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パルコのトピックスをご紹介いたします。 

 

■ 全国パルコのご案内  

コールド・ストーン・クリーマリーとパルコが共同開発した、パルコ限定フレーバーの 

フローズンドリンク「クーリーズ」を期間限定発売！ 

■ 音楽情報  クラブクアトロ ８月の主なラインナップ 

■ 演劇情報  パルコ劇場  ８月の主なラインナップ 

■ 映画情報  シネクイントロードショー 『フローズン』 

■ 出版情報  パルコ出版 『風とロックの写真』 

 

 

 

 

 

                
 

◆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 

２０１０．８ 
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MONTHLY INFORMATION 

 
 
 
 
 

（株）パルコ（以下パルコ）ではコールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン（株）（以下コールド・ストーン・クリーマリー）

と共同開発し、夏季限定商品フローズンドリンク、COOLLY’S（クーリーズ） のパルコ限定フレーバー“Cherry ★ Very 

Summer （チェリー ★ ベリー サマー）”を 7 月 16 日（金）よりコールド・ストーン・クリーマリー仙台パルコ店、浦和パルコ店、

静岡パルコ店にて発売いたしております。 

夏休みシーズンにお客様に楽しんでいただくために、現在パルコとタイアップを実施しているホリプロタレントスカウト

キャラバン第 31 回グランプリの女優・石橋杏奈さんをプロデューサーとしてお招きし、パルコとコールドストーン・クリーマリー

が共同でフレーバーを開発しました。 

 

★★★7 月 16 日（金）の発売以来、「クーリーズ」7 商品のうち、ダントツの 1 番人気となっています★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■本件に関するお問合せ先■ 

株式会社パルコ 営業企画 小野 

℡ 03-3477-5781 Fax 03-5489-7481  ono-jun@parco.jp 

コールド・ストーン・クリーマリーとパルコが共同開発した、 

パルコ限定フレーバーのフローズンドリンク「クーリーズ」 

期間限定で好評発売中！ 

商品名：フローズンドリンク COOLLY’S（クーリーズ） 

     「Cherry ★ Very Summer」 

内容：フローズン チェリーヨーグルトドリンク、 

チョコレートアイスクリーム、ラズベリー 

価格：480 円（税込）～  

発売期間：7 月 16 日（金）～8 月 31 日（火） 

発売場所：コールド・ストーン・クリーマリー 仙台パルコ、 

浦和パルコ、静岡パルコ店 

特長：ほかにはないチェリー味のフローズンヨーグルトドリンクをベースに、 

濃厚なチョコレートアイスクリームと酸味のあるラズベリーをミックスして 

乗せました。女の子らしくちょっぴり大人っぽい見た目が、背伸びをしたい

女の子の夏休みの気分にぴったりです。 

【石橋杏奈さんのコメント】 

自分の好きなものばかりを集めた、女の子らしいものになりました。

これを食べてみんなに笑顔になってもらいたいので、たくさんの方

に食べてもらいたいです。 

＜ホリプロ スカウトキャラバンとは＞ 

ホリプロが主催する新人発掘を目的としたオーディションで芸能界への登竜門として伝統がある。 

1976 年からスタートし、毎年開催され多くの才能を生み出している。 

第 35 回の本年はパルコとタイアップし「女性が憧れる女優の発掘」を目指して、現在選考中。 

＜コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン（株）とは＞ 

東京都港区、代表取締役社長：石原一裕 アメリカ発のエンターテイメントアイスクリームショップ。日本全国に 35 店舗を展開。

オーダー後にアイスクリームとナッツやフルーツなどのミックスイン（トッピング）を、-9℃に冷やした石の上で混ぜ合わせ、お

客様の「オリジナルアイスクリーム」を提供する。 
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MONTHLY INFORMATION 

■PARCO ART  パルコファクトリー展覧会情報                                     

グラフィックと音で体感するUKデザインシーン 

ロンドングラフィックデザイン展 
 UKのグラフィックデザインシーンは音楽と密接な関わりがあり、優れ

たグラフィックデザインの多くは音楽を包むヴィジュアルとして生まれて

きました。しかし、レコード・CD文化が衰退している現在、UKのグラフィ

ックデザインシーンはどうなっているのだろう?  そんな疑問からこのプ

ロジェクトはスタートしました。 

デザイン界に与えた影響の大きさと、今後の期待感という2つの観点

から22組のUKグラフィックデザイナーをピックアップ。過去の作品と最

新作、会場でしか見られないインタヴュー映像などを、「音」をテーマに

したインスタレーションとして展示します。1980年から現在まで約30年

間のUKグラフィックデザインシーンを振り返りつつ、今、新たに起こりつ

つあるムーブメントをぜひ体感してみてください。 

 

開催期間：8/6（金）～8/30（月） 

開催時間：10:00 - 21:00（入場は閉館の 30 分前まで・最終日は18時閉場） 

会場：パルコファクトリー（渋谷パルコ パート1・6F） 

入場料：一般 400円 学生 300円（小学生以下無料）  

お問合せ：03-3477-5873 www.parco-art.com 

主催：パルコ   後援：D&AD 協力：ブリティッシュ・カウンシル BEAMS T 日本セラミック株式会社 富士通テン株式会社  

有限会社サイデラ・パラディソ  会場デザイン：谷尻 誠（Suppose Design Office）  

音響空間デザイン：オノ セイゲン（Saidera Paradiso Ltd.） 映像制作：フジモトカイ 

グラフィックデザイン：Cap 企画制作：RCKT / Rocket Company* 

 

（参加デザイナー一覧：全 22 組） 

Abake / Bravo Charlie Mike Hotel / Bibliotheque / Big Active / Eat Sleep Work Play / Intro (Julian House) / It’s Nice That / 

