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PARCO MONTH
 

夏に向けて！パルコのトピックスをお知らせいたします。 

p Topics＞ 

０５ ＰＡＲＣＯ 水着キャンペーン 

０５ＧＷ 池袋パルコ×映画「ヘアスタイル」 パルコスタイル 

テレビクラブ×パルコ  ファッションフェスティバル２００５ 

関連＞ 

雅治15周年記念 写真展 「伝言」  福山雅治×大村克巳 

中の弥次さん喜多さん大展覧会 

oko DOLL メジャーデビュー記念展示会 idol-アイドル- 

ブック コレクション ２００５   ・ HABU写真展 「雲を追いかけて」 

関連＞ 

啓之スピリチュアル・ヴォイス 特別追加公演 

E LETTERS 福岡・沖縄公演 

な人生のためのガイドブック    ・ どかーん！武春劇場 in PARCO vol.2 

ウィグ・アンド・アングリーインチ   ・ LAST SHOW    

e Dresser-   ドレッサー       ・ ミュージカル「シンデレラストーリー」 

関連＞ 

ブクアトロ ５月の主要企画     

O出版＞ 

ＣＯ出版の新刊 宮藤官九郎 「鈍獣」     

関連＞ 

クイント 上映ラインナップ 
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） 
 

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

○本資料のPDF版をPARCOホームページで提供しております。 
ウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html 
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◆２００５ ＰＡＲＣＯ 水着キャンペーン       

 

 今年の夏に向けパルコ各店では、続々と水着ショップが登場

しています。これに合わせ今年の「PARCO水着キャンペーン」ポ

スターが出来上がりました。 

 毎年話題になるパルコの水着キャンペーンのポスター。今年

はＬ．Ａ．パームスプリングスにロケを敢行、2005 年の本命ト

レンドのブラジリアンタイプのニットビキニ（表紙掲載写真）、

今シーズンのミラノコレクションでも注目されたオプティカル

プリントのドット柄ビキニ（右写真）の２タイプを制作いたし

ました。このポスターは水着ショップオープンに合わせてパル

コ各店に登場いたします。 

※撮影商品は各店に登場する水着ショップ「三愛水着楽園」で取扱い。 

 また、パルコではこの夏、水着とビーチをより楽しんでいた

だくために、お客様へお役立ち情報を満載したホームページ

URL：www.parco-swim.comをスタートさせています。  

同サイトでは、水着が1000円割引になるクーポンプレゼントも

実施しています。 

 ５月以降には、昨年も好評をいただいた三愛水着楽園とのコラボレーションによる、パルコ・オリジナ

ル水着の登場も予定。夏に向けてパルコは水着商戦を盛り上げてまいります。 

 

◆２００５ＧＷ 池袋パルコ×映画「ヘアスタイル」 パルコスタイル              

 
 池袋パルコのゴールデンウィークは、CMディレクター中島哲也
氏がプロデュースを手掛け、パルコ所属アーティスト「モーサム・

トーンベンダー」が主題歌を提供しているオムニバス映画「ヘア

スタイル」（4/30公開）とコラボレートしたキャンペーン「パルコ
スタイル」を展開中です。 

このキャンペーンでは、映画「ヘアス

タイル」と広告制作スタッフ（AD 箭

内道彦／PH 平間至／イラスト ヒロ杉山／モデル 浅見れいな）を共有し、「パル

コスタイル」の広告を制作。さらに関連イベントとして、映画ヘアスタイルに

かかわるクリエイター達が制作してくれたＴシャツ（写真）を展示、プレゼン

トする「池袋パルコ×映画『ヘアスタイル』Tシャツ展」、ＡＤ・箭内＋写真・
平間のコンビが手がけるタワーレコードのポスター５０枚を一挙公開する

「NO MUSIC,NO LIFE.ポスター展」を開催中です。（共に 5月 8日まで） 
「パルコスタイル」キャンペーンは、ゴールデンウィークで終了ですが、今後

も池袋パルコは独自の情報発信を続けていきます。どうぞご注目ください。 

 

