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◆新庄剛志写真展  ＳＨＩＮＪＯ ＨＥＡＲＴ ＢＡＬＬＰＡＲＫ               

 
札幌パルコでは、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志選

手の今年の活躍を記録した写真展『SHINJO HEART 
BALLPARK』を開催いたします。 
『SHINJO HEART BALLPARK』には、写真だからこそ伝
わるアスリートとしての“躍動の瞬間”“感動の瞬間”を伝える

数多くの写真作品、新庄選手が実際に使用したスパイクなどが

展示されます。 
会場内では、ここでしか手にはいらない貴重な SHINJO ア
イテム、日本ハムファイターズオフィシャルグッズなどが勢ぞ

ろいするスペシャルショップを開設。さらにメディコムトイの

人気フィギュア「キューブリック」の SHINJO バージョンの
限定 2000 個の先行予約販売も実施いたします。なお、会場で
グッズお買い上げの方、先着 43,500 名（札幌ドーム満席の数
です！）に SHINJO プレミアムポストカードをプレゼントい
たします。 

 
※開催概要 
札幌パルコ ７Ｆ・スペース 7    ※入場無料 
期間   ： 2004年 11月 10日（水）～11月 17日（水） 
開場時間 ： 10:00～20:00 （土曜日は 20:30まで／入場は閉場の 30分前まで） 

 
 
 
 

新庄剛志写真展は、東京地区のパルコでも開催を予定しています。（日程は調整中です） 

 

◆公認サンタクロース・パラダイス山元 ＰＡＲＣＯツアー                  

 
グリーンランド国際サンタクロース協会に認定されたアジア唯

一かつ世界で最年少の公認サンタクロース、「パラダイス山元」さ

んが、この冬、全国各地のパルコに登場します。パルコ各店での

クリスマスツリーの点灯式など様々なイベントで、公認サンタと

ご一緒に、お客様にクリスマスに向けた気分を盛り上げていただ

きます。  
 
※公認サンタツアー日程 
クリスマスツリー点灯式  11月 5日（金）‐大分パルコ、 

 12日（金）‐松本パルコ 
サンタクロース撮影会   12月 18日（土）‐ひばりが丘パルコ 
その他店内イベント参加  11月 14日（日）‐吉祥寺パルコ、 

27日（土）‐厚木パルコ、津田沼パルコ、  
28日（日）‐調布パルコ、 
12月 18日（土）‐渋谷パルコ、22日（水）札幌パルコ 
12月 24日（金）クリスマスイブは、熊本パルコに登場！ 

 
     △上記以外のパルコ各店についても現在スケジュールを調整中です。 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコ ミュージアム 

 チェ・ゲバラ写真展  映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」公開記念展覧会                    
 
 南米の革命家として有名なチェ・ゲバラが、まだ２３

歳の名もなき青年医学生であった時に、友人と共に中古

のおんぼろバイクで行った南米大陸を横断する冒険の旅。 
 若き日のゲバラを大きく変えるこの冒険の旅を、美し

い映像と共に綴った映画「モーターサイクル・ダイアリ

ーズ」が公開されたことを記念して開催中の本展では、

青年時代から革命家となるまでにいたるチェ・ゲバラの

人生を、貴重な写真とパネルで展示。そのほか、チェ･

ゲバラに関する貴重な品々を展示しています。 
 

映画「モーターサイクル・ダイアリーズ」より. 
◆開催概要 
期間   ： 開催中 2004年 11月 7日（日）まで  会期中無休 
開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前まで） 
入場料  ： 一般／500円 （映画「ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ･ﾀﾞｲｱﾘｰｽﾞ」チケットお持ちの方 200円引き） 

（＊チェ・ゲバラ関連書籍、商品などを今までにないボリュームで販売するコーナーも併設しています） 
 
 ウィリアム・ウェッグマンの愛犬好日     William Wegman Photo Exhibition                   
 

 アメリカのコンテンポラリー・アートを代表する

写真家、ウィリアム・ウェッグマン。彼は 1960 年
代後半からアーティストとしての活動をはじめ、

1970年代に入ってから、パフォーマンス、ビデオ、
ドローイングといった表現手段を用いたコンセプチ

ュアル・アーティストとして世界中から注目を集め

るようになりました。 
本展では、ウェッグマン 35 年間の作家生活にお
いてもっとも重要な位置を占める愛犬たちのポート

レート作品約 70点（カラー作品）を展示。 
ウィリアム・ウェッグマンが愛した犬たちは、ま

るでその時代の流行の最先端のようなファッション

を身にまとい、人間の肖像写真のようにそれぞれが

自己主張しているかのごとく個性的な表情を浮かべ

ています。世界でも評価の高い写真家ウィリアム・

ウェッグマンの人間と犬との崇高なコラボレーショ

ン作品が人間と動物たちとの繋がりを考える新たな

機会となることを願います。 

Evergreen,2001  ©William Wegman 

 
 

