベアやストロベリーショートケーキを生

んだアメリカン・グリーティングス社によって生み出さ

れました。 

ポップルズは人間を笑わせて幸せにするための特殊な 

力を発揮し、ポンポンのついたしっぽと背中に付いた袋 

が特徴的な愛らしい動物。このキャラクター達が誕生してから現在までの歴史と、

その楽しい世界を原画やアートワークにてご紹介します。 

 

会場では、ポップルズのグッズの他、６％DOKIDOKI とのコラボレーショングッズ

を販売予定！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PopplesTM  and related trademarks

Ⓒ Those Characters From Cleveland, Inc.
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                                

黒田潔 

『森へ』出版記念展 
■会期：2010 年 2 月 10 日（水）～2 月 22 日（月） 

10：00～21：00（最終日は 17 時閉場） 

■会場：ロゴスギャラリー 

（渋谷パルコ パート 1・B1F）  

■入場無料 

 ビジュアルストーリーブック『森へ』は、注目のイラストレ

ーター・黒田潔が、小林聡美、もたいまさこをモデルにイ

ラスト、アートディレクションを手がけた 1 冊です。森に生

きる動植物の静寂と躍動を、美しい線画と立体造形で表

現した世界が、ロゴスギャラリーで蘇ります。 

 

＜黒田潔プロフィール＞ 

イラストレーター・アートディレクターとして広告や雑誌のアートワークを手掛ける。新宿サザンビートプロジェ

クトのウォールグラフィックで 2005 年グッドデザイン賞受賞。主な仕事に山田詠美「無銭優雅」装丁、椎名林

檎「茎」PV などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジュアルストーリーブック『森へ』 著者：黒田潔（発売元：PIEBOOKS） 

B5 判/ハードカバー/104 ページ（88 in colors） 定価：2,940 円（本体 2,800 円＋税）  

モデル：小林聡美、もたいまさこ  カメラマン：羽田誠      ★2010 年 1 月 15 日発売★ 

 

★黒田潔サイン会★  2 月 13 日（土）15 時～   

当日、会場にて『森へ』をお買い上げの方に整理券を配布いたします。 

 

■本件に関するお問い合わせ先 株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 

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

ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート 1・Ｂ1Ｆ（渋谷区宇田川町 15-1） ＴＥＬ 03-3496-1287 

http://www.parco-art.com/ 
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■ 演劇情報 ■  ２月の公演ラインナップ                                         

 

あの蝶々＜バタフライ＞が還ってきた！ 

待望のニューバージョン上演決定！ 

「なにわバタフライ N.V」 
■2/７（日）～2/28（日） 

浪花の喜劇女優「ミヤコ蝶々」をモチーフに、“一人

芝居”のイメージを塗り変えたと絶賛された、三谷幸

喜の傑作一人芝居「なにわバタフライ」のニューバー

ジョン上演が決定しました。今回の劇場は渋谷を飛び

出し、シアタートラムというより密接な空間での上演と

なります。2010 年 2 月、新たな「なにわバタフライ

N.V」、乞うご期待ください！ 

 

作・演出：三谷幸喜 出演：戸田恵子 

 

【入場料】7,500 円（全席指定・税込） 

★★前売り券完売！当日券あり★★ 

【お問合せ先】パルコ劇場 03-3477-5858  

提携：世田谷パブリックシアター 後援：世田谷区 主催：パルコ 

 

 

＊パルコ劇場改装中につき、外部会場での公演となります（2 月～4 月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先   

 パルコ劇場（渋谷パルコ・パート 1Ｆ/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/ 
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■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ ２月の主な企画                                     

 

THE HIGHER＜ザ・ハイヤー＞ 
■2/1（月）心斎橋、2/2（火）渋谷 

02 年に米国ラスベガスで結成された 5 人
組。レーベル各社争奪戦の末 07 年にデビュ
ー・アルバムを発表。カラフルでダンサブル
なロック・サウンドとルックスの良さも手伝い、
日本でも熱狂的に迎えられた。昨年は3枚目
のアルバムを発表、FUJI ROCK にも出演し一
段とスケールアップした彼らの待望の再来日
公演。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
DANIEL JOHNSTON＜ダニエル・ジョンストン＞ 
■2/8（月）心斎橋 

