
2010 年 12 月 

 
PRESS 

 
 
 
 
 
 - 1 - 
 
 
 

 
パルコのトピックスをご紹介いたします。 

 

■ アート情報  特撮リボルテック展 

■ 音楽情報  クラブクアトロ １月の主なラインナップ 

■ 演劇情報  パルコ劇場 『 志の輔らくご』 

■ 映画情報  シネクイントロードショー 『１８０°ＳＯＵＴＨ』 

■ 出版情報  『米粉のパン、麺、おやつ』 『志村正彦全詩集』 

 
◆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 営業企画部 小野 ono-jun@parco.jp 

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 

２０１１．１ 
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MONTHLY INFORMATION 

■PARCO ART 展覧会情報                                                  

特撮 リボルテック展 
海洋堂が企画・製作するフィギュアシリーズ「特撮 リボルテック展」の

開催が決定いたしました。“リボルテック”は、ディスプレイモデルに求め

られる緻密性に加え、高い可動性も同時に実現した史上初めてのフィギ

ュアで、現在、100 種類以上のキャラクター、累計 500 万個の売り上げ

を誇ります。 

会場では、特撮リボルテックシリーズ№００１から最新作までを一堂に

展示。特撮リボルテックを使用したジオラマや、映画製作時に使用した

プロップ等をご覧いただけます。 

 

■タイトル： 特撮 リボルテック展 

■会 場： パルコファクトリー （渋谷パルコ パート1・6F）  

■会 期： 2010年12月23日（祝・木）- 2011年1月11日（月） 

       10:00 - 21:00   

＊入場は閉場の30分前まで・最終日は18時閉場 

■入場料： 入場無料 

■主 催： パルコ  ■企画、製作：パルコ、ケンエレファント、テクノプロ  ■特別協力：海洋堂 

パパパルルルコココでででしししかかか買買買えええななないいい限限限定定定品品品やややオオオリリリジジジナナナルルルノノノベベベルルルテテティィィをををごごご用用用意意意！！！   

   

   

   
 

 

■映画情報 シネクイント １月のロードショー                                              

180°SOUTH （ﾜﾝｴｲﾃｨ・ｻｳｽ） 
★1月22日（土）～2月10日（木）20日限定ロードショー 

 

“パタゴニア”創業者イヴォン・シュイナードと“ザ・ノース・フェイス”創業者

ダグ・トンプキンス。アメリカにおける自然派志向のアウトドアカルチャーは、

イヴォンとダグの伝説的なロード・トリップから生まれたものだった。そして彼

らの生き方に魅せられた1人の青年が伝説の旅の軌跡をたどる。自然を愛

するスペシャリストたちの“人生の旅”を描くライフ・ドキュメンタリー。 

 

©2009 180°SOUTH LLC. 

 

 

 

 

 

 ■本件に関するお問い合わせ■ 

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

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

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社パルコ 営業企画部 大森 omo-yuka@parco.jp TEL 03-3477-5781  FAX 03-5489-7481 
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MONTHLY INFORMATION 

■出版情報 パルコ出版新刊のご案内                                                  

米粉のパン、麺、おやつ 
空前のブームの米粉。フライパン、電子レンジ、ホームベーカリーを使う「パ

ン」から、うどん、中華麺、パスタ、ラザニア、ニョッキなどの手打ち「麺」、洋

風、和風、冷やして食べるヘルシーな安心「おやつ」まで。 

家庭で気軽につくれる、１００％国産米粉のレシピ集です。 

 

■ 大塚せつ子 著 

■ 発売日：2011年1月発売 

■ 予価：1,680円（税込） 

 

志村正彦全詩集 
2009年12月24日、突然この世を去ったロックバンド「フジファブリック」のフロントマン・志村正彦。彼が生前に書き残した、イ

ンディーズ時代から最新アルバム「ＭＵＳＩＣ」まで、歌詞のすべてを収録した「全詩集」です。 

■ 発売日：2011年1月発売 

■ 予価：2,100円（税込） 

 

 

 

 

■演劇情報 １月のラインナップ                                                     

志の輔らくご in PARCO 2011 
六年目のパルコ正月公演も、同一プログラムの予定です。 

選りすぐりの「志の輔らくご」で、新年の幕開けを。 

 

■ 会期：2011年1月5日（水）～2月1日（火） 

■ 会場：パルコ劇場 

      （渋谷パルコ パート１・９F） 

 

 

 

 

 

 

 

