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５月から６月にかけての、パルコのトピックスをお知らせいたします。 

２００４ パルコの水着 

PARCO  GIFT あげちゃう DAYS！ 

アート関連＞ 

ＢＥ＠ＲＢＲＩＣＫ ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＴＯＵＲ ＋ ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２００４ 

「冬のソナタ」の『ペ・ヨンジュン』優雅であぶない世界展 

レア ブック＆マガジン コレクション PART1 / PART2 

パラダイス山元のザ・ワールド・オブ・マン盆栽展 

「ジャパン☆アヴァンギャルド」 アングラ演劇傑作ポスター展   

演劇関連＞ 

MIDSUMMER CAROL～ガマ王子 vs ザリガニ魔人～ 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ 

本紙掲載情報等のお問合せ先 
 

㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR） 
担当：松本（マツモト） e-mail：matu-hiro@parco.jp 

03-3477-5710  FAX：03-3477-5769  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

PARCO ホームページ http://www.parco.co.jp/ 
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パルコ今月のトピックス① 『パルコの水着』 

ＣＯＬＯＲ ＡＴＴＡＣＫ ！ ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＳＵＩＴ 

 
◆パルコ、2004 年の水着シーズンに向けて、全国のパルコ各店で水着売場をオープン！     
 
パルコ各店では、㈱三愛による「三愛水着楽園」などを中心に今シーズンのビーチアイテムを取り

揃えて、水着売場を 4 月から 8 月までオープンいたします（期間は店により異なります）。 
中でも渋谷パルコでは、渋谷パルコ・パート２の５，６階及びイベントスペースであるＳＲ６全て

を使用し、合わせて約８００㎡の都内最大級の水着売場のオープンとなります。 
 
 

 

 

 

※水着売場は全国のパルコのうち、以下の 17 店でオープンします！ 
渋谷、池袋、千葉、津田沼、吉祥寺、厚木、調布、新所沢、札幌、宇都宮、名古屋、岐阜、松本、大津、 

広島、大分、熊本    

◆パルコ、今年の水着キャンペーンポスターモデルは、矢吹春奈さん              
 
 昨年は、森下千里さんをモデルに起用し、話題と視線を

集めたパルコの水着キャンペーンポスター。今年は、グラ

ビア、ＣＭ等で活躍中の矢吹春奈さん（19歳）を起用しま

した。 

ポスターのタイトルコピーは、「COLOR ATTACK! 

PARCO SWIM SUITS もう、癒しません。」。 

このポスターは、4 月からパルコ各店で掲出されていま

す。また、5 月 20 日ごろから第 2 弾ポスターも登場する予

定です。 
 
・主なポスター制作スタッフ 

企画制作 パルコ宣伝局 

ＡＤ   松山智一   

カメラ  土井浩一郎 

 

※撮影に使用している水着は非売品です。 

 
 
◆パルコ限定オリジナル水着を販売          

 
 ㈱三愛とパルコのコラボレーションによる、パルコ限定オ

楽園」にて、以下の要領で販売いたします。 
 
 第一弾 5 月末頃発売予定 無地タイプビキニ ２型 3 色

 第二弾 6 月末頃発売予定 花柄プリントビキニ ２～３

      ※価格は 14,000 円前後を予定しております。決定

 
 
 2004 年パルコの水着ホームページ⇒ http://www.parco.c
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リジナル水着をパルコ各店の「三愛水着

（黒、ピンク、白） 
型 ３色展開    
次第あらためてお知らせいたします。 

o.jp/parco/04swim/main.html 

                    ２ 



 パルコ今月のトピックス② 『ＰＡＲＣＯ ＧＩＦＴ あげちゃう ＤＡＹＳ！』 
 

おくりものになろう PARCO GIFT DAYS! パルコからもプレゼント！ 

 
◆パルコでお買い物のお客様へのプレゼント企画 

「ＰＡＲＣＯ ＧＩＦＴ あげちゃう ＤＡＹＳ！」 

 

 パルコ各店では、2004 年 5 月 28 日（金）から 6 月 27 日（土）までの期間、店内で 4000 円（税込）お買い上

げごとに「日本の夏」にちなんだ賞品が当たるプレゼント企画「ＰＡＲＣＯ ＧＩＦＴ あげちゃう ＤＡＹＳ！」が

開催されます。 ※本企画は、パルコ内のテナント組織「パルコ会」主催、パルコ後援で開催されます。 

  