Jonathan Barnbrook / Julia / Melvin Galapon / Micha Weidmann Studio / Mind Design / Neville Brody (Reserch Studios) / 

Non-Format / Owen Gildersleeve / Studio 8 / Studio Myerscough / Tappin Gofton / Tom Hingston Studio / Tomato / Wood 

McGrath / Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問合せ先■ 

株式会社パルコ 営業企画 大森 

℡ 03-3477-5781 Fax 03-5489-7481  omo-yuka@parco.jp 
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MONTHLY INFORMATION 

■音楽情報 クラブクアトロ 8 月の主なラインナップ                                          

MORIARTY <モリアーティ> 共演：EGO-WRAPPIN' AND THE GOSSIP OF JAXX 
■8/4（水）渋谷、8/5（木）名古屋 

フランスを拠点に活躍する歌姫 1 人、兄弟 4 人の 5 人組。“架空の放浪バン

ドによる 30～50 年代のポピュラー音楽”をコンセプトにデイヴィッド・リンチを

思わせる奇妙な世界観を演出する演劇的なライブは高い評判を集めている。

FUJI ROCK 出演に伴う単独公演。ゲストには EGO-WRAPPIN' AND THE 

GOSSIP OF JAXX が出演。 

 

 

 

 

 

(右)MORIARTY 

（左）EGO-WRAPPIN’ AND THE GOSSIP OF JAXX 

 

 

TAHTI80 <タヒチ・エイティー> 
■8/6（金）心斎橋、8/9（月）名古屋 

93 年にフランスで結成された 4 人組バンド。00 年発表のアルバム『PUZZLE』でブレイ

ク。清涼感溢れるキャッチーなポップ・ナンバー「ハートビート」とともに日本でも大き

な人気を獲得。さらに 02 年のセカンド・アルバム『ウォールペーパー・フォー・ザ・ソウ

ル』でその評価を不動のものとした。SUMMER SONIC 出演に伴う単独公演。 

 

 

 

HOOBASTANK <フーバスタンク> 
■8/28（土）名古屋、8/29（日）心斎橋 

95 年にロサンゼルスで結成された 3 人組。03 年発表の 2nd アルバム

『The Reason』が全世界で 350 万枚を超えるヒットを記録し大ブレイクを果

たし、日本でも圧倒的な人気を誇る彼等。今年 8 月に新たな試みとしてア

コースティック・アルバムをリリース。それに伴うアコースティック編成での

来日公演が決定。 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

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 

■演劇情報 8 月のラインナップ                                                     

スリー・ベルズ 
■会期：８/１０（火）～８/２９（日）   

『パコと魔法の絵本』で日本中を感動と涙の渦に巻き込んだ後藤ひ

ろひとの最新作！夏の季節にも関わらず舞台は冬のクリスマス。                

寂れかけたスーパーカネミツの一室で『God-Father-Christmas』・

『Teardrop Vender』・『Welcome To The Future』という三つの物語が

始まります。それぞれの物語が縦糸と横糸のように撚りあって、素

敵な物語を時におかしく時に悲しく編み出していきます。そして最

後の大団円は・・・！真夏の素敵なクリスマスプレゼントをお楽しみ

に。 

 

■作 ・演出 後藤ひろひと  

■出演：音尾琢真（TEAM NACS） 団時朗 岡田浩輝 石丸謙二郎 佐戸井けん

太 明星真由美 ちすん ウーイェイよしたか 真寿美 水野直浩 富永凌平 安

保泰我 後藤ひろひと   ■企画・製作：パルコ 

■料金：一般￥7,500(全席指定・税込) 

 

 

 

 

■映画情報 シネクイント 8 月のロードショー                                               

フローズン 
■ 8/7（土）よりロードショー 

日の暮れたスキー場で最後の滑りを楽しもうと、ダン、

ジョー、パーカーの若者３人が乗り込んだリフトが、突

然山上への途中で停止してしまう。いくら大声で救助

を求めても、大自然の真っただ中では誰にも悲鳴は

届かない。スキー場の営業が開始するのは１週間後。

ゲレンデの照明が消え、猛烈な吹雪にさらされたとき、

携帯電話も食料も持たない３人は、自分たちがこの

上なく最悪の状況に陥ってしまったことを思い知らさ

れる。真夏に身も心も凍りつくような恐怖を提供し、

「もうスキー場には行けない…」と思わせる究極の〈体感型パニック・スリラー〉が誕生しました。 

■監督：アダム・グリーン  出演：ケヴィン・ゼガーズ、ショーン・アシュモア、エマ・ベル 

■2009 年／アメリカ映画／カラー／上映時間：93 分／シネマスコープ／ドルビーデジタル／原題：FROZEN 

 

 

■本件に関するお問い合わせ■ 

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■ 

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 
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■パルコ出版 8 月の新刊情報                                                        

風とロックの写真 
ＮＨＫトップランナーのＭＣでおなじみのクリエイティブディレクター 

箭内道彦。自身が発行し、若者から熱狂的な支持を集めるフリーペーパ

ー「月刊 風とロック（定価 0 円）」をきっかけに、目の前の大好きなミュー

ジシャンや俳優をひたすら撮りつづけました。豪華アーティストのいまま

で誰にも見せなかった顔がここにはあります。 

 

■ 発売元 パルコ出版 

■ 発売日 8 月上旬 

■ 定価  2,940 円（税込） 

■ 仕様  Ａ4 判   240 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先■ 

パルコ エンタテインメント事業局 出版担当 TEL：03-3477-5755 

★発売記念写真展『風とロックと箭内道彦 写真展』開催★ 

会期：８/６（金）～８/２２（日） 

場所：渋谷パルコ PART１・6F、B1・2～6F エスカレーターサイド 

料金：入場無料 
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