 

◆フジテレビクラブ×パルコ  ファッションフェスティバル２００５             

 

 昨年開催されて好評だったフジテレビクラブとパルコが共同で開催する、キッズのファッションフェス

ティバルが、今年も 2005 年 6 月 11 日(土)に日本青年館で開催されます。パルコでは昨年同様、フェステ

ィバルの観覧希望者とともに、新たに今年はこの企画内で開催されるパルコの人気ブランドのファッショ

ンショーに出場するキッズモデル・ママモデルを募集中です。 

※募集についての詳細はホームページに掲載しております。URL： http://www.parco.co.jp/parco/kids_fes/
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

THE 15th ANNIVERSARY SPECIAL EXHIBITIONFUKUYAMA MASAHARU × OHMURA KATSUMI  「DENGON」 

福山雅治15周年記念 写真展 「伝言」  福山雅治×大村克巳                 

 
本展では、福山雅治のデビュー15周年を記念して発表された
写真集「伝言」（集英社刊）をギャラリー空間に展開します。 
福山と、彼のデビュー当時からCDジャケット製作等を通じ
て親交を深めてきた写真家・大村克己の二人は、「（福山の）デ

ビュー15 周年に向かって何かコラボしよう」と盛り上がり、
2003年 12月から 2004年の 12月まで、約 1年間の撮影取材
を実施。その中で撮り下ろされた 4万カットにもおよぶ作品（未
公開写真を含む）の中から選び出された作品（写真）と、約 100
時間におよぶインタビューから選び出された「言葉」を凝縮し

た作品展です。 
「写真

でんごん

を読む」というテーマで展開するこの写真展は、アー

ティスト 福山雅治と写真家 大村克巳との記念すべき初コラボ
レート展となります。 
 

◆開催概要         

期間   ： 2005年5月18日（水）～６月６日（月） 会期中無休   ©KATDUMI OHMURA / AMUSE 
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700円、学生500円、小学生以下無料 

 

 

真
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入
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巡回予定  ［札幌］ 札幌パルコ スペース７     6月 10日（金）～20日（月） 
      ［福岡］ 三菱地所アルティアム（イムズ） 7月 1日（金）～25日（月） 
      ［大阪］ ハービスホール         8月 11日（木）～8月 18日（木） 
      ［名古屋］名古屋パルコ パルコギャラリー 8月 20日（土）～9月 5日（月） 
      ［広島］ 広島パルコ スペースハッカイ  9月 9日（金）～9月 19日（祝・月）
 

夜中の弥次さん喜多さん大展覧会          
 
人気脚本家・宮藤官九郎が、カリスマ漫画家・しりあが

寿の原作マンガを初監督作品として映画化した「真夜中

弥次さん喜多さん」の世界がパルコミュージアムに登場。 
劇中で使用された数々の登場人物の衣装＋大道具＋小道

を一挙公開し、またリヤルと幻想、生と死が入り乱れた

なくも可笑しい「魂の五十三次」の名場面を再現。さら

会場でしか手に入らないグッズの販売や限定アイテムが

に入る輪投げコーナーも用意しています。 
 
開催概要         

間   ： 2005年4月29日（祝･金）～5月15日（日） 会期中無休  
場時間 ： 10：00～21：00（入場受付は閉館30分前まで）  
場料  ： 一般500円、学生400円、小学生以下無料 （輪投げの輪付） 