 
■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業局 劇場制作担当 TEL 03-3477-5857 

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

■本件に関するお問い合わせ先■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業局  

エンタテインメント事業部 出版チーム TEL：03-3477-5755 
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MONTHLY INFORMATION 

■音楽情報 クラブクアトロ １月の主なラインナップ                                          

DONAVON FRANKENREITER  

＜ドノヴァン・フランケンレイター＞ 
■1/6（木）・7（金）渋谷、1/10（月）名古屋、1/11（火）心斎橋 

オーガニックやスローライフといったライフスタイルを背景に定着した“サー

フ・ミュージック”シーンの第一人者。10 代の頃からプロ・サーファーとして

活躍する傍らバンド活動も開始し、03 年に幼馴染のジャック・ジョンソンの

後押しでデビュー。一躍このシーンを代表する存在となった。最新作

『GLOW』を携えてのジャパン・ツアー。 

 

くるり 

■1/12（水）広島 

96 年、岸田繁を中心に京都で結成。98 年にメジャー・デビュー後もリリースを

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。9月リリースのニュー・アルバムを携

えての全国ツアー。 

 

MO’SOME TONEBENDER  

＜モーサム・トーンベンダー＞ 
■1/20 日（木）広島、1/25（火）名古屋、1/26（水）心斎橋 

当社所属の 3 ピース・バンド、モーサム・トーンベンダー。09 年より突如オー

バーグラウンド・シーンから姿を消していた彼らが2年ぶりに始動。10月に

都内ライブハウスにて 4 週連続のイベント“STRIKES TOKYO”を敢行、

12/8 には遂にニュー・アルバム『STRUGGLE』をリリース。そして久々の全

国ツアーが決定。 

 

MICE PARADE ＜マイス・パレード＞ 

■1/29（土）名古屋、1/30（日）心斎橋 

才人アダム・ピアースのソロ・プロジェクトとして 1998 年にスタート。あらゆる

音楽がミックスされた一人多重録音を駆使したサウンドが話題を呼び、日本

でもクラムボンをはじめ熱狂的なリスナーを持つ彼等。9 月には 3 年ぶりとな

るニュー・アルバム”What It Means To Be Left-Handed”をリリース。そして

2007 年以来の単独公演が決定。 

 
■本件に関するお問い合わせ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部 運営担当 TEL 03-3477-5831 

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

○心斎橋クアトロ TEL 06-6281-8181 ○広島クアトロ TEL 082-542-2280 
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MONTHLY INFORMATION 

■当社所属アーティスト 最新情報                                                     

SISTER JET 

イッツ・ロンリー・ロックン・ロール～ 

ひとりぼっちのこの世界に愛をジェットばせ！ 

SISTER JET の待望の NEW ALBUM『LONELY PLANET BOY』発売決定！！！ 

タワーレコード限定スマッシュヒット・シングル『MR.LONELY』、ビッグレディオヒットシ

ングル『キャラメルフレーバー』、  

2010 年夏 FES で話題曲『ナミダあふれても』全曲シングルカット可能な全 12 曲

収録です。 

 

NEW ALBUM 『LONELY PLANET BOY』  

■発売日 2011 年 1 月 12 日（水）発売  ■価格：￥2.500（税込） 

 

 

SPANK PAGE 

SPANK PAGE 第一章完成。その足跡と現在。映画『BECK』に提供された楽曲を含む

全 16 曲の物語たち。 

SPANK PAGE 待望の 1st.フルアルバムは、デビュー・シングル「koi」の未発表バージョ

ンを始めとするシングル曲に、 

ニュー・レコーディングで生まれ変わったインディーズ時代からの代表曲、そして最新

ナンバーまでの全 16 曲を収録。 

ボーナス・トラックまで含めると何と 80 分という破格のボリューム。まさに第一章の集

大成と呼ぶに相応しい“新しきロックのスタンダード” 

 

【ライブ情報】SPANK PAGE PREMIUM ONE-MAN LIVE"パズルの欠片と夢の続きの夜" 

■1 月 15 日（土）Shibuya CLUB QUATTRO 

■2 月 19 日（土） Shibuya DUO Music Exchange 

 

1ｓｔ．FULL ALBUM 『パズルの欠片と夢の続き–Best and New-』 

■発売日 2011 年 1 月 19 日（水） 発売 ■価格 ￥2,500（税込） 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問合せ■ 

株式会社パルコ エンタテインメント事業部  

コンテンツ事業担当 開発チーム 手塚 TEL03-3477-7921 
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