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お問合せ 株式会社パルコ
広報室 ℡03（3477）5710 FAX03(3477)5769

渋谷店 ℡03（3477）5851 江本（emo-tae@parco.jp）

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

渋谷パルコ NEW&RENEWAL、イベント情報

新しい才能が集い、開花する場所PARCO

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。

新しいものに対する感度が高いマーケットにあり、劇場、映画館、ギャラリーなどの文化装置を備えた渋谷パルコは当

社の文化活動の発信店舗であり、常に新しい取り組みを行ってまいりました。

２０１２年、渋谷パルコは４０周年を迎えます。

渋谷パルコは４０周年へ向け、成熟した舞台へとますます発展させるために、更に情報発信型の改装や、文化活動の充

実を図ります。

改装情報 26区画、約900坪、秋の改装第2弾！

・ 10/14 グレースコンチネンタル・ザ・バンケット PART1・２Ｆ

・ 10/19 36 Quatre-Neuf （カトル ナフ） PART1・２Ｆ

・ 10/28 ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル PART1・３Ｆ

・ 10/5 『BFKS+P』 PART1・２F
～文化服装学院最上級クラス、ファッション高度専門士科４年生によるアパレルショップ

・ Once A month ～スケジュール＆イベント情報更新

カルチャー情報

・ 10/28 パルコミュージアムオープン

第１弾企画『シブカル祭』 ～パルコの女子文化祭～開催に向けて各部活動中

・ 10/3 『猟銃』パルコ劇場

・ 11/5 『ハラがコレなんで』シネクイント
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渋谷パルコ 秋の改装コンセプト
26区画、約900坪、秋の改装第2弾！

都市のライフスタイルプロデューサーとしてファッション、アート、カルチャーを融合

した情報発信型ショップの導入。

劇場、映画館、ギャラリーなどの文化装置を備えた渋谷パルコは文化的側面を強化し、オープン当初からファッ

ションとアート、カルチャーを融合させた新しい消費文化提案を行ってまいりました。

渋谷パルコはストーリーのあるここにしかないＭＤを取り揃え、ファッションとカルチャーを共に楽しめるビ

ルコンセプトを強化し、２０１２年渋谷パルコ４０周年へ向けて、トータルでライフスタイルを提案できる情報

発信型改装を行っています。

この秋は26区画、約900坪の改装を行います。9月より着手し、今回秋の改装第2弾となります。

秋の改装第１弾では通常の流通では取り扱うことが難しい希少価値の高い商品を取り揃えた当社自主編集ショッ

プ「once A month」（ワンス ア マンス）からクールジャパンにも通じるカルチャー色の強いニューレディー

ステーマのショップをオープンしました。

第２弾の今回は雑貨、コスメなどの身の回り品を強化した、既存店のフラッグシップショップ化への改装や、渋

谷パルコが１号店となる、大人の女性のためのコンセプトショップの導入などファッションとカルチャーを共に

楽しめるライフスタイルトータルコーディネイト型改装を行います。

グレースコンチネンタル・ザ・バンケット
１０月１４日（金） NEW OPEN （レディス・アクセサリー・シューズ・バッグ）

PART1・2F

1997 年に誕生した”グレースコンチネンタル”は一からのモノづくりに

こだわり、世界中を旅するブランド。デザイナー自らが世界各地へ足

を運び、そこで見つけた素材や出会った文化などからインスピレーシ

ョンを得て、ひとつひとつのオリジナルアイテムを作り出します。その

姿勢はブランドの生まれた当時からずっと変わりません。一言では言

い表せない存在感と独自の世界観で、妥協のない価値あるファション

を提案します。

グレースコンチネンタルが同フロア内に移転し、これまで旅を続けて

集めてきた世界観をすべてお見せする集大成的なショップ“グレースコンチネンタル・ザ・バンケット”として生まれ変わ

ります。GRACE CONTINENTAL、GRACE CLASS、DIAGRAMの全ラインナップを展開する複合大型ショップです。
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36 Quatre-Neuf （カトル ナフ）
１０月１９日（水） NEW OPEN 渋谷パルコ１号店

