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2009.5 
パルコのトピックスをご紹介いたします。 

 

■広告キャンペーンのお知らせ 

・ PARCO SWIM DRESS キャンペーン 

・ 『パルコの母の日・父の日』 

 

■全国 PARCO 営業企画・イベント情報 

・ メンズキャンペーン 「 Smart×PARCO 新・モテル男プロジェクト『モテル』 」  

 

■〈PARCO カード〉情報 

・ GW 永久不滅ポイント 2 倍キャンペーン 

 

■PARCO ART 情報【渋谷 PARCO】 

    【パルコファクトリー】 漫画家生活 25 周年企画 西原理恵子展覧会 『バラハク』 

     

【ロゴスギャラリー】  「Crystal Ball by     」  10 周年記念スペシャルショップ 

                  レアブックコレクション 2009 

 

■演劇情報  パルコ劇場 「メカロックオペラ R2C2 ～サイボーグなのでバンド辞めます！～」  

 

■音楽情報  クラブクアトロ 5 月の主要企画 

 

■出版関連  『ソクラテスの弁明「関西弁訳」』  5 月下旬発売 

 

■映画関連  シネクイント 10 周年記念 『鈍獣』 5 月 16 日よりロードショー 

 

◆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 
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■広告キャンペーンのお知らせ                                             
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’09 ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳキャンペーン 
早くも水着展開、本格化！ 

全国の女性へパルコの水着をＰＲ！ 
 

パルコ各店にて、水着ショップが順次オープンしており 

ます。夏本番に向けて、『ＰＡＲＣＯ ＳＷＩＭ ＤＲＥＳＳ』 

キャンペーンを展開いたします。 

例年、旬な女性タレントを起用し、話題を集めている 

本キャンペーン。今年は『女性のための、女性による』 

水着ポスターをテーマに、モデルで女優としても活躍 

がめざましい佐々木希×女性をより綺麗にみせることに定評のあるアーティスト・清川あさみのプロデュ

ースにより、制作しております。佐々木希さん着用水着は、『三愛水着楽園』2009 コレクションのイチオ

シ水着。『花柄』・『多色使い』は、今年の注目トレンドのひとつです。 

 

 

 

 

■2009　ＰＡＲＣＯ各店水着拠点　一覧

※スケジュール、開催場所等変更となる場合がございます。 ※2009年3月31日現在

店名 シ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ョップ名 場所 展開期間 店名 ショップ名 場所 展開期間