 期間中、パルコ内でのお買い物 4000 円ごとに抽選のスクラッチカードを 1 枚進呈。また、買い物 1000

円ごとに、4枚でスクラッチカード1枚に交換できる補助券1枚を進呈。『日本の夏を贈ります』をテーマ

にした景品の数々（下記参照）が当たります。 
 
■景品一覧 
＜日本の夏、大当たり！＞ 

松賞：二人で見る花火大会！＜夏の夜を彩る日本各地の有名花火大会をペア宿泊付きでプレゼント！＞ 

● 屋形船で見る！「隅田川」花火大会 
● クルージングで見る！「横浜」花火大会 
● 北の地で見る！「洞爺湖」ロングラン花火大会  ※札幌店除く 
 
竹 賞：おくって！もらって！ギフト＜ギフトにピッタリな商品を自分で受け取っても大切な誰かにプレゼントしても。＞ 

● 假屋崎省吾プロデュースパルコオリジナル「フラワーアレンジメント」  
● 世界に１本！お名前入り「純米吟醸酒」  
 
梅 賞：日本の夏を楽しむ！パルコオリジナルＧＯＯＤＳ 

●金魚柄 「風呂敷」  ●金魚柄 「扇子」 ●花火柄 「てぬぐい」 
●花火柄 「ペットボトルホルダー」 ●矢がすり柄  「ビーチサンダル」 
 
＜あとちょっとで、大あたり！＞ 

あとちょっとで賞：２ｎｄ ＣＨＡＮＣＥ！ 
（「２ｎｄ ＣＨＡＮＣＥ」を３枚集めて応募、抽選で３万円分の商品券プレゼント） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅

   金魚柄 「扇子」(写真右) 

P

松賞：洞爺湖花火大会(ｲﾒｰｼﾞ写真) 竹
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賞：花火柄 「ペットボトルホルダー」(写真左） 
 

※各賞の当選本数は、パルコ各店により異なります。 

                   ３ 



 
 

パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム 

ＢＥ＠ＲＢＲＩＣＫ ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＴＯＵＲ  ＋   ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２００４      
 

100 年以上も前から世界中で愛されつづけているテディベアをモチー

フに、おもちゃとインターネットの融合から生まれたクマ型のブロック

フィギュア「BE@RBRICK（ベアブリック）」。 
様々な限定バージョンが作られ大人気の BE@RBRICK のとびきりお

しゃれな展覧会「ＢＥ＠ＲＢＲＩＣＫ ＷＯＲＬＤ ＷＩＤＥ ＴＯＵＲ」が、渋谷パ

ルコミュージアムで開催されます。 
 
 イラストレーター、グラフィックアーティストなど内外の様々なクリ

エイターが、BE@RBRICK の 1000%サイズバージョンをキャンバスに

制作した作品を展示する本展覧会は、2005 年に「ナイキギャラリー」等、

世界各都市で開催に先駆けてのお披露目となります。 
  
 同時開催の「ＭＥＤＩＣＯＭ ＴＯＹ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ２００４」では、

BE@RBRICK をリリースしているメディコム・トイ社の 2004-2005 年発売予定の新製品の展示発表

を行います。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月１２日（土）－２００４年６月２８日（月）  
開場時間 ： １０：００～２０：３０（入場受付は２０：００まで） 
入場料  ： 一般／500 円・学生／300 円 
 BE@RBRICK TM & (C) 2001-2004 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved. 