PART1・2F （レディス・シューズ・ファッション雑貨）

Abahouse Devinetteが大人の女性の為のコンセプトショップをプロデュース。

国内外のウエアやグッズを幅広くセレクトし、フレグランスやコスメなど日常生活をより素敵な日々にしてくれるアイテム

を多く取り揃え、女性による女性のためのショップを作ります。

本ショップは渋谷パルコが１号店となります。

Quatre-Neuf とは、フランス語で縁起のいい数字とされているquatre(数字の4) ×neuf（数字の9）＝36

女性は一生に4回生まれるとされています。

1． 赤ん坊として命を授かる

2． 12歳前後に少女から乙女になる

3． 愛する人と結婚し、妻に変身

4． 子を産み、母となる

quatreはこの4を意味し、neufは数字の9と同時に新しいという形容詞でもあることから、

“4回新しいことを”という意味を強調しています。

“人生の節目節目でより美しく、新しい自分を見つけるお店”という想いを込めたお店です。

ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル
１０月２８日（金） RENEWAL OPEN

ＰＡＲＴ１・３Ｆ （レディス・シューズ・バッグ・ファッション雑貨）

ヴィヴィアン・ウエストウッドの世界観があますところなく表現された新しい

ショップは、人気のアクセサリーが充実します。

またヴィヴィアン・ウエストウッドのコーディネートには欠くことのできない

要素となるデザインの「エッセンシャルズ」の展開もスタート。これを記念し

てブランドのアイコンとなるタータンチェックをベースにしたブラウスを、限定で販売いたします。
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『ＢＦＫＳ+Ｐ』
10月５日（水）～１３日（木） PART1・２Ｆ

文化服装学院最上級クラス ファッション高度専門士科４年生による期間

限定ショップ

渋谷パルコでは未来のアパレル業界を担う人材育成のための取り組みとして、文化服装学院

最上級クラス、ファッション高度専門士科４年生の学生が制作した作品を商品として販売い

たします。

期間中ショップでは店頭設営、接客から販売まで学生が行い、制作に携わった商品がどの様

な形で消費者に渡るのか、どの様な商品が売れるのかを身を持って体験し、未来のアパレル

業界を担うデザイナーの育成する場を提供します。

販売される商品については学生がオリジナルでデザインし制作したカットソーの中から優

良なものを選抜して商品化。

販売時期や売れ筋の価格帯を考慮のうえ、デザインや素材を決定して企画～サンプル制作

を行い、商品化するデザインの選考は高度専門士科教員の他、株式会社ミハイルよりアプ

トフォームのデザイナーMICHAIL GKINIS氏を審査員として招致し、選考はもちろん、

企画したデザインに関して一人ひとりアドバイスを頂きました。その結果、12名のデザ

インが選ばれ、量産用へのデザイン・パターン修正作業を経て工場に外注し商品化された

ものが店頭に並びます。

●選抜された12名

青木和輝／石井静香／石井優香／神田奈々美／小林令奈／桜井安澄／清水里美／高橋未来／森岡陽／中川絵里奈／渡辺

由貴／福田汐里

■ 場所：渋谷パルコ パート１・２Ｆ

■ 期間：１０月５日（水）～１３日（木）

内覧会 １０月１０日〈月〉18：00～21：00

選出された学生たち、選考に関わったデザイナーMICHAIL GKINS,氏が参加いたします。

■ 主催：e-Bath（野呂師之 ・ 永渕寛）

■ 協力：株式会社オーティーエム（代表取締役社長 小嶋卓二）、文化服装学院 高度専門士科教員

ミハイル氏による指導風景

http://ameblo.jp/michail/?PHPSESSID=62eddc75c3aabc3d117d859b04265ebc
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パルコの自主編集ショップ「once A month」 （ﾜﾝｽ ｱ ﾏﾝｽ）