渋谷 三愛水着楽園 パート１　4F 4/16（木）～ 宇都宮 三愛水着楽園 7Ｆ 5/15（金）～

UP’s4 4/24（金）～ 三愛水着楽園Ⅱ 3Ｆ 6月下旬～

パート１　4F 5/13（水）～ 札幌 三愛水着楽園 本館８F 通年営業

ウレア パート１　2F 5/21（木）～（予定） 三愛水着楽園２ 本館３F 開催中

アカラーズ パート１　4F 5/21（木）～（予定） 仙台 エアカラーズ 4Fスペース4 6/12（金）～

池袋 三愛水着楽園本館 本館7Ｆスペース7 4/23（木）～ ピーク＆パイン 4Fスペース4 6/12（金）～

エアカラーズライツ 本館7Ｆスペース7 4/23（木）～ 静岡 三愛水着楽園 6F スクエア6 5/15（金）～（予定）

ジオ０１ 本館7Ｆスペース7 4/23（木）～ ムラサキスポーツ 5F 開催中

別館Ｐ’ＰＡＲＣＯ8Ｆ 5/29（金）～ ピーク＆パイン 4F 5/15（金）～（予定）

カラーズ 別館Ｐ’ＰＡＲＣＯ8Ｆ 5/29（金）～ 松本 三愛水着楽園 6F催事場 6月上旬～

ピーク＆パイン 別館Ｐ’ＰＡＲＣＯ8Ｆ 5/29（金）～ ピーク＆パイン 5F催事場 5月下旬～

ラウレア 別館Ｐ’ＰＡＲＣＯ8Ｆ 5/29（金）～ 名古屋 三愛水着楽園Ⅰ 南館１０Ｆ 開催中

イール 別館Ｐ’ＰＡＲＣＯ8Ｆ 5/29（金）～ エアカラーズ 西館４F 4/17（金）～

吉祥寺 ラウレア 南館７F 4/17（金）～

調布 ピーク＆パイン 東館３Ｆ 5/13（水）～

千葉 三愛水着楽園 3Ｆ 開催中 三愛水着楽園Ⅱ 西館８Ｆ 7/中旬～

津田沼 スイムスーツマーケットby0101 Ａ館3Ｆ 5/3（祝）～ ロコブティック 西館８Ｆ 7/中旬～

ムスーツマーケットby0101 Ｂ館4Ｆ 6月上旬～ 大津 ラウレア １F 開催中

カラーズ B館3Ｆ 6月上旬～ 三愛水着楽園 ２Ｆ 開催中

浦和 広島 三愛水着楽園 新館7F 5/15（金）～

新所沢 カラーズ パルコ館2Ｆ 開催中 エアカラーズ 本館B1F 5/15（金）～

ラウレア 本館3F 開催中

ピーク＆パインＭｉｘ 本館3F 4/25（土）～

ピーク＆パイン 本館B1F 開催中

大分 三愛水着楽園 2F 開催中

熊本 三愛水着楽園 ８Ｆ 5/16（土）～

ラウレア ３Ｆ 6/5（金）～

ピーク＆パイン ６Ｆ 5/22（金）～

三愛水着楽園2ｎｄ

ロコブティック

ラ

エ

スタ

三愛水着楽園

エア

レ

開催予定

開催予定

スイ

エア

開催予定

 

エア

パルコの水着サイト www.parco-swim.com ４月１７日（金）より今年のイチオシ水着がチェックできます！ 

http://www.parco-swim.com/
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パルコの『母の日』、『父の日』 
 

パルコでは、今年も『母の日』、『父の日』ギフトキャンペーンを展開いたします。 

今年は、フランスのイラストレーター・Thomas BAAS（トマ・バス）氏を起用。『パルコのバレンタインデー』

から『パルコのホワイトデー』、『パルコキッズ』キャンペーンに引き続き、どこかやさしさを感じるビジュア

ルで心を込めた贈り物の大切さを表現していきます。 
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2009バレンタインデー／ホワイトデー 

San Balajo"へのイラストレーションは反響を呼びました。 

2007 年にはパリ装飾美術館のコレクションに作品が加わっています。 

 

1994 年に美術大学入学、クロード・ラポワント教授のもとを学ぶ。 

2000 年大学卒業後、雑誌、児童書等でキャリアをスタート。 

セシル・ドゥ・フランスが声優として参加した CD ブック"Barouf à  

Thomas BAAS（トマ・バス） プロフィール 
1975 年ストラスブール生まれパリ在住。 

 

■全国 PARCO 営業企画・イベント情報                                

 

PARCO×smart メンズキャンペーン 

『新・モテル男プロジェクト』 ついに最終回！ 

 

 

 

パルコでは昨年１１月より宝島社発行のメンズファッション誌「smart」とタイアップし、女性に

「モテル」をキーワードとした「新モテル男プロジェクト」を展開しております。シーズンシチ

ュエーションを絡めたモテ系メンズの提案から、上映中の映画「フィッシュストーリー」とのコ

ラボレートまでバラエティに飛んだ本企画は、いよいよ第６弾にて最終回を迎えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

