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仙台パルコからのご案内 
 

 

 

2008 年初秋オープンに先駆けて仙台パルコの 

ＯＰＥＮキャンペーンがスタートします！ 

 

仙台駅西口へ 2008 年初秋にオープンを予定しております仙台パルコは、この春よりＯＰＥＮ

キャンペーンをスタートさせます。 

仙台パルコのホームページの開設やハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞のご紹介とカードの 

特典などをご案内いたします。 

 

今後もオープンへ向けてキャンペーン情報や様々な企画など、仙台パルコの情報をご案内

させていただきますので、貴媒体にて、是非、ご取材をいただきたくお願い申し上げます。 

 

 

1．パルコとは？ 

2．仙台パルコホームページ開設 

  ３月２５日（火）開設 

3．＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会スタート 

 

4．仙台パルコオープン記念 エンターテインメント企画！ 

  ・パルコ劇場仙台公演のご案内 

「黒蜥蜴」「ウーマン・イン・ブラック ～黒い服の女～」 

「恐竜と隣人のポルカ －Ｋ／Ｔ ＢＯＵＮＤＡＲＹ－」 

・ご招待企画のご案内 

「黒蜥蜴」 

「アフタースクール」先行試写会 

5．仙台 3大スポーツとの取組みについて 

東北楽天ゴールデンイーグルス 

仙台８９ＥＲＳ 

ベガルタ仙台 

を応援していきます！ 

 

■ご案内内容 

 

 

●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 企画室 情報企画担当 （広報） 

Tel 03-3477-5710 Fax 03-3477-5769 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 
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１．What's PARCO パルコって、何だろう。 

 

より企業パルコの理解を深めていただく為に、概略をとりまとめております。ご参照ください。 

 

1969 年、池袋に第 1 号店が誕生し、現在は全国に 19 店舗を展開する総合ファッションビル、それがパルコ

です。映画館や劇場、あるいはホテルを併設した都市型複合施設から食品フロアを備えたファミリー型店舗ま

で、地域に密着したストアプロデュースをしていますが、その核となるのは、やはりファッション。国内外の新進

デザイナーのブランド、話題のショップなど、常にいま最も“旬”なスタイルを、独自の視点で選択し、取り入れ

てきました。つまりパルコ自体が、1 つの大きなセレクトショップといえるでしょう。 

パルコは、2007 年に静岡パルコ、浦和パルコのオープンに続き、 

2008 年初秋「仙台」へ出店いたします。 

 

 

 

Advertising and Art 表現者としてのパルコ。 

 

1970 年代からこれまでにパルコが世の中に放ってきたメッセージは、いつも鮮烈なものでした。モデル、アク

トレス、ミュージシャン、ダンサーなど、その時代の空気を最も強くまとったファッションアイコンをフィーチャーした

独特のCMやポスターは「パルコ調」といわれるひとつの広告スタイルを確立。アートディレクターの井上嗣也氏、

コピーライターの糸井重里氏や仲畑貴志氏といった、当時からその才能を高く評価されていたクリエイターの

起用も話題を集めました。また 1980 年から 1999 年まで開催したアートの公募展「日本グラフィック展」（92

年以降は「アーバナート」として開催）では、日比野克彦氏をはじめ現在第一線で活躍するアーティストを発掘、

次世代の表現者を数多く世に送り出してきました。 

 

 

 

 

 

Entertainment ステージ、シネマ、

 

そしてもうひとつ、忘れてならないのが

場から、1974 年の初演から 1988 年

となった、美輪明宏氏・主演「毛皮のマ

いるリーディングドラマ「ラヴ・レターズ」

作家・三谷幸喜氏とのプロデュース公演

映画では、作品としても高く評価された

す。さらに音楽では、東京、名古屋、大

イブハウス「CLUB QUATTRO」を運営。

イク寸前のアーティストまで、日本の音楽

 

 

                
１９８５年キャンペーン 

「昨日は何時間生きていましたか」内田裕也→
そしてライブ。 

エンターテインメントのプロデュースです。演劇では、渋谷のＰＡＲＣＯ劇

までの 16 回の上演を数えた「ショーガール」、寺山修二氏の追悼公演

リー」、1990 年からスタートし、いまなお多くの人に感動を与え続けて

、さらに近年では「オケピ！」など数々のヒット作品を送り続けている劇

など、時代にエポックを残すステージを作り続けています。 

大ヒット作「下妻物語」「嫌われ松子の一生」の製作にも参加していま

阪、広島と業界内唯一の 4 店舗チェーン・オペレーションを展開するラ

クラブカルチャーをいち早く先取り。海外のビッグネームはもちろんブレ

シーンに新鮮な刺激を与えてきました。 

 