スケジュール＆イベント情報更新
パート１B1F

「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」を提案して

いく場所として、山田 遊（method）、馬場 雅人（H.P.france /場と間）、泉 栄一（MINOTAUR）の３人のディ

レクターとともに『編集』し展開していくパルコ自主編集ショップonce A month（ワンスアマンス）。

2010年福岡パルコオープンと同時に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。

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商品展開を行っており、9/16オープンより好調スタートしております。

★スケジュール情報更新！★

■ 場所：渋谷パルコ パート１・B1F

■ ディレクター：山田 遊（method）

馬場 雅人（H.P.france /BA to MA）

泉 栄一（MINOTAUR）

■ プロデュース：パルコ

第3弾 10/4 （火） - 10/16 （日）

【 YOSOOU（アーバンアウトドアⅡ）】

親子・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 Dual Flex®／ デュアル

フレックス （2way ストレッチ素材）を使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。

第4弾 10/18 （火） -11/3 （木）

【 女子によるキノココネクション 】

自然界の循環の中でも、分解と再生をコネクト（つなぐ）する重要な役割を担うきのこ。新進

気鋭の女性作家・アーティストが製作した｢きのこ｣をテーマにした作品を販売いたします。
第5弾 11月8日（火）－11月14日（月）

【陶器市×ガラス市】

普遍的な生活のデザインとして昔から使われてきた「陶器」と日本の職人の手で作られた「ガラス」。
http://www.parco.co.jp

デッドストックとして眠っている名品を掘り起こして再提案していきます。
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オープン日 店名 アイテム フロア

9/1（木） NEW スカラー レディス PART3・4F

9/9（金） NEW ナバル メンズ PART3・B1F

9/10（土）～10/20（木） 期間限定 キャラクターアウトレットショップ キャラクター雑貨 PART3・6F

9/15（木） NEW ワンスアマンス 雑貨・メンズ・レディス PART1・B1F

9/15（木） RENEWAL セブンズ メンズ・レディス・雑貨 PART1・6F

9/15（木） NEW オンリーフリーペーパー フリーペーパー PART1・6F

9/16（金） RENEWAL シエクル ヘア＆スパ ヘアサロン・エステティック PART1・3F

9/16（金） RENEWAL ヘザー レディス PART3・2F

9/16（金） NEW メディストア ファッション雑貨 PART3・3F

9/16（金） NEW ルセット キッチンウェア PART3・5F

9/17（土） RENEWAL ZURI レディス PART3・3F

9/17（土） NEW ティンバーランド メンズ・レディス PART3・B1F

9/19（月・祝） RENEWAL リトルニューヨークドレス レディス PART1・2F

9/22（木） RENEWAL RNAメディア：： レディス PART3・3F

9/23（金・祝）～10/23（日） 期間限定 ギズモビーズプレイランド スマートフォンプロテクター PART1・1F

9/23（金・祝） NEW ロックンロールミュージアムスペシャル メンズ・レディス・雑貨 PART3・2F

9/28（水）～10/23（日） 期間限定 イノランセレクトショップ ハイドアンドシーク レディス PART1・8F

9/28（水）～10/10（月・祝） 期間限定 エム レディス、シューズ、雑貨 PART3・1F

10/2(日) NEW スターファイブ レディス PART3・3F

10/5（水）～10/13（木） 期間限定 ＢＦＫＳ+Ｐ レディス・ユニセックス PART1・2F

10/14（金） RENEWAL グレースコンチネンタル・ザ・バンケット レディス PART1・2F

10/19（水） RENEWAL カトル ナフ レディス、シューズ、雑貨 PART1・2F

10/27（木） RENEWAL DEN Rokuen-Tei レストラン（和食） PART1・8F

10/28（金） RENEWAL ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル レディス、シューズ、雑貨 PART1・3F