 
〜ペ・ヨンジュン初主演映画「スキャンダル」日本公開記念〜 

「冬のソナタ」の『ペ・ヨンジュン』優雅であぶない世界展                                 
 
 話題の韓国テレビドラマ「冬のソナタ」主演で大人気の「ヨン様」ことペ・ヨンジユンの初主演映

画「スキャンダル」を題材に、ペ・ヨンジュンの魅力とともに「知られざる韓国李朝の絢爛豪華な宮

廷生活」の魅力、韓国文化を体感できる展覧会が、パルコミュージアムで開催されます。 
 
 映画「スキャンダル」は過去にジェラール・フィリップ主演などで数回映画化されているフランス

の作家ラクロの恋愛小説「危険な関係」を、18 世紀末の李朝時代の貴族社会を舞台に翻案した作品。

その日本公開を記念して開催される本展覧会では、主演のペ・ヨンジュンが使用した衣装・小道具・

調度品、さらにメイキング風景写真や映像、ペ・ヨンジュン自身が撮った撮影現場の写真を公開。 

  会期中は、映画でペ・ヨンジュンや競演女優が身に着けた衣装や小道具のオークションの開催、「ヨ

ン様」関連商品の期間限定ショップオープンなども行われます。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年５月１５日（土）－２００４年６月６日（日）  
開場時間 ： １０：００～２０：３０（入場受付は２０：００まで） 
入場料  ： 一般／500 円 （映画チケット半券お持ちの方 200 円引き） *15 歳以下の方は保護者のご同伴必要 

 

 

 

パルコミュージアム    

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F   ℡ 03-3477-5873 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

レア ブック＆マガジン コレクション    PART 1  絶版 写真集＆サイン本 

                          PART 2  ヴィンテージ ファッション マガジン                

 
 希少な洋書の絶版写真集、ヴィンテージファッション雑誌のコレクションの展示販売を、ロゴスギ

ャラリーで開催いたします。2 期に分けて開催の本展では、まずパート 1 として、絶版の希少な写真

集、貴重な著者サイン本など約 100 点を展示、パート 2 として 50 年代から 70 年代にかけてのファッ

ション誌（Harper’s BAZAAR、VOGUE 他）約 150 点を展示いたします。 
 
◆開催概要 
期間   ： ＜パート 1＞ ２００４年５月１３日（木）－５月２１日（金）  
       ＜パート 2＞ ２００４年５月２２日（土）－５月３１日（月） 
開場時間 ： １０：００～２１：００（最終日は１７：００閉場） 
 
 
パラダイス山元のザ・ワールド・オブ・マン盆栽展                                     

 
 日本を代表するマンボ・ミュージシャン パラダイス山元が提唱する「マン盆栽」は、自ら育てた

盆栽とフィギュアを組み合わせて創り出す自然とユーモアの小宇宙。5 年半ぶりにロゴスギャラリー

で開催される本展では、マン盆栽家元のパラダイス山元が、丹誠込めて育て上げてきた秘蔵のマン盆

栽作品を 30 点展示の他、マン盆栽用品、関連グッズ販売も行います。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月２日（水）－６月９日（水）  
開場時間 ： １０：００～２１：００（最終日は１７：００閉場） 
後援   ： 日本マン盆栽協会  
 
 
「ジャパン☆アヴァンギャルド」 アングラ演劇傑作ポスター展                              
 
 60～80 年代前半、天井桟敷、黒テント、自由劇場、状況劇場などアングラ演劇と呼ばれた小劇場演

劇の劇団が活躍していました。その公演のポスターは横尾忠則、宇野亜喜良、平野甲賀など錚々たる

アーティストたちの手により制作されており、それらは現在美術的にも高い評価を得ています。 
 本展では、ポスターハリスカンパニー所蔵の「現代演劇ポスターコレクション」から厳選されたア

ングラ演劇の傑作ポスター約 100 点を展示。会場はロゴスギャラリーの他、アングラ演劇と関係の深

いギャラリー、飲食店など都内 10 ヶ所での同時開催というユニークな形式で行われます。 
 
◆開催概要 
期間   ： ２００４年６月１１日（金）－６月２９日（火）  
開場時間 ： １０：００～２１：００（最終日は１７：００閉場） 
後援   ： ニッポン放送 
 
 
 

本展開催と同時に、パルコ出版より「ジャパン・アヴァンギャルド アングラ演劇傑作ポスター１００」が発売されます！ 

 
 

ロゴスギャラリー    

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287 
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パルコ劇場・その他演劇公演 