       
渋谷クラブクアトロ→
      
＜店舗一覧＞ 

  池袋・渋谷・札幌・千葉・大分・津田沼 

  吉祥寺・新所沢・浦和・松本・熊本・調布

  静岡・名古屋・心斎橋・ひばりが丘 

  広島・大津・宇都宮 
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２．仙台パルコホームページ開設 

 

＜オープンよりひと足早く仙台パルコの情報を掲載していきます！＞ 

 

仙台パルコではひと足早くパルコを感じていただく為に、オープンまでに開催されるイベント情報や 

キャンペーン情報・店舗の情報などを紹介していくホームページを 3 月 25 日（火）に開設いたします。 

                                         

ＰＣ   ＵＲＬ：www.parco-sendai.com  

携帯  ＵＲＬ：http://www.parco.co.jp/i/sendai/  （08 年 3 月 29 日スタート！） 

 

☆ホームページコンテンツ紹介 

＜パルコとは？＞ 

＜What's 仙台パルコ＞  施設概要をご覧頂けます。 

＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会エントリーページ 

パルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカード＞にオンラインで入会出来ます。 

＜エンターテインメント企画＞ 

 パルコのエンターテインメントへご招待！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞入会受付やメールマガジン会員募集がスタートします。 

今後続々登場する様々な企画・イベントをご紹介していき、情報満載なホームページになっていきます。 

 

エンターテインメントヘのご招待や、パルコオリジナルエコバッグのデザイン募集、エフエム仙台タイアップの

ミュージシャンオーディションへの応募受付など、仙台の街場情報や素敵なゲストのコラム等も掲載予定で

す。 
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３．＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会スタート！ 

 

仙台パルコでは 2008 年初秋に予定しておりますオープンに先駆け、パルコのハウスカード 

＜ＰＡＲＣＯカード＞のオンライン入会をスタートいたします。 

＜ＰＡＲＣＯカード＞のお得なサービスや入会メリットをご案内させて頂きます。 

 

 

 
○パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会スタート！

いち早く、仙台パルコのメンバーズに！ 

仙台パルコではパルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカード＞の

オンライン入会がスタートいたします。 

入会金・年会費無料で国内・海外加盟店で幅広くご利用いただけ、

ポイントに有効期限のない《セゾン》永久不滅ポイントが貯まる 

おトクなハウスカードとなっています。 

 

仙台パルコのホームページ上からパルコカードへのオンライン入会がスタートいたします。 

 

＜ＰＡＲＣＯカード＞のお得なサービス  

【特典１】 

カードがお手元に届いてから最初の１ヶ月間、パルコでのショッピングがご請求時に５%OFF。 

【特典２】 

クラスＳ会員はパルコでのお買い物がいつでも５%OFF  

＊クラスＳ会員・・・パルコで年間 20 万円以上ご利用頂いたお客様 

【特典３】ポイントを貯めてプレゼントをゲット！《セゾン》永久不滅ポイント 

 

＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会スタート！ 

■入会受付開始           2008 年 3 月 25 日（火）～ 

■オンライン入会サイト       ＵＲＬ：ｗｗｗ．ｐａｒｃｏ‐sendai．ｃｏｍ/ｃａｒｄ/  

■入会特典    

オンライン専用ページより＜ＰＡＲＣＯカード＞に入会手続きをしていただくと、カード発行時にうれしい

特典をご用意しております。 

 

＜特典＞ 

仙台パルコでご利用いただけるパルコカード優待券５００円分をプレゼント 

 
 

 

 

 

●仙台パルコホームページ及び<ＰＡＲＣＯカード＞に関するお問合せは 

株式会社パルコ 宣伝局 営業企画担当   

Ｔｅｌ ０３-３４７７-５７８１ Ｆａｘ ０３-５４８９-７４８１ 
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４．仙台パルコオープン記念 エンターテインメント上演のご紹介 

         

パルコをもっと知っていただく為に、仙台パルコでは、パルコがプロデュースする「演劇・映画・

音楽」を、いち早く仙台の皆さんに楽しんで頂ける機会を設けました。 

 