メインキャラクターには、お笑いや大食い・グラビア、更にエッセー執筆まで、ＴＶ・舞台・雑誌と幅広く活躍

する、よしもとの新喜劇女優「宇都宮まき」さんを起用しながら、様々な「モテル」シチュエーションや「モテ

ルための極意」、旬なトレンドアイテム等を提案しています。 
 

ＰＡＲＣＯと「ｓｍａｒｔ」より 

世のメンズにエールを送るプロジェクト 

「モテル」 ＰＡＲＣＯ ＭＥＮ‘Ｓ 
メッセージはズバリ「モテル」！内に籠もりがちな昨今の男子に、女の子とのコミュニケーション＝「モテル」

ようになりたい！モテルのは親父だけじゃない！そんな意識を取り戻してもらうべく、「こんな男はモテル」

提案を昨年１１月から継続的に発信してきました。 
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第６弾最終回はキャスティングに 

吉本新喜劇 池乃めだか×小藪千豊×宇都宮まき 起用！ 
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が PARCO のメンズモデルに登場。最終回である今回のテーマは

「洒落オモ（おしゃれで面白い）メンズはモテル！？」 

大阪・京橋花月での撮影を行い、「お笑い」と「ファッション」２つの

ギャップが融合した新しい「モテル」男のスタイリングで、PARCO の

メンズキャンペーンを盛り上げます。 

もちろん新喜劇女優、宇都宮まきさんもナビゲーターとして登場。

女性視点の「モテル」系メンズを提案します。 

吉本新喜劇 新旧の座長である小藪千豊さん、池乃めだかさん 

 

 

 

PARCO流・夏のメンズファッションの提案は

「ショートパンツ」！ 
パルコでは昨年より注目が集まり、ヒットの兆しのある「シ

ョートパンツ」をピックアップ、春夏メンズのスタイリン

グ提案を行います。4 月 24 日（金）発売の「smart」やパ

ルコのホームページにて様々なバリエーションのショート

パンツ紹介や、WEB での応募企画を展開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・ 今夏イチオシのメンズショートパンツ他アイテムを抽選でプレゼント！ 

・  WEBでしか見られない撮影時のメイキング映像や 

第1弾 ～6弾まで、宇都宮さんとともに「モテル」を提案したポスターを一挙公開 

   ・ ポスター撮影時秘話など 

上記の展開は4月24日（金）以降、PARCOのホームページ（www.parco.co.jp）にて 

ご覧いただけます。

① 4月24日（金）発売 smart 4C2P 

② パルコのホームページ 

◆展開期間◆ 

2009年4月24日（金）～5月25日（月） 

◆展開内容◆ 

 

 

■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 宣伝政策部 ＴＥＬ：03-3477-5713  ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当：小笹／金森 E-mail oza-miti@parco.jp /kana-mari@parco.jp 



 
MONTHLY INFORMATION

 

■〈PARCO カード〉情報                                              

パルコで初のキャンペーン！ 

〈ＰＡＲＣＯカード〉・《セゾン》カード・ＵＣカード 

永久不滅ポイント２倍！ 
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■4 月 24(金)～5 月 6 日（水・振休） 

■実施店舗：全国パルコ１９店舗 

 (札幌・仙台・宇都宮・浦和・千葉・津田沼・池袋・渋谷・吉祥寺 

調布・ひばりが丘・新所沢・松本・静岡・大津・心斎橋・広島・ 

熊本・大分） ※名古屋パルコは対象外となります。 

 

ゴールデンウィークにパルコでもっとお買物を楽しんでいただ 

けるよう、全国パルコで〈PARCO カード〉、《セゾン》カード 

UC カードをご利用で、通常 1,000 円毎に 1 ポイント進呈の 
■対象 

カード 永久不滅ポイントが 2 倍になるオトクなキャンペーンを実 

施いたします！ 

※一部除外となる店舗、商品がございます。※年会費・キャッシング 

・リボ手数料などは対象外となります。※（株）クレディセゾンが実施するほかのキャンペーンとの重複によるポイント加算

はございません。※永久不滅ポイント対象外カードの方は本キャンペーンの対象外となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード 