R

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 

momoko DOLL メジャーデビュー記念展示会 idol-アイドル-  

 
1:6スケールのリアルファッションドールとして、インディーズ・
ドール界で 20 代～30 代女性を中心に大人気の「momoko ドール」

が、（株）セキグチより、この４月メジャーデビューしました。 
ロゴスギャラリーでは、この「momoko」のメジャーデビューを記

念して、ロゴスギャラリーでの 4 回目となる展示会を開催中。 
momoko オフィシャルカメラマン米倉裕貴氏によるサイパン

ロケ写真展示、江口寿史氏によるmomokoドールをモチーフにしたイラスト展示、momokoドール各種の販売

など「みんなのmomoko」＝「idol-アイドル-」をテーマにした展示を行なっています。 

 
◆開催概要   期間 ： 開催中～5 月９日（月）まで 会期中無休 

 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
 
レアブック コレクション ２００５                    

 
昨年同時期に開催し好評いただいたレアブック コレクションを今年も開催。ボリ

ュ－ムたっぷりの、貴重かつ稀少な写真集のハードカバー、ペーパーバックの絶版本

コレクションです。 
 

◆開催概要   期間   ： 2005 年 5 月 11 日（水）～30 日（月） <展示即売商品例>

Rio de Janeiro／Bruce Weber

若かりしヒクソン・グレイシー

のポートレートの掲載で人気。   

会期中無休 
 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
 
 
HABU写真展 「雲を追いかけて」 ― オーストラリア、ギリシャ、モロッコなどを舞台とした、雲を追いかける旅 ―       

 
空、雲をテーマに、数々の写真集を発表している 

「空の写真家」HABU の、雄大かつ繊細な写真の展覧

会でしか買えないオリジナルディープマットプリント

４０点を展示販売いたします。 
作品はディープマットの質感を損なわずに鑑賞でき

るようガラスなしフレームで展示、会場の音楽はミュ

ージシャン杉真理（すぎまさみち）が担当しオリジナ

ル作品を書き下ろします。 

 

◆開催概要   期間   ： 2005 年 6 月 1 日

開場時間 ： 10：00～21：0

        ※トークイベント HABU×杉真理 

※ロゴスギャラリー今後の予定 

  Mie Ishii 作品展  Tokyo Surf Paradise
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ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラ

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パ
 

 

©HABU 

（水）～13 日（月）  会期中無休 
0 （最終日は 17:00 まで） 
6月12日 15:00～ 

  トーキョー・サーフ・パラダイス 
＜2005 年 6 月 15 日（水）～29 日（水）＞ 

                          4 

リーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
ート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287 



 
 
パルコ劇場・その他演劇公演 

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

 

 

江原啓之スピリチュアル・ヴォイス    

          特別追加公演 

 
2005 年１月のル テアトル銀座公演を皮切りに、名古屋・福岡・仙台・大

阪・新潟・札幌など全国１１都市を巡り、各地でチケットは完売と、大好評

を博してきた癒しのエンターテインメントその名も『江原啓之スピリチュア

ル・ヴォイス』が、ファンの熱いラヴ・コールにお応えして東京での特別追

加公演が決定しました。 

著作、雑誌連載は勿論、テレビ、ラジオなどの様々なメディアでの活躍も

目覚ましい、悩める現代人を癒してきた希代の “ スピリチュアル・アーテ

ィスト ” 江原啓之が、「あなたが生きることの意味」をテーマに、たまし

いのメッセージ “スピリチュアル・ヴォイス”をお届けします。 

 

［公演日程］ ■ 会場： 渋谷公会堂      2005 年 5 月３1 日（火）18：00 開演 
［料金］ 7,000 円（全席指定･税込）※未就学児の入場不可 

  

LOVE LETTERS 福岡・沖縄公演       

舞台上にテーブルを挟み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。パルコ劇場の人

気レパートリー企画が、福岡、沖縄に出張公演いたしま

す。今回カップルを演じますのは、岸谷五朗と企画ユニ

ット「地球ゴージャス」を組む、ＴＢＳ「王様のブラン

チ」でもおなじみの寺脇康文と、パルコ劇場での三谷幸

喜作の一人芝居「なにわバタフライ」が大好評だった戸

田恵子の二人です。 

＜作＞A.R.ガーニー ＜訳・演出＞青井陽治   
＜出演＞寺脇 康文＆戸田 恵子 

［公演日程］  
■ 会場： メルパルクホール福岡  2005 年 7 月 23 日（土）19:30 開演 

［料金］6,000 円（全席指定･税込） お問合せ：ピクニック 092-715-0374 
■ 会場： 那覇市民会館      2005 年 7 月 25 日（月）19:00 開演 