◆開催概要    期間   ： 2004年 11月 11日（木）～12月 5日（日） 会期中無休 
 開場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館 30分前まで） 
 入場料  ： 一般／500円・学生／400円・小学生以下無料 
 
 パルコミュージアム  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
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 

 新世紀書店  仮店舗営業中                              

 
オンライン古書店のカリスマ店主であり、著者、ライターとして

も活躍する北尾トロ氏監修主催による、「新しい書店」を考える企画

です。 
ウェッブサイトで独創的なアイディアを募集、スタッフメンバー

もボランティア参加です。本を読む場所を演出するものを提供する

店、気持ちよく本を読むためのグッズを売る店、購買客が好きな本

を棚に補充する参加型ブックストアなど、５つのコンセプトで構成

されたブースやイベントを展開。本（古書）と家具から雑貨まで書

物関連グッズを集め展示即売します。 
 
◆開催概要 
期間   ： 2004年 11月 5日（金）～17日（水）  
開場時間 ： 10：00～21：00 （会期中無休・最終日は 17：00閉場） 
 
 
 アジアの刺繍布 －インド＆インドシナ諸国―                      

 
インドとインドシナ諸国を中心に、夫々の時代・地域・

民族の華麗なる刺繍の世界をご紹介する企画です。 
染織における刺繍の歴史はもっとも古いと言われ、各時

代、各地域で夫々の民族を華麗に彩ってきました。ある地

域では、刺繍が細かければ細かいほど、魔を避け、福を呼

ぶと信じられ、そのため人間業の限界、精緻の極みまで達

しました。またある地域では、婚礼用の衣装はフリカリ（花

刺繍）と艶やかに呼ばれました。 
本展では、染織の原点といわれるインドと、インドシナ

諸国のものもあわせて、儀式や婚礼のための古布（１６世

紀頃）から現代作家のものまで、刺繍、キルト、パッチワ

ーク、ミラーワークなど、人間技の限界・精緻の極みまで

達した刺繍布約２５０点を展示販売します 
 
◆開催概要 
期間   ： 11月 19日（金）～29日（月）  
開場時間 ： 10：00～21：00  （会期中無休・最終日は 17：00閉場） 

＊ 
ロゴスギャラリー 今後の開催予定 

■山崎まさよしｘハービー・山口 ミシシッピ～東京      Ａｌｔｅｒｎａｔｉｂｅ Ｔａｋｅ ハービー山口写真展 

    １２月１日（水）～１２月１４日（火） 最終日は１７時まで 

■ｍｏｕｎｔａｉｎｘｍｏｕｎｔａｉｎ ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ２００４      「‘Ｍａｕｌｅ Ｂｅａｒ ａｎｄ ｆｒｉｅｎｄｓ’ ａｎｄ ｍｏｒｅ．．．」 

    １２月１６日（木）～２７日（月） 最終日１７時まで 

■Ｗｉｎｔｅｒ洋書ロゴスバザール        １２月２９日（水）～ １月１１日（火）最終日は１７時まで 

ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
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（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）注目の公演ラインナップ             

 

 ピローマン                                                     

 
 2003年 8月、北アイルランド紛争を背景にした流血
のブラックコメディ「ウィー・トーマス」がパルコ劇

場で上演され話題を呼びました。その作者であるマー

ティン・マクドナーと演出を担当した長塚圭史という

二人の才能が再び、マクドナーの最新作「ピローマン」

でパルコ劇場に登場します。 
 「ピローマン」は、昨年 11月から今年 4月まで、ロ
ンドンのナショナル・シアターでレパートリー上演さ

れ、2003年度ローレンス・オリヴィエ賞新作最優秀賞
を受賞、今年 9月からのブロードウェイ上演も決定した世界的な注目作。「残酷なメルヘンばかりを書く作
家の身辺で、お話によく似た殺人事件が次々に起きる。作家はものすごく胡散臭い二人の刑事の取り調べ