・年会費・入会費無料 (アメリカン・エキスプレス付き 

〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/年会費無料の２種) 

・カード特典： 《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての 

《セゾン》カード機能＋オリジナル特典 

・オリジナル特典： 発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ 

年数回開催の５％ＯＦＦ期間あり 会員優待企画へのご招待や 

セール情報をいち早くご案内 

 

■〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズ ・・・ パルコでのショッピングが年間いつでも５％ＯＦＦなど、パ

ルコでのご優待特典が盛りだくさんの、パルコ、及びオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』でのお買上累

計額が２０万円以上となる〈ＰＡＲＣＯカード〉会員 

■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要： 
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■PARCO ART 情報 【パルコファクトリー】                               
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漫画家生活 25 周年記念企画 

西原理恵子 博覧会 

バラハク 
 
2009 年 5 月 1 日（金）～5 月 25 日（月）   
入場料：一般 500 円 学生 400 円  小学生以下無料 
 

 

サイバラの 25 年が展覧会に！     
          

土佐の黒潮が生んだ鬼才＝西原理恵子。サイバラ作品は、時に読者の頬をひっぱたくような鋭さと、抱

きしめられるようなやさしさを持っています。映画の公開、アニメ化とまさに西原イヤーとなる 2009 年。 

西原理恵子漫画家生活四半世紀を記念した展覧会を開催します 

 

貴重な原画の紹介をはじめ、取材先での膨大な写真資料、元夫でカメラマンの鴨志田穣氏との思い出

等々….作品の背景に. あった出来事を、サイバラの仕事場に潜む資料の数々で展示紹介します。 

25 年間サイバラが過ごした「あの頃」、「この頃」が詰まった展覧会です。 

 

 

                                                

【パルコファクトリー 企画展予告】 
 

タイトル：「TOKYO 1969」 (仮)  

2009 年 5 月 29 日(金) ～ 6 月 15 日(月) 
 
池袋パルコ オープン 、ウッドストック、アポロ月面着陸・・・ など 印象的な出来事のあった 1969

年の東京カルチャーに迫る！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当 小堀 E-mail:kobo-rei@parco.jp 
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■PARCO ART 情報 【ロゴスギャラリー】                               

 

 

 

 

 

 

 

 

               10th Anniversary Special Shop 
      produced by  

2009 年 4 月 29 日（水・祝）～5 月 11 日（月） 

 

1999 年、表参道に「ガルシア・マルケス・ゴーシュ」をオープンさせて 

以来、お洒落を楽しむ女性に絶大な人気を誇ってきたブランド 

「Crystal Ball by     」 の、10 周年記念スペシャルショップが 

期間限定オープンします。 

同じく節目の創刊 5 周年を迎えるファッション誌「NYLON JAPAN」 

とコラボレートして、4 月 28 日発売号で特別付録のスペシャル 

ランチトートを制作。 

会場では、その“渋谷パルコ限定カラーバージョン”を付録に付けた 

「NYLON JAPAN」を特別販売。また「Hello Kitty」とのコラボレート 

商品の先行販売も行います。 

加えてこれまで制作してきた過去のコラボレートバッグも展示、 

「Crystal Ball by     」 の歴史がひと目でわかる、 

ファン必見のイベントです。 

 

 

 

 

 

 

レアブック コレクション 2009 
同時開催 ”渋谷・アート・フォト・マーケット” 