パルコでは、前述の通りＰＡＲＣＯ劇場(渋谷パルコ)を中心に、三谷幸喜作品や美輪明宏の公演など、数々

のヒット作品を、プロデュースしています。今回はその中から、選りすぐった下記の三作品を、仙台パルコの

オープンに先駆け皆様にご提供いたします。 

 

美輪明宏「黒蜥蜴」 

「ウーマン・イン・ブラック ～黒い服の女～」 

「恐竜と隣人のポルカ －Ｋ／Ｔ ＢＯＵＮＤＡＲＹ－ 」 
 

ホームページへのアクセスや＜ＰＡＲＣＯカード＞へのご入会でチケットプレゼントも予定しております。是非

この機会にパルコのエンターテインメントを堪能し、“ＰＡＲＣＯ”を目や耳で実際に感じてみて下さい。 

 

●美輪明宏「黒蜥蜴」 

 

心の世界では、あなたが泥棒で 私が探偵だった。 

江戸川乱歩と三島由紀夫と美輪明宏の美学が織り成す究極の頽

廃的耽美世界・美的恐怖恋愛劇、熱いアンコールの声にお応えして、

早くも待望の再演！ 

舞台『黒蜥蜴』は、1934 年に発表された江戸川乱歩の探偵小説を

元に三島由紀夫が脚色を加え、1961 年『婦人画報』に発表されまし

た。舞台では、1962 年の初演の後、1968 年、主演・美輪明宏（当時 

丸山明宏）、演出・松浦竹夫、共演・天知茂により、東横劇場で上演

されています。 

この、美的恐怖恋愛劇の名作を、三島由紀夫との交友も深い美輪明宏が、江戸川乱歩原作／三島戯曲の

持つ日本語の美しさや美的頽廃を余すことなく表現する＜壮大な恋愛物語＞として描きます。 
 
原作      ：江戸川乱歩  脚本：三島由紀夫 

演出・衣装  ：美輪明宏 

出演      ：美輪明宏 高嶋政宏 木村彰吾 他 

 
2008 年 6 月 11 日（水）開場 18：00 開演 18：30 ／ 6 月 12 日（木）開場 14：00 開演 14：30 
 
東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） 
全席指定（税込）Ｓ席￥１１，０００ Ａ席￥９，０００ Ｂ席￥５，０００ 
発売中 
※未就学児のご入場は出来ません。 
 
主催    ：財団法人宮城県文化振興財団 ＴＢＣ東北放送 ウェルパフォーミングアーツマネジメント 
後援    ：河北新報社 
企画制作 ：株式会社パルコ  
企画協力 ：株式会社オフィスミワ 
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●「ウーマン・イン・ブラック ～黒い服の女～」 
 
 

 
『ウーマン･イン･ブラック』は、誰もが持っている"恐怖"とい
う感覚を、見事にエンターテインメント化することに成功し
た作品です。 ロンドン、ウエストエンドのフォ－チュン・シ
アタ－では 19 年目のロングラン上演に入り、今なおロング
ラン記録を更新中です。 
 
観客のいない劇場。本来なら何百という人の息が聞こえて
きそうなその場所で、たった 2 人の男、中年の弁護士と若
い俳優が、過去に体験した世にも恐ろしい出来事を、劇中
劇の形を借りて再現していきます。俳優は若き日のキップ
スを、弁護士は彼が出会った人々演じながら…。 
 
物語の進行とともに、様々な登場人物を演じ分ける、わず
かな小道具を見事に操る…、そんな俳優の確かな演技力
を目前にし、次第に観客は自分の想像力を駆使せざるを
えなくなり、想像力をフルに働かせはじめると同時に、ひた
ひたと迫ってくる恐怖の予感に出会うのです。クライマック
スでは、まるで断崖から突き落とされた様な恐怖を体験す
ることでしょう。 
 
 
 

 
 

原作   ：スーザン・ヒル   

脚色   ：スティーブン・マラトレット 

演出   ：ロビン・ハーフォード 

出演   ：上川隆也 斉藤晴彦 

 
2008 年 7 月 30 日（水）開場 18：30 開演 19：00 
 
東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） 
全席指定（税込）Ｓ席￥７，８００ Ａ席￥６，５００ 学生席（高校生以下）￥３，０００ 
※未就学児のご入場は出来ません。 