を受け、やがて作家の“知恵遅れ”の兄が容疑者に、そして登場人物たちの秘密が明らかになっていく…」

というストーリーで展開される、笑うしかないほどの悪意とおばかさ、不毛とナンセンス、ばちあたりな

アナーキーさを満載した、とんでもない問題作です。 
 いずれも個性的な 4人の男優がこの作品をどう演じるか、要注目の舞台です。 

 ●前売券発売中 
［期間］ 2004年 11月 6日（土）～23日（火・祝）                
＜作＞マーティン・マクドナー ＜翻訳＞目黒 条 <演出>長塚圭史 <出演> 高橋克実 山崎一 
 中山祐一朗 近藤芳正  ※パルコ劇場の他、名古屋、大阪、福岡、広島、水戸公演も予定。 
 

 どかーん！武春劇場 in PARCO Vol.1                      

ロックやR&Bに「語り」と三味線を合体した独自のスタイルを確立し、さら
に宮本亜門演出のブロードウェイ・ミュージカル「太平洋序曲」に主演し、米国

の批評家から絶賛され、アカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされ

た「頭山」では語りと音楽を担当と、多彩な活動を繰り広げる浪曲師、国本武春

がパルコ劇場に初登場！。 
三味線“弾き語り”ライヴ・エンターテインメントを展開します。 
 
［公演日］ 2004年 11月 24日（水） 19:00~      ●前売券発売中 

 

 志の輔らくご 2004 by PARCO vol.9                                         

 今年で9年目。パルコ劇場恒例の立川志の輔の高座。新・古典

落語をお楽しみください。 

 

［期間］ 2004年 11月 25日（木）～11月 30日（火）、 
12月 7日（火）～12日（日） 

 ※パルコ劇場の他、大阪、札幌、富山での公演有。 
●前売券発売中  

パルコ劇場・その他演劇公演 
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 LOVE LETTERS                                 

 

舞台にはテーブルと二脚の椅子。並んで座った男優と女優が、手にした台本を読み上げるだけの 2 時間。パル

コ劇場で1990年8月19日の初演以来、年齢も個性も異なった様々なカップルが舞台に登場してきた「ラヴ・ レタ

ーズ」。12月に登場いたしますカップルは…。 

 

<公演日・出演> 
12／1（水）19:00開演 戸井勝海×横山智佐  12／3（金）13:00開演  井上芳雄×中越典子 
12／4（土）19:00開演 井上芳雄×中越典子  12／5（日）18:30開演  井上芳雄×中越典子 
12／6（月）19:00開演 北村有起哉×田中美里     ※12／2は未定 

<作> A.R.ガーニー  ＜訳・演出＞ 青井陽治       ●前売開始：2004年 11月 13日（土） 
 

パルコ・プロデュース公演  

なにわバタフライ ＮＡＮＩＷＡ ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ                                              

 

 ＮＨＫ・大河ドラマ「新選組！」を書き上げた三谷幸喜、待望の舞台

最新作！浪花の名女優・ミヤコ蝶々をモチーフに初の一人芝居書き下ろ

し！その一人芝居に挑むのは、三谷幸喜の舞台ではお馴染み、「新選

組！」では寺田屋の女将を演じた、戸田恵子です。 

 

［期間］ プレヴュー公演 2004年 12月 18日（土）～12月 20日（月） 
本公演  2004年 12月 22日（水）～2005年 1月 26日（水）予定 
●前売開始（プレビュー、本公演とも）：2004年 12月 4日（土） 

  
＜作・演出> 三谷幸喜  <出演> 戸田恵子 <生演奏> 小竹満里 
 

ＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲＥ’Ｓ Ｒ＆Ｊ                                                 

 

 「Ｒ＆Ｊ」とは、「ロミオとジュリエット」のこと。1998年ブロード

ウェイで上演され高い評価を得たこの作品は、シェイクスピアの物語を

そのまま上演するのでなく、厳格なカソリックの全寮制男子校を舞台に、

4人の男子高校生が「ロミオとジュリエット」を演じるという、モダン

な脚色を加えたものです。 

 ブロードウェイより、オリジナルの作・演出家であるジョー･カラル

コを招いて制作されるこの舞台では、今年春まで東京バレエ団に所属し、

ベジャールやマシュー・ボーンの作品で賞賛されてきた世界に誇るプリ

ンシパル首藤康之が、ストレートプレイに初挑戦するのも注目されてい

ます。 

 

［期間］  2005年 2月 1日（火）～20日（日）        ●2004年 11月 27日（土）前売開始 
＜作・演出> ジョー・カラルコ  <出演> 首藤康之 佐藤隆太 小林高鹿 浦井健治 

※2005年 2月26日（土）、27日(日) 大阪／シアター・ドラマシティ 名古屋、広島、新潟、福岡公演も予定 

パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 
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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◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演ラインナップ                  
 