アメリカが生んだ孤高の天才シンガー・ソングライターにして、生きる伝説。病的なまで
にメランコリックでアバンギャルドな一方繊細で美しいメロディで、カート・コバーン、ベック、
トム・ウェイツ、デヴィット・ボウイ、ジョニー・デップなど多くのアーティストを魅了する彼。7
年ぶりとなる奇跡の来日公演が決定。 
 
 

 

サンボマスター 
■2/11（木・祝）渋谷、2/13（土）名古屋、2/14（日）心斎橋 

競演：GOING UNDER GROUND（渋谷）、SPECIAL OTHERS（名古屋）、ガガガ SP（心斎橋） 
感情の昂ぶりをストレートに叩きつける極めて激しいステージングと 70 年代フォークから

の影響も濃いメロディ、ソウル魂が炸裂するサウンドで各方面から高い支持を集める 3 人
組ロック・バンド。昨年 11 月にリリースした半年ぶりのニュー・シングル「ラブソング」を携え、
各地ゲスト・バンドを招いての東名阪クアトロ・ツアーを開催。 
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MEW＜ミュー＞ 
■2/22（月）名古屋、2/23（火）心斎橋 

デンマークが誇るエクスペリメンタル・
ドリーム・ポップ・トリオ。美しくポップなメ
ロディとドリーミーで映像的な世界観、迷
宮のようなアレンジ、そしてプログレッシ
ヴな魅力も持った独自のロックで世界的
に注目を集める彼等。昨年は約 4 年ぶり
となるニュー・アルバムを発表、SUMMER 
SONIC にも出演した彼らの待望のジャパ
ン・ツアー。 
 

 

 
Jeff Lang＜ジェフ・ラング＞ 
■2/24（水）渋谷、2/25（木）心斎橋 

オーストラリアの音楽シーンを牽引する孤高の天才シンガーソングライター/ギタリスト。
ルーツ・ミュージックに様々な音楽を取り入れ、超絶的なスライド・ギター・テクニックで度肝
を抜くようなグルーヴを生み出すそのパフォーマンスは世界中の観客を魅了している。大
絶賛を集めた昨年の FUJIROCK に続く待望の単独来日公演。 
 

 

 
PHOENIX＜フェニックス＞ 
■2/26（金）心斎橋 

仏ベルサイユ出身のギター・ポップ・グ
ループ。00 年のデビュー以来、ロックやソ
ウルをエレクトロニクスと絶妙に融合させた
スタイリッシュなポップ・サウンドで、フレン
チ・ロック・シーンの代表バンドとして活躍。
日本でも絶大な人気を誇っている。昨年自
身のレーベルを立ち上げ 2 年ぶり 4 枚目の
新作を発表した彼らの来日公演。 
 

 

 
The Brand New Heavies＜ザ・ブラン・ニュー・へヴィーズ＞ 
■2/25（木）広島 

90 年代初頭にロンドンから世界に飛び火したアシッド・ジャズ・ムーブメントの先駆者。
70 年代スタイルのファンクとアーバンなメロディが受け、クラブ・シーンで圧倒的な人気を
集めた。06 年以降ヴォーカルに絶頂期の看板女性シンガー、エンディア・ダヴェンポートが
復帰。最高の布陣で帰ってきた彼等の待望の来日公演。 
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■マネージメント アーティスト情報                                     

 

アナログフィッシュ 

 

ニュー・アルバム『Life Goes On』 
2/10（水）リリース  

PECF-3004 \2,500（税込） 全 10 曲 
 

昨年結成 10 周年を迎え、08 年以来脱退してい

たオリジナル・ドラマー、斉藤州一郎が復帰。新生

アナログフィッシュによる待望のニュー・アルバ

ム。 

 

 

 