［料金］6,000 円（全席指定･税込）  お問合せ：沖縄テレビ放送事業部 098-869-4415 
 

L'AMOUR2005 美輪明宏音楽会<愛>           

■ 会場：パルコ劇場    ［公演日程］ 2005 年 9 月 15 日（木）～10 月 5 日（水） 

    

ダブリンの鐘つきカビ人間 （再演決定）        

■ 会場：ル テアトル銀座    ［公演日程］ 2005 年 10 月下旬予定 

2002 年のパルコ劇場での公演が大好評だった、後藤ひろひと作・Ｇ２演出の舞台が再演決定です。  
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）５月～９月の公演予定                

 

最悪な人生のためのガイドブック-               

42 歳、独身、フリーターのドイッチの理想の人生は、ソファー

で寝っ転がってピザを食べ、ビールを飲みながらサッカーを観る

こと。そんな上昇志向のまるで無い主人公ドイッチと、8人の仲間

たちが繰り広げる最悪のシナリオの行方は、一体どうなってゆく

のか！？ 

川平慈英、森山未來、キムラ緑子、草刈正雄ら最高の豪華キャ

ストを迎え、本多俊之の音楽をバックに奏でるミュージカル・コ

メディがパルコ劇場に登場します。 

 

＜作・演出＞ 鈴木聡   ＜音楽＞ 本多俊之   
［公演日程］ 2005 年 5 月 13 日（金）～5 月 29 日（日）   ［料金］ 9,000 円（全席指定･税込）    
 

どかーん！武春劇場in PARCO vol.2  

-ともだちがやってきた。ええじゃないか！-   

昨年11月、1年間の米国留学を経て、帰国したばかりの“噂のエンタテイナー”国本

武春によるパルコ劇場第１回公演は、伝統的な浪曲の名曲から、三味線一本で弾き語る

ロックやブルース、切々と歌い上げるオリジナル曲までをタップリ聞かせ、また客席が

一丸となって声を合わせての “浪曲掛け声教室”、『忠臣蔵』実技講座・・・と賑やか

かつ感動的なステージで大好評。その人気に答えて国本武春、パルコ劇場での２回目の

公演が決定しました。 

 

［公演日程］ 2005 年６月３日（金）19：00／4 日（土）14：00  
［料金］5,000 円（全席指定･税込） 

 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ       

いまや伝説となっているアメリカ、オフ・ブロードウェイでの上演時と

同様、昨年、日本でも数多くのヘドヘッドと呼ばれる熱狂的ヘドウィグ・

ファンを生んだ「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」。“失われたカ

タワレ”=「愛」を捜し求める無名のロックシンガー、ヘドウィグの、波乱

に満ちた半生、愛と苦悩を、心揺さぶるロックのメロディにのせて描く。

多くの観客が楽しみ、共鳴した夢のようなステージがブラッシュアップし

て再演決定。今回は、ライブハウス「Zepp Tokyo」での公演もあります。 

 

＜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         ＜主演＞ 三上博史    

■パルコ劇場 2005 年 6 月 16 日(木)～26 日(日) ［料金］ 9,000円（全席指定･税込） 

■Zepp Tokyo 2005 年 7 月 11 日(月)～16 日(土) ［料金］ 指定8,000円／立見6,000円（ﾍﾄﾞﾍｯﾄﾞ座布団付税込） 

 

 

 

 

PARC
 

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ 当日券発売情報  
パルコ劇場 … 公演日の前日 14：00-17：00 まで受付  

・電子チケットぴあ 当日券予約専用ダイヤル 03-5237-9350 
Zepp Tokyo  … 開演の 1 時間前より会場受付にて販売。 
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LAST SHOW       

長塚圭史３０才にしてラスト・ショウ!?  