 フィリップ･ジャンティ･カンパニー 「バニッシング・ポイント」          

 1988 年の初来日以来、10 回に及ぶ来日公演を行い、不気味でかわいい人形や、ダンス、マイム、マジ
ックを駆使した魔法のような舞台を作り上げ日本の観客を魅了し続けてきたフィリップ・ジャンティ。2003
年のスイス・ローザンヌでの初演、パリ公演で絶賛

され、世界各地を公演中の彼の新作「バニッシング・

ポイント」がこの秋、日本に上陸します。 
 パルコは、1992年の来日公演「漂流－DERIVES」
以来、フィリップ・ジャンティの発信地となってき

ましたが、今回は初めてル テアトル銀座で全８ステ
ージの東京公演を予定しています。 
 
 

［期間］ 2004年 11月 9日（火）～14日（日）  
●前売券発売中  

 
<作・演出> フィリップ・ジャンティ <演出補>メアリー・アンダーウッド <音楽>ルネ・オーブリー  
<出演> ドミニク・カターニ マージョリ・キュレンティ メレディス・キッヒェン スコット・ケーラー ラ

イオネル・メナール ソニア・エンキン 
 
＜地方公演日程＞ 名古屋 11月 18日（木） 山口 11月 20日（土）、21日（日） 大阪 11月 23日（火・祝） 
         松本 11月 26日（金） 新潟 11月 28日（日）  
 

 江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス                                

 数多くの著作、雑誌連載、テレビ、ラジオ、講演会を通して、悩める現

代人の心を癒してきたスピリチュアル･カウンセラー江原啓之が、その枠

を超えた表現者“スピリチュアル・アーティスト”として、全てをつぎ込

んだ言霊と癒しの舞台。 

 

 

［期間］  2005年 1月 3日（月）～1月 11日（火）    
             ●2004年 11月 20日（土）前売開始 

 

A プログラム「あなたが生きることの意味」 

B プログラム「あなたに向けられる愛」 

※Aプロ、Bプロともトーク及び曲目等内容が変わります 

 

     ※全国公演 1月下旬～3月下旬 調整中 
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◎ パルコＤＶＤシリーズ発売予定                              

 

 

「キャンディード」ＤＶＤ発売決定 いよいよ１１／２０予約開始                    

この春、話題を呼んだ宮本亜門演出のミュージカル「キャン

ディード」が、ハイビジョンカメラ１４台を駆使した完全収

録版で、ついに世界初のＤＶＤ化！。 

特典映像も満載した本DVDの予約をパルコ劇場のホームペー

ジ（http://www.parco-dvd.com/）で 11月 20 日（土）より

開始いたします。 

  

<DVD概要> 

PTDV-11&12  \6,800(税込)   片面２層・２枚組  

● 本編 <1幕>85分 <2幕>82分 <TOTAL>167分 

● 映像特典TOTAL40分収録予定 

Disc1 ★クネゴンデ(鵜木絵里ｳﾞｧｰｼﾞｮﾝ）3曲特別収録 

Disc2 ＜メイキング＆ドキュメント＞  

[メイキング]リハーサル風景～オケ・リハ～舞台稽古 他 

[初日ダイジェスト]初日会見/終演後舞台裏風景 

[インタビュー] 

①宮本亜門（演出） ②デイヴィッド・C・アべル ③中川

[千秋楽カーテンコール] 

● 音声特典 宮本亜門&中川晃教コメンタリー 

● 字幕特典 オリジナル英語歌詞付（ミュージカルナンバー）

2004年 5月 3日東京国際フォーラムホールCにて収録 

作曲/レナード・バーンスタイン 

演出/宮本亜門 

音楽監督・指揮/デイヴィッド・チャールズ・アベル 

 

CAST  中川晃教、幸田浩子、岡幸二郎、宮本裕子、新納慎也、坂

岡本泰寛、池本和憲、岡田 誠／郡 愛子、辰巳琢郎 他 
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報 

◆クラブクアトロ １１月の主要企画                                    

 

・Gラヴ 

11/12（金）広島クラブクアトロ、11/16（火）名古屋クラブクアトロ 

 

1993年結成、米国フィラデルフィアを拠点とする 3人組。ブルースやジ
ャズなどのアメリカン・ルーツ・ミュージックをヒップホップのビートと融

合させたオリジナリティ溢れる音楽性で良心的な音楽ファンの熱狂的な支

持を集め、日本でも山崎まさよしを始めミュージシャンのシンパも多い。3
年ぶりの新作『ハッスル』を携えた 3年半ぶりの来日公演。 

 
・東京スカパラダイスオーケストラ 

  11/22（月）23（火） 広島クラブクアトロ 

 