2009 年 5 月 13 日（水）～5 月 26 日（火） 

貴重な絶版写真集を集めた毎年恒例の｢レアブック・コレクション 2009｣展を開催いたします。 

今回はレア・ブックとともに、アート写真のオリジナル・プリントを展示 

する「渋谷・アート・フォト・マーケット」を同時開催します。 

アート写真作品とレア・フォト・ブックを同時に紹介することで、 

｢パリ・フォト｣（パリ）や「ザ・フォトグラフィー・ショー」(ニューヨーク 

のような国際的アート写真フェアーの展示ブースを渋谷パルコの 

ロゴス・ギャラリーで再現いたします。 

アート写真ファンにとって世界一流のオリジナル・プリントとレア・ 

ブックとに出会える絶好の機会です。 
（右）“Let’s get lost”Bruce Weber（左）“TOKYO”William Klein 
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ロゴスギャラリー 渋谷パルコ パート 1・B1F(東京都渋谷区宇田川町 15-1) ＴＥＬ：03-3496-1287 

■本件に関するお問い合わせ先  http://www.parco-art.com/ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部 ＴＥＬ：03-3477-5781   ＦＡＸ：03-5489-7481 

担当：江本 E-mail:emo-tae@parco.jp 
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■演劇情報                                                      
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◇パルコ劇場◇  

めくるめく宮藤官九郎ワールドがついに幕を開ける！ 

メカロックオペラ Ｒ２Ｃ２ 

～サイボーグなのでバンド辞めます！～ 

演劇界に止まらず、映像、文学、音楽など各方面から熱い支持に応え、八面 

六臂の活躍を続ける宮藤官九郎。宮藤が予てから手掛けてみたいと考えてい 

たジャンル、ロックオペラの新作がいよいよ上演。題してメカロックオペラ 

「R2C2～サイボーグなのでバンド辞めます！」。 

ザ･フーのロックオペラ「トミー」を愛聴する、宮藤が満を持して挑むステージ。近未来の渋谷を舞台に、

父と息子の確執あり、サイボーグと人間の友情あり、笑いあり涙有りのドラマが繰り広げられる。音楽を

手掛けるのは「グループ魂」のサウンドプロデューサー兼ギタリストの富澤タク。キャストには阿部サダヲ、

森山未来、松田龍平、片桐はいり、宮藤官九郎本人が舞台を盛り上げる。歌や踊りはもちろん、腕に憶

えのあるキャストは演奏も手掛ける。                                                     
 

■作･演出:宮藤官九郎  ■音楽:富澤タク ■出演:阿部サダヲ、森山未来、三宅弘城、皆川猿時、平岩

紙、近藤公園、宮藤官九郎、片桐はいり、松田龍平   

【料金】8,800 円（全席指定・税込） 【一般発売日】３月 1 日(日)～  

【公演日程】４月２７日(月)～５月３１日(日)  【お問い合わせ先】パルコ劇場 03－3477－5858  

 

 

 

鬼才・寺山修司が、美輪明宏のために書いた伝説的名作。1967 年の初演 

以降、幾度となく上演され、そのたびに美輪が磨き上げ、ゴージャスでエン 

タテイメント溢れる作品。今回の上演では、かつて及川光博が演じたことも 

ある美少年役に、800 人のオーディションの中から選ばれた新人の吉村卓也 

を抜擢。マリーの下男である醜女のマリーには、麿赤児、美少女役には若松 

武史など、前回公演でも大評判だった個性的な実力派俳優が脇を固める。                                      

 

■主催：テレビ朝日・TBS ラジオ 企画制作パルコ  

制作協力：オフィスミワ  ■作：寺山修司 ■演出・美術：美輪明宏                                         

寺山幻想演劇×美輪ワールドの金字塔！『毛皮のマリー』 ◇地方公演◇

■出演：美輪明宏。吉村卓也、麿赤児、若松武史、菊池隆則 他 

■公演会場：5 月 16 日（土）静岡市民文化会館 5 月 19 日（火）～24 日（日）大阪・シアター・ドラマシティ 5

月 26 日（火）グリーンホール相模大野 5 月 28 日（木）富山・オーバード･ホール 5 月 31 日（日）青森市文化

会館 【お問い合わせ先】 各地主催 詳細は www.parco-play.com 

 