＜プロフィール＞ 

佐々木健太郎（Vo.B.詞/曲）、下岡晃（Vo.G.詞/曲）、斉

藤州一郎からなるツイン・ボーカル/3 ピース・バンド。

1999 年長野県喬木村にて佐々木、下岡の 2 人で結成。

上京後、斉藤と出会い 3 ピース・バンドに。2 人のボーカル/コンポーザーによる楽曲の圧倒的なヴ

ァリエーション、ゆるいキャラクターとは対照的な緊張感を爆発力満載のライブ・パフォーマンスは

他のバンドとは一線を画す。2008 年 3 月ドラムが病気療養の為脱退。しかしサポート・ドラム、キー

ボードを迎えて精力的にライブ活動を行い、2009 年 10 月にはバンド結成 10 周年記念イベントを、

新木場スタジオコーストにて開催し大成功を収める。そして同ステージにてオリジナル・ドラマーの

斉藤がバンドに復帰、盤石の再スタートを切った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公演に関するお問い合わせは下記まで 

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 

http://www.club-quattro.com/ 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

恋を信じる男の子と信じない女の子の、ビタースウィートな 500 日の物語 

『(500)日のサマー』 
大ヒット上映中！！ 

全米が大熱狂、観客のハートをぎゅっとつかんだ今

世紀最強のラブストーリーが誕生！どこかエキセン

トリックなサマーに扮するのは、ハリウッドのファッシ

ョンアイコン、ズーイー･デシャネル。500 日の恋の時

空を駆け巡るストーリーを多彩でポップなスタイルを

駆使し描くのは新進気鋭のディレクター、マーク･ウェ

ブ。片思いと両思いの間に果てしなく広がるグレーゾ

ーン。恋ってどうしてこんなに楽しくてせつないんだ

ろう！ 

監督：マーク･ウェブ 

脚本：スコット･ノイスタッター＆マイケル･Ｈ･ウェバー 

出演： ジョセフ･ゴードン=レヴィット、ズーイー･デシャネル、ジ

ェフリー・エアンド、クロエ・グレース・モレッツ 

原題：(500)DAYS OF SUMMER 

配給：20 世紀フォックス映画 / 宣伝：ミラクルヴォイス PG-12 

2009 年/アメリカ/96 分/シネマスコープ/ドルビーSRD   ©2009Twentieth Century Fox 

 

 

歪みはじめる、僕らの日常 吉田修一×行定 勲    

現代に潜む闇を切り取った深淵なる衝撃の問題作 

『パレード』 
＜2/20（土）より、ロードショー！＞ 

都会の片隅、ルームシェアをしている 4 人。穏やか

な日々に、突然現れた一人の少年。 

同じ町では、連続暴行事件が起きている・・・そして、

彼らの生活はゆっくりと歪みはじめる。やがて待ち受

ける衝撃の結末。共感できるあなたに闇が訪れる。 

原作：吉田修一（幻冬舎文庫） 

監督、脚本：行定勲 

出演：藤原竜也、香里奈、貫地谷しほり、林遣都、小出恵介 

配給：ショウゲート/2010 年/日本/118 分/カラー/ビスタ/ 

ドルビーSR   ©２０１０映画「パレード」製作委員会 
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さまぁ～ず主演！コンプレックス克服ムービー！ 

『かずら』 
＜1 月 30 日（土）より、レイトショー！＞ 
若ハゲに悩むサラリーマン・森山（三村マサカズ）が、転

勤を機に“悩み”の解決を決意。見知らぬ街で遭遇した

ナゾの店主・大和田（大竹一樹）を頼りに人生のスタート

を切るが・・・「さまぁ～ず」が遂に、映画初出演。コンプ

レックスを抱える人間の滑稽さを描いた、シュールでハ

ートウォーミングな「さまぁ～ず」ワールド！ 

原案・監修：小林信也 

監督：塚本連平 

脚本：福田雄一、石川北二、塚本連平  

出演・三村マサカズ、大竹一樹、芦名星、ベンガル、井森美幸、 

田中要次、正名僕蔵、酒井敏也、麿赤児 

主題歌：かりゆし 58「雨のち晴れ」 

配給：クロックワークス 

2009/日本/94 分/カラー/HD24P/ステレオ©2010「かずら」製作委員会                            

■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  

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.parco-pubulishing.jp/ 
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