今年デビュー15周年を迎えながら未だに進化し続けるモンスタ

ー・バンド、“スカパラ”こと東京スカパラダイスオーケストラ。

昨年のヨーロッパ・ツアーに続き、今年はアメリカ・ツアーも

成功させ、名実共に日本を代表するスカ・バンドに昇りつめた。

全ての公演が即日ソールド・アウトする彼らの04年秋冬ツアー

の広島公演をクアトロで開催。 

 

 

・22-20s（ﾄｩｴﾝﾃｨﾄｩ･ﾄｩｴﾝﾃｨｰｽﾞ） 

11/29（月）30（火） 渋谷クラブクアトロ 

12/2（木）心斎橋クラブクアトロ 

12/3（金）名古屋クラブクアトロ 

英国北部リンカーン出身の3人組。メンバーはいずれもまだ10代ながら、英国

ロックの次代を担う実力派バンドとして昨年より英国中のメディア、音楽ファン

の間で大絶賛を集め、各レコード会社間で札束と血の乱れ飛ぶ争奪戦を巻き起こ

した。過去10年の英国シーンを最も騒がせたと言われる「噂の新人」の初の来日

ツアー。 

 

◆パルコ・マネジメント アーティスト情報                                

 

・ＭＯ‘ ＳＯＭＥ ＴＯＮＥＢＥＮＤＥＲ ニューアルバム発売記念ツアー 

 

コロムビア/トライアド移籍第一弾アルバム『The Stories of Adventure』を9/22にリリースした当社所属のアーテ

ィスト、モーサム・トーンベンダーのアルバム発売記念のツアーが10/16よりスタートしています。全国１８箇所で開

催し、ファイナルは12/2 東京・渋谷。 

 

・アナログフィッシュ ニューアルバム発売記念ツアースタート！ 

 

当社所属のアーティスト、アナログフィッシュ（写真右）。9/23 にリリー

スしたミニ・アルバム『Hello Hello Hello』を携えた全国 4 地点ツアーを

12月に開催。（12/8福岡、12/10大阪、12/11名古屋、12/18東京）
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パルコ出版の新刊情報 

 

 タイム・フォー・ブランチ はなの東京散歩       編者  ：J-WAVE 「TIME FOR BRUNCH」         

予価1.470円（税込） 2004年 11月中旬発売予定    判型：A5判 変型   ページ数：192Ｐ 

 

 日曜日のお昼前、モデルのはなさん（写真）が東京近郊の街を

紹介する J-WAVE の人気番組「週刊 CHINTAI presents TIME FOR 

BRUNCH」が本になりました。 

下町や庭園、活気ある商店街・・・東京には緑が溢れ、歴史が

息づく素敵な場所がたくさん。アートや仏像、そしてスイーツな

どなどに造詣が深く、好奇心旺盛なはなちゃんならではの、歩い

て食べて体験した、とっておきの散歩コースをご紹介します。 

 

【本書の一部】 

春：「上野のお山」穴場散歩／仏像めぐり、目黒散歩… 

夏：避暑地気分で広尾散歩／等々力渓谷を涼やか散歩… 

秋：小さな秋を探しに洗足池散歩／神田神保町を古本散歩… 

冬：意外に知らない、皇居をお散歩／両国をどすこい散歩… 

 

 

 

 

 

 

 上田まり子のＭＫホームベーカリーレシピ         著者  ：上田まり子                     

予価1.575円（税込） 2004年 11月下旬発売予定     判型：200×190ミリ ページ数：112Ｐ（オールカラー） 

 

「ホームベーカリーのバイブル」と絶賛された前作「上田まり子の

焼きたてパン LESSON」から一年、ファン待望の新作レシピ集がつい

に発売されます。 

今回はリクエストの多かった天然酵母パンを中心に、今までは使用

が難しいとされていた生イーストのパンなど、あっと驚くバリエーシ

ョンの数々をご紹介。 

パン屋さん顔負けの、とっておきレシピが満載です。  

 

[本書の内容と特徴] 

●超人気サイト「ホームベーカリー まりの部屋」発のレシピ本、第２弾！ 

● ホームベーカリー・シェアNO.１のＭＫ（エムケー）対応だから、 

 分量や工程が明確でわかりやすい 

● ホシノ天然酵母、白神こだま酵母、ベターホーム天然酵母、パネトーネマザー、 

 生イーストでつくる、焼きあげパン＆成形パンをプロセスつきで紹介 

● 天然酵母対応の機種以外でもラクラク焼ける、裏ワザを紹介 

● パンづくりの「困った」にお答えする、お役立ちＱ＆Aコーナー 
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