 

一般発売 ４月１９日（土） 

 

主催    ：仙台放送 仙台リビング新聞社 ウェルパフォーミングアーツマネジメント 
後援    ：河北新報社 
企画制作 ：株式会社パルコ 
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●恐竜と隣人のポルカ －Ｋ／Ｔ ＢＯＵＮＤＡＲＹ－」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後藤ひろひと作・演出・出演作品は、2005年『SHUFFLE』2006年『みんな昔はリーだった』と続いてきました。 

 

そしていよいよ第三弾、今度は笑いでくるのか感動でくるのか、熟考を重ねた結果、大王が辿り着いた 

キーワード、それは“THE NEIGHBORHOOD WAR” そして “恐竜” 

 

日本中のどこにでもあるような、とある静かな住宅街の一角に仲良く並んでいる二軒の一軒家。二軒とも 

典型的などこにでもあるような日本の家庭、のはずだった…、お父さん二人は幼馴染みで仲良し、どちらの

家にも思春期のこどもがひとりずつ。 

そんなどこにでもあるはずの家庭だったのに…。ある日一軒の家の庭から恐竜の骨が発見されたから、 

さあ大変!!その骨を巡ってマスコミを巻き込んでの大騒動が始まります!! 

 

今回の大王は“笑って笑って腹の皮がよじれてしまう”大笑いコメディを、恐竜をキーワードに描いていきま

す。どうぞご期待ください!! 

 

作・演出・出演：後藤ひろひと 

出演      ：寺脇康文 手塚とおる 水野真紀 他 

 
2008 年 7 月 2 日（水）開場 18：30 開演 19：00 
 
仙台電力ホール 
全席指定（税込）￥７，５００ 
※未就学児のご入場は出来ません。 

 

一般発売 ４月１９日（土） 

 

主催      ：仙台放送 ウェルパフォーミングアーツマネジメント 
企画制作   ：株式会社パルコ 
 
 
 
 
 
●以上 3作品のお問合せはウェルパフォーミングアーツマネジメント  

Ｔｅｌ ０２２-２１７-３９５５  

ＵＲＬ：http://www.wel-pam.net/ 
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●「アフタースクール」先行試写会決定！ 
 
５月２４日（土）よりシネクイント（渋谷パルコ・パート３）、仙台フォーラムなど全国にてロードショー 
 
パルコが製作に参加する、内田けんじ監督、大泉洋・佐々木蔵之介・堺雅人主演の映画「アフタースクー
ル」が、いよいよ５月２４日から全国で上映されます。仙台パルコではロードショースタートよりひと足早く、仙
台フォーラムにて試写会を開催します。 
 
 
 

“日本一のいい人”宮田の周りで起きた大金を巡る一晩のド

タバタ劇 を、時間軸を前後させ、それぞれの視点で見せた

劇場用長編デビュー作『運命じゃない人』が、2005 年カンヌ

映画祭・批評家週間にて 4賞受賞、国内の様々な映画賞で

も 8 賞受賞という快挙を成し遂げた内田けんじ監督。 

 

その監督ならではの細部まで練りこまれた脚本、抜群の構

成力で今回描くのは、社会に出てそれぞれ違う世界を持っ

てしまった 3 人の同級生が、その微妙な関係性から巻き起

こす、仕掛けたっぷり、驚きの展開が待つ大人の放課後。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
内田けんじ監督・脚本作品 
 
出演：大泉洋 佐々木蔵之介 堺雅人 常磐貴子 田畑智子 他 
 
2008 年 5 月 10 日（土）開場 18：50 上映開始 19：00 
 
仙台フォーラム 
 
抽選で３０組６０名様をご招待（エフエム仙台にて１５組３０名様ご招待予定） 
 
主催  ：株式会社クロックワークス 株式会社パルコ 
後援  ：エフエム仙台 

 

 

 

 

 

 

●上記試写会に関するお問合せは 

株式会社パルコ 宣伝局 営業企画担当   

Ｔｅｌ ０３-３４７７-５７８１ Ｆａｘ ０３-５４８９-７４８１ 
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■パルコのエンターテインメントプログラムに抽選でご招待！ 

 