10/28（金） NEW パルコミュージアム ミュージアム PART1・3F

■ 渋谷パルコ 秋の改装スケジュール

■ 渋谷パルコの概要

所在地： 東京都渋谷区宇田川町１５－１

・ 代表者： 株式会社パルコ 渋谷店 店長 中村元洋

・ 開店日： PART１ １９７３年６月１４日

PART３ １９８１年９月１０日

ZERO GATE ２００２年４月２７日

・ 売上高 ： １６２億円 （２０１０年度）

･ 営業時間 ： １０：００AM～９：００PM／飲食・サー

ビス他一部ショップは異なる

＊英文表記 – SHIBUYA PARCO ／ 和文表記 － 渋谷パルコ でお願いいたします。

第6弾 11月16日（水）-11月20日（日）

【ミントデザインズアーカイブセール】

東京を代表するデザイナーズブランド「ミントデザインズ」。

スタート10周年を記念して過去のサンプルをアーカイブとして特別価格にて販売いたします。

アーカイブを記念した特別商品もお披露目をいたします。

※16（水）夜に簡単なオープンレセプションをご用意して、過去のコレクション映像とともにデザイナーのお二人がお待ちしております。
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パルコミュージアム 誕生

１０月２８日（金） パート１・３F

パルコの新しいモノ・コトを生み出す場所として

新しい情報発信スペース、「パルコミュージアム」をオープンいたします。

新しい才能を発掘し、開花させる場所

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。

2002年パルコミュージアム、2007年パルコファクトリーと常に新しいモノ・コトを生み出す場所として情報

発信スペースを開設しておりましたが、この秋、フロアを変え規模を拡大してさらに情報発信力を強化いたしま

す。

アート・デザインからカルチャー・ファッションまで、幅広いジャンルの多彩なラインナップで展開

新しい才能の数々はジャンルにとらわれずあらゆる形に変化し、開花いたします。

本スペースはそのようなパワフルで、自由な才能の数々をご紹介するためアート、デザインにとどまらずカルチ

ャー、ファッションにいたるまで枠にとらわれずに多種多様な企画を生み出していきます。

また、３F レディスファッションフロアにオープンすることによりファッションテーマや、テナントと連動した

テーマも積極的に取り組み、より広い顧客層に話題を提供できるようになります。

記念すべき第１弾企画はパルコの女子文化祭「シブカル祭」。女性を応援し続けてきた企業として、さまざ

まなジャンルで活躍する若手女性クリエーター約１００人のパワフルな企画展を開催いたします。

会場イメージ
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パルコミュージアムオープン第１弾企画

『シブカル祭。』
～パルコの女子文化祭～開催に向けて各部制作中！

10月28日（金）～11月7日（月）

★参加クリエーター一覧★

■ 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）10月27日（木）前夜祭

■ 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です。

■ SNSによる情報発信

◎WEB http://www.shibukaru.com

◎twitter http://twitter.jp/shibu_karu

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

＜デジタル部＞

まつゆう*

＜パフォーマンス部＞

うさぎのなみ平

篠崎芽美（珍しいキノコ舞踊団）

ほうほう堂 ホナガヨウコ

KATHY tokyo DOLORES

＜美術部＞

愛☆まどんな 秋 赤音 有本ゆみこ

小野志乃芙（Her Ghost Friend） 葛西絵里香

小林エリカ さとうかよ 篠原奈美子

ステレオテニス 菱沼彩子 ホナガヨウコ

本田アヤノ 松井えり菜 松元久子 美波

毛利悠子 渡辺真子♡まこぷり

Chim↑Pom EKKO KATHY

KYOTARO Ly RE:RE:RE:mojojo ...