 
■本件に関するお問い合わせ先   http://www.parco-play.com/

 パルコ劇場（渋谷パルコ・パート１・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/web/page/information/r2c2/
http://www.parco-play.com/web/page/information/mary09/
http://www.parco-play.com/
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■ 音楽情報 ■ クラブクアトロ ５月の主な企画                                     

 

KEN YOKOYAMA 

■5 月 8 日（金）広島、5 月 11 日（月）心斎橋、5 月 12 日（火）名古屋 

91 年に Hi-standerd を結成。“PIZZA OF DEATH”レーベルのオーナーとして、日本のメロディック・パンク

の中心的存在となってシーンを牽引。00 年の Hi-standard は活動停止後も、ソロ･アーティストとしてキッ

ズの熱い信頼を集め続けている。今回は自ら企画したコンピレーションに参加した期待のメロディック・

パンク･バンドを各地ゲストに招いての全国ツアー。 

 

吾妻光良& THE SWINGING BOPPERS 

■5 月 16 日（土）心斎橋   

【6 月 27 日（土）名古屋、7 月 18 日（土）渋谷】 

日本を代表するブルース・ギタリスト吾妻光良率いる総勢 12 

名編成のビッグ・バンド。ジャンプ・ブルースをベースにした 

音楽性と吾妻の圧倒的なギター・プレイ、抱腹絶倒のライブ 

・パフォーマンスで幅広いファンから熱狂的な支持を集めて 

いる。結成 30 周年を迎えた今年は恒例の春の渋谷クアトロ・ 

THE SWINGING BOPPERS ライブを拡大し、マンスリーで東名阪クアトロに登場。 

 

渋さ知らズオーケストラ 

■5/21（木）名古屋、5/22（金）心斎橋、5/24（日）広島、5/28（木）渋谷 

日本が世界に誇るカテゴリー不可な大所帯音楽集団。不破大輔を中心に 89 年に結成。前衛ジャズ、ロ

ック、民族音楽、歌謡曲、アングラ演劇、舞踏などジャンルを超越したパフォーマンスで欧米での評価も

高く、数々の海外フェスティバルに招聘されている。音楽以外でも多種多様な人々の支持を集める彼等

の、春の東名阪広クアトロ巡業。 

 

Katy Perry <ケイティ・ペリー> 

■5 月 25 日（月）心斎橋、5 月 26 日（火）名古屋 

キュートな外見と過激な歌詞で大人たちの眉をひそめさせティーンたちを 

熱狂させている全米のお騒がせ“エロカワ･シンガー”。新人ながらビルボ 

ード 7 週連続 1 位という驚異的な記録を打ち立て、 “新世代の小悪魔 

ディーバ”として社会現象を巻き起こしている。今最も旬な女性シンガー 

・ソングライターの初のジャパン・ツアー。 
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MXPX <エムエックスピーエックス> 

■5 月 26 日（火）心斎橋、5 月 27 日（水）名古屋 

93 年に米国シアトルで結成されたパンク・バンド。94 年にメンバー全員 16 歳でデビュー。9 ポップでキ

ャッチーなメロディとアグレッシヴなサウンドで日本のパンク･キッズにも高い人気を誇る。「リンダ・リン

ダ」の日本語カバーをはじめクラッシュ、ラモーンズ、U2 などの曲を取り上げたカバー・アルバム『ON 

THE COVER Ⅱ』を 3/18 にリリースした彼等のジャパン・ツアー。 

 

Dan Hicks & The Hot Licks <ダン・ヒックス＆ザ・ホット・リックス> 

■5/27（水）渋谷 

60 年代サンフランシスコの伝説的バンド、シャーラタンズを経て 68 年にホット・リックスを結成。サイケ

デリック・ムーヴメントのど真ん中で敢えてオールド・タイミーな音楽を演奏しマニアックな人気を集める。

長い沈黙期間を経て 00 年にシーンに復帰。以降コンスタントな活動を行っている。“世界一粋な伊達

男”と呼ばれる彼のニュー・アルバムを携えての来日公演。 

 