MIDSUMMER CAROL～ガマ王子 vs ザリガニ魔人～                      

ちぎれた絵本のかけらが、奇跡の扉を開く！感動の爆笑ファン

タジー。「人間風車」「ダブリンの鐘つきカビ人間」の後藤ひろひと

＆Ｇ２コンビの入魂の新作！ 

主演には共に舞台初出演の伊藤英明、長谷川京子。 

 
［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 7 月 4 日（日）～25 日（日） 
平日 19:00 木・土 14:00/19:00 日・祝 14:00 7/13・20 休演 

※7/4 17:00 
 
<作> 後藤ひろひと <演出> Ｇ２  
<出演> 伊藤英明 長谷川京子     山崎一 犬山イヌコ 山内圭哉 小松和重 片桐仁(ラーメンズ) 

瀬戸カトリーヌ    加藤みづき(新人) 後藤ひろひと 木場勝己 
 
※パルコ劇場の他、大阪、新潟、名古屋、福井、仙台、広島、福岡での公演が予定されています。 
 
 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ                      

 

マドンナは楽曲の権利使用を申し入れ、デヴィッド・ボウイはグラミー賞をすっぽかして観劇した！嗅覚の鋭

いセレブリティやニューヨーカーの熱狂的な支持を得て、オフ・ブロードウェイで 2 年半に及ぶロングランを記

録したロック・ミュージカル「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」。 

三上博史主演で、ついに上演！ 

 

［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 

［期間］2004年 5月 14日(金)～6月6日(日) 

 

作 ジョン･キャメロン・ミッチェル  作詞・作曲 スティーヴン・トラスク  

翻訳・演出 青井陽治  音楽監督・編曲 横山英規 

 

<出演> ヘドウィグ ★ 三上博史   

ROCK BAND“THE ANGRY INCH” イツァーク , Piano , Chorus ★ エミ・エレオノーラ  

Bass ★ 横山英規  Drums ★ 中幸一郎  Guitar ★ テラシィイ Guitar ★ 近田潔人  

 

※パルコ劇場の他、大阪、新潟、名古屋、仙台での公演が予定されています。 
※追加公演！ 新宿ナイツ“Shinjyuku nights”  
［会場］東京厚生年金会館 [期間]2004 年 6 月 23 日、24 日 19:00 開演 
 
 

 

 

 

パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco.co.jp/play/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・９F   ℡ 03-3477-5858 
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◎今後の演劇公演ラインアップ 

 

鈍獣 don-ju                                 

 
［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 7 月 31 日（日）～8 月 22 日（日） 
 
<作> 宮藤官九郎 <演出> 河原雅彦  
<出演> 生瀬勝久 池田成志 古田新太  西田尚美 乙葉 野波麻帆 
 
※パルコ劇場の他、8 月から 9 月に、大阪、広島、福岡、神戸での公演が予定

されています。 
※公演の前売り開始は、各地７月上旬を定。 

 

美輪明宏音楽会＜愛＞                                                 

 
［会場］パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９階） 
［期間］ 2004 年 9 月 16 日（木）～10 月 6 日（水） 
 
<構成・演出> 美輪明宏 <演奏> セルジュ染井アンサンブル 
 
※パルコ劇場の他、大阪、福岡、名古屋、浜松、和光、仙台、秋田、新潟、金沢などでの公演が予定され

ています 

☆ 

 

◎パルコＤＶＤシリーズ発売予定 

 

松たか子主演 「おはつ」                                                 

美しすぎる遊女お初が、運命の恋に落ちてから死を決意するまでの１週間を

疾走感たっぷりに描いた、松たかこ主演の舞台「おはつ」を完全収録！ 

 

・豪華2枚組 Disc1(1幕+特典収録)／Disc2(2幕&3幕)   

・2004年 1月 新橋演舞場にて収録 ・映像特典、音声特典有り 

・定価\6,800(税込)   PTDV-08&09            

★一般発売日：6月10日(木)！ 

松本幸四郎・杉浦直樹主演「実を申せば」                                            

“観客はみんな、騙されて幸せになりたがってるカモなんだ”。松本幸四郎と杉

浦直樹が、伝説の詐欺師コンビで初競演した話題の舞台を完全ＤＶＤ化！ 

 

・2003年 9月 パルコ劇場(東京・渋谷)にて収録  ・1枚組 

・映像特典、音声特典有り ・マルチアングル収録 

・定価\5,800(税込)   PTDV-07 
★一般発売日：6月10日(木)！ 
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