＜モード部＞
＜映像部＞

河野未彩 永瀬沙世

水尻自子 kisimari onnacodomo

＜音楽部＞

杏窪彌 女王蜂 でんぱ組.inc 南波志帆

バニラビーンズ 宮本りえ

bómi Mayu SHE TALKS SILENCE

tengal6 TWEE GRRRLS CLUB

＜写真部＞

アシザワシュウ 磯部昭子 市橋織江

植本一子 うつゆみこ 香椎由宇 川瀬一絵

佐野方美 須藤絢乃 関根 綾 高木こずえ

田口まき チェルシー舞花 永瀬沙世

藤原江理奈 村上友重 ikumi Julie Watai kisimari

MARCO MARIKO

＜デザイン部＞

いすたえこ（NNNNY） えぐちりか 大谷有紀
http://www.parco.co.jp

夢眠ねむ Chim↑Pom Shueh Jen-Fang（Jenny Fax）

※参加クリエーター名は50音順、アルファベット順です。参加クリーエ
＜もの作り部＞

絵子・高橋 綾（NEONOPERA TOKYO）

大石さちよ（cikolata) 大川 恵（KAM.) 大谷有紀

岡野ハルコ（HARCOZA） 岡野リエ（bohem）

木原佐知子（sunshine to you!）

小林七生（WRONGMY JESUS）

高橋ひろみ(Hi-CORAZON） 林 宏美（Romei）

楓美 真崎桃子・戸倉里奈（CHEESY'S）

マロッタ忍（talkative by igo）

宮城春菜（Where is Alice?） aica（SOWA）

Chihiro Baba JUCO. mafuyu

moe（Joy!-tiny twee accessory-） nuico

＜料理部＞

安全ちゃん

中山晴奈（フードデザイナーズネットワーク）

モコメシ（小沢朋子） 山フーズ（小桧山聡子）

MOTENA-table journey- O-kitchen

SUNDAYBAKE SHOP(嶋崎かづこ)
...and more!!

ーターは変更となる場合がございます

http://www.shibukaru.com/
http://twitter.jp/shibu_karu
http://www.facebook.com/shibukarumatsuri
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◇主な部活動内容◇

部名 活動場所 主な活動内容

写真部 PART1・6F パルコファクトリー 会場内で写真作品を展示。

美術部 PART1・3F パルコミュージアム他 立体オブジェ、絵画等各種作品を展示。その他、会場内で開催されるトークショー用のステージ装飾（さと

うかよ）や、会場外での大型作品展示（篠原奈美子：10/28～）、PART1 壁面でのウォールペインティング

（Ly、愛☆まどんな）等実施予定。

音楽部 クラブクアトロ、公園通り広場 でんぱ組 inc. 杏窪彌(10/27 前夜祭)、南波志帆、tengal6 (10/28)、バニラビーンズ（10/29）ほか、

毎週土・日に公園通り広場にてライブ実施予定。

「シブカル祭。」音楽部発表会!（11/1@クラブクアトロ 17：30 開演）：前売 2,000 円（税込、ワンドリンク

付）10/8発売開始。出演：女王蜂、住所不定無職、フレネシ、SHE TALKS SILENCE。

映像部 PART1・3F パルコミュージアム、

PART3・8F シネクイント、

クラブクアトロ

制作した映像作品をシネクイントや館内デジタルサイネージ、シブヤテレビジョンなど館内外にて上映。「シ

ブカル祭。」音楽部発表会（11/1）ではVJとして参加（河野未彩、onnacodomo）。

料理部 スペイン坂広場(10/28～30予定）、

公園通り広場（11/3～6予定）、

PART1・7Fマーベラス

フード作品をケータリングカーにて販売する「シブカル屋台（仮）」の登場。その他、安全ちゃんプロデュース

による「肉食宇宙食堂」（仮）@PART1・７Fマーベラスもあり。

モード部 公園通り広場特設ステージ ファッションブランド「Jenny Fax」によるファッションショー（10/30）：特設ステージ、PART1 店内をモデル

がウォーキング。

デザイン部 PART1・6F パルコファクトリー 館内外に掲出の「シブカル祭。」ポスター制作及び展示。また、クリエーター5人による5種類のポスターを

館内に掲出。

デジタル部 － まつゆう＊のUstream配信による、「シブカル祭。」前夜祭実況中継を実施（10/27）

もの作り部 PART1･1F 特設会場 20組のクリエーターによる、雑貨などのオリジナル作品の展示・販売。

パフォーマンス部 公園通り広場特設ステージ tokyo DOLORS（10/27 前夜祭）、うさぎのなみ平（10/29）、ホナガヨウコ（11/3）らによるパフォーマン