パルコのエンターテインメントプログラム仙台公演へ抽選でご招待いたします！ 
  
 仙台パルコのホームページにある応募フォームからお申込み頂きますと、パルコのエンターテインメント 
プログラムに抽選でご招待いたします。 
 
応募詳細についてはホームページをご確認下さい 
 
仙台パルコホームページＵＲＬ：www.parco-sendai.com 

 
●美輪明宏「黒蜥蜴」仙台公演 
 
 場所  ：東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） 
 
日時 ：2008 年 6 月 11 日（水）開場 18：00 開演 18：30 ／ 6 月 12 日（木）開場 14：00 開演 14：30 

 
 各日１５組３０名様 計３０組６０名様を抽選でご招待いたします 
 
● 「アフタースクール」先行試写会へご招待 
 
場所  ： 仙台フォーラム 
 
日時  ：2008 年 5 月１０日(土)開場 18：50 上映開始 19：00 

 
３０組６０名様を抽選でご招待いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●エンターテインメントプログラムご招待に関するお問合せは 

株式会社パルコ 宣伝局 営業企画担当   

Ｔｅｌ ０３-３４７７-５７８１ Ｆａｘ ０３-５４８９-７４８１ 
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５．仙台の三大スポーツサポートについて 

 

仙台は３大プロスポーツのチームを総て有する、全国でも数少ない都市であり、市民の皆様はもちろん、宮

城県・仙台市を始めとする自治体、地元の企業等が各チームを応援しています。 

弊社も仙台地区への出店にあたり、地域スポーツ文化への貢献を考えプロモーション活動を推進しており、

各チームとスポンサー契約をさせていただく事になりました。 

 
【東北楽天ゴールデンイーグルス】 
 
 
 

●リージョナルスポンサーとして協賛（観客席背面広告＝内野席・三塁側・５，１７０席） 

  ３月２９日のホーム開幕戦よりスタート予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【仙台８９ＥＲＳ】 
 
 
 

●ゴールドスポンサーとして協賛（ユニフォームパンツ協賛） 

  ３月１日の東京アパッチ戦（登米市登米総合体育館）より 

  ※大分パルコは大分ヒートデビルスのスポンサードをしており、大分戦は「パルコマッチ」となります！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ベガルタ仙台】 
 
 
 
●ジェネラルスポンサーとして協賛いたします。 
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【施設概要】 

 

名称 仙台パルコ 

所在地 仙台市青葉区中央一丁目 2番地 

延床面積（パルコ部分） 約 24,000 ㎡（7,300 坪） 

開店日 2008 年初秋 

ハウスカード ＜ＰＡＲＣＯカード＞ 

建物規模           

 

地上１９階 地下２階 （約 50,000 ㎡） 

・  商業（パルコ部分）    ：地下 1 階～地上９階   

・ オフィス           ：地上 10 階～地上 19 階   

・ 駐車場            ：地下 2 階          （200 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ＜完成イメージ＞  

 

掲載完成予想イメージ図につきましてご希望がございましたら弊社広報担当までご連絡下さい。 
 

 

 

 

●完成予想イメージ図ご希望の報道関係の皆様からのお問合せ先 

株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当 （広報） 

Tel 03-3477-5710 Fax 03-3477-5769 

 

                                                  11



仙台ＰＡＲＣＯ PRESS RELEASE                             2008 年  3 月 21 日 

 

【参考資料】 

株式会社パルコ 概要 （2008 年 3 月現在） 

 

本社所在地    東京都豊島区南池袋 1－28－2 

（本部所在地）   東京都渋谷区神泉町 8－16 渋谷ファーストプレイス 

設立年月日    1953 年 2 月 13 日 

上場取引所    東京証券取引所第一部 

資本金       26,867 百万円 

連結売上高    266,645 百万円（2006 年度） 

代表者       平野 秀一 

従業員数      488 名 

事業内容      ショッピングセンター運営 他 

 

店舗所在地（2008 年 2 月末現在） 

池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘（以上東京都）、千葉、津田沼（以上千葉県）、 

新所沢、浦和（埼玉県)、宇都宮（栃木県)、札幌（北海道)、名古屋（愛知県)、静岡（静岡県） 

松本（長野県）、心斎橋（大阪府）、大津（滋賀県）、広島（広島県）、大分（大分県）、熊本（熊本県) 

                                                                     

以上 19 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 企画室 情報企画担当 （広報） 

Tel 03-3477-5710 Fax 03-3477-5769 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 
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