TOWER OF POWER <タワー・オブ・パワー> 

■5/27（水）広島、5/28（木）心斎橋 

アメリカ・ブラック・ミュージック界のレジェンドにして、サンフランシスコ 

・ベイエリア最強のファンク・バンド。専売特許の分厚いブラス・ファンク 

で世界中で高い人気を誇る。昨年目出たく結成 40 周年を迎え、今年 

2 月にはニュー・アルバム『Great American Soulbook』をリリース。 

歴代最強との呼び声も高いラインナップでの待望の来日公演。 

 

 

 

 

 

 

■公演に関するお問い合わせは下記まで http://www.club-quattro.com/ 

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 

 

■パルコ出版の新刊情報                                                     

「あの哲学の名著が関西弁に、哲学書の限界を超えた面白さです！」  

『ソクラテスの弁明「関西弁訳」』              

プラトン 北口裕康・訳  予価：1,260 円（税込）  仕様：B6 判変型・上製・160 頁  ５月下旬発売              

哲学者プラトンが書いた対話篇「ソクラテスの弁明」を関西弁に訳し、〝哲学〟ということで敬遠されが

ちだった名著を、スラスラと読み進められる画期的な一冊です。生きることの意味、善と悪、国家と法、

死の捉え方…賢人ソクラテスのメッセージが、生きた言葉として届きます。 
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パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL:03-3477-5755 
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■ 映像情報 ■ シネクイント ロードショーのご案内                                 

 

シネクイント 10 周年記念 
『鈍獣』 
 

世界一鈍いアイツが、 

俺たちの人生を壊しにやってくる。 

 

5 月 16 日(土)より、ロードショー予定！  

宮藤官九郎、伝説の舞台の映画化！ゾクッと笑って、そして 

なんだか心にしみる友情と裏切りのハートボイルド・ミステリー。 

脚本は宮藤官九郎。04 年演劇界に衝撃を与えた伝説の舞台 

｢鈍獣｣を自ら映画用に練り直した。メガホンをとるのは気鋭の 

映像クリエーター細野ひで晃。個性的なキャストたちの驚異の化学反応をスクリーンに焼き付けた!!主題

歌を担当するのは、ゆずとキマグレンで結成されたユニット｢ゆずグレン｣。かつてない映画体験“鈍獣ワ

ールド”をどっぷりと堪能せよ!! 

10:20／12:35／14:50／17:05／19:20／21:30(～23:30) 

監督：細野ひで晃（第一回監督作品） 脚本：宮藤官九郎 配給：ギャガ・コミュニケーションズ

出演： 浅野忠信 北村一輝  真木よう子  佐津川愛美 ジェロ 本田博太郎

／南野陽子 ユースケ・サンタマリア 

2009 年/日本/106 分/カラー/ヴィスタ/ドルビーSR     ©2009『鈍獣』製作委員会 

 

次回ロードショーのご案内                                            

『サンシャイン･クリーニング 』  
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『リトル･ミス･サンシャイン』のプロデュースチーム再び！  

７月ロードショー予定！ 

がけっぷちの姉妹が見つけた仕事は…事件現場のハウスクリーニング！？ 

切なさと爽快感がブレンドされ、晴れやかな気持ちになる、今夏最高の 

ヒューマン･ドラマが豪華キャストでいよいよ登場！ 

・アカデミー賞助演女優賞ノミネート エイミー･アダムス 『魔法にかけられて』 

・ゴールデン･グローブ賞助演女優賞ノミネート  

                       エミリー･ブラント 『プラダを着た悪魔』 

・アカデミー賞最優秀賞助演男優賞受賞  アラン･アーキン 『リトル･ミス･サンシャイン』 

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 

■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 http://www.parco-publishing.jp/ 

http://www.gaga.co.jp/
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