スなど。

★その他、スプツニ子が参加するトークショーも開催（10/28＠PART1・3F パルコミュージアム）

※内容や参加アーティストは変更となる場合がございます。掲載画像は、本イベントの展示内容と異なります。

©Sayo Nagase

©Namiko Shinohara

©Kayo Sato

©Ly

©SHE TALKS SILENCE ©Midori Kawano

©O-kitchen

©Jenny Fax/2nd season image photo by Daniel

Sannwald/model笠木はるか

©Yoko Hanaga

©女王蜂

©tokyo DOLORES
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『猟銃』 PARCO / USINEC Presents

パルコ劇場10月3日（月）～10月23日（日） パート１ ９F

中谷美紀初舞台！

文豪井上靖の恋愛小説『猟銃』をカナダ人演出家

フランソワ・ジラールが舞台作品として創作。

一人の男を通して描く三人の女のラブストーリー。

アカデミー賞受賞歴を持つ映画監督であり、NY メトロポリタンオペ

ラも手がける演出家フランソワ・ジラールが、日本が誇る文豪井上靖

の名作『猟銃』を日本人女優・中谷美紀を起用して完全舞台化。日本

とカナダで創り上げる国際プロジェクト。

『レッド・バイオリン』(1998年公開)でアカデミー賞を受賞するな

ど、数々の作品で賞を受賞し、映画監督としても世界から注目を集め

るカナダの演出家フランソワ・ジラール。日本でロングラン3年目に

突入したシルク・ドゥ・ソレイユ『ZED』も彼の演出作品。映画にと

どまらず全てのエンターテインメントに秀でた才能を持つフランソ

ワ・ジラールが井上靖の『猟銃』を日本のトップ女優の中谷美紀を迎えて舞台化します。

中谷美紀の凛としたその姿と力強い目線は、スクリーンを通して私たちにその圧倒的な存在を与える。その力強い存在

感は女性層から圧倒的な支持を得ています。そしてあこがれの女性でもあります。その彼女が演じるのは三人の女性。

ある男の13年間にわたる不倫の恋を通して、その男の妻であるみどり、愛人の彩子、そして愛人の娘、薔子。一人は

その不条理を怒りにぶつけ、一人は自らも嘲りながら哀しみとともに力強く、そしてもう一人は井戸の底のように静か

に・・・・。

万華鏡のように変幻する女たちの心を中谷美紀が演じることによって、「女性」の中にある愛と憎を浮き彫りにしてい

きます。どうぞご期待下さい!

本作品は2011 年9月7 日（水）～9月10 日（土）カナダ・モントリオールにて公演を行い、高い評価をい

ただきました。
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映画『ハラがコレなんで』

シネクイント 11月5日（土） ロードショー パート３ ８F

妊娠9ヶ月。家も金もなくてダンナもいない。でも、自分

のことより他人のこと。

みんなを元気にする、最高に”粋“な妊婦ヒーローの誕生！

この世で一番大事なのは、“粋”に生きること。失くしちゃ

いけないのは、”義理と人情“。それが原光子の生き方だ。

妊娠9ヶ月でおなかの子どもの父親とは別れ、金もなけれ

ば家もない。そんな限界の状況でも、光子はどーんと構え

ていた。流れる雲を追いかけて、子どもの頃に暮らしてい

た長屋にたどり着く光子。時が止まったままの長屋には、

優しすぎて不器用にしか生きられない人々が肩を落として生きていた。「OK、

大丈夫。私がなんとかする！」誰よりも困っているはずの光子が立ち上がるー！

『川の底からこんにちは』（主演:満島ひかり）が映画評・メディアで絶賛を受け、海外映画祭でも注目を浴びる新鋭・石井裕

也のオリジナル脚本＆監督作品。出演：仲里依紗×中村蒼

(C)2011『ハラがコレなんで』製作委員会