昨年上演し話題を呼んだ、阿佐ヶ谷スパイダース公演

「はたらくおとこ」の作・演出と、パルコ・プロデュー

ス公演「ピローマン」の演出で、『第4回朝日舞台芸術賞』、

『第55回芸術選奨文部科学大臣新人賞』を受賞、劇作家

として、また演出家として、多方面から今最も注目され

る長塚圭史が放つ３０才を迎えての新作舞台。 

 
＜作・演出＞ 長塚圭史  
＜出演＞風間杜夫、永作博美、北村有起哉、中山祐一朗、市川しんペー／古田新太 
［公演日程］ 2005 年 7 月 1 日（金）～７月 24 日（日） ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 
 

-The Dresser-   ドレッサー    

演劇に奉仕する人々の歓喜と辛さ、そしてその人々の真のド

ラマを描いた傑作『ドレッサー』がパルコ劇場に登場。バック

ステージドラマの傑作として、日本の演劇史にもその名を刻ん

でいる本作品をベスト･キャスト＆スタッフであらたな「ドレッ

サー」として皆様にお届けします。 

今回この作品を演出するのは、「欲望という名の電車（篠井英

介主演）「ベント（椎名桔平主演）」、「ディファイルド（大沢た

かお、長塚京三主演）」などの演出で話題の鈴木勝秀。キャスト

陣は座長役に日本での初演時ドレッサー役を演じた平幹二朗、

今回が初舞台となる松田美由紀、その演技力と存在感に定評の

ある久世星佳、そしてドレッサー役にその飄々とした味わいの中に人間味溢れる演技で定評の西村雅彦。

平幹二朗演じる座長にドレッサー西村雅彦がいかに挑んでいくのか・・・・。ショウ・マスト・ゴーオン、

舞台の幕は上がります。 

 
＜作＞ロナルド・ハーウッド ＜訳＞松岡和子 ＜演出＞ 鈴木勝秀  
＜出演＞平幹二朗 松田美由紀 久世星佳 西村雅彦  ほか 
［公演日程］ 2005 年８月 24 日（水）～9 月 11 日（日） ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 
 

◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）注目の公演                         

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ シンデレラストーリー               

2003 年夏、大人も子供も納得できる全く新しい「シンデレラ」として誕生

したミュージカル「シンデレラストーリー」。劇場を笑いと興奮の渦に巻き込

んだ、最高にハッピーなミュージカルが２００５年初夏、待望の再演。 

※木曜日公演に限り、スペシャルカーテンコール実施が決定しました！ 

 

＜脚本＞鴻上尚史 ＜演出＞山田和也 ＜出演＞大塚ちひろ 浦井健治 ほか 

［公演日程］ 2005 年 5 月 17 日（火）～６月５日（日）  
［料金］   S 席 10,000 円 A 席 8,000 円（全席指定・税込） 

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 

PARCO MONTHLY INFO. 2005/5                                     7 
 



 
 

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 ５月の主要企画                              

 

BLOC PARTY＜ブロック・パーティー＞ 

5/4（水）心斎橋クラブクアトロ 

5/5（木）名古屋クラブクアトロ 

5/7（土）、8（日）渋谷クラブクアトロ 

黒人のフロントマンを白人3人が固めるという編成の英国バンド。

ニュー・ウェイブの影響色濃いロックでダンサブルなサウンドが

話題となり、昨年デビュー作発表前にも拘らずSUMMER SONIC04に

出演、単独来日公演も即日完売するなど、今最も注目されるバン

ドのひとつと言われている。1月リリースのデビュー・アルバムを

携えての大注目の再来日公演。 

 

SANSEVERINO＜サンセヴェリーノ＞  

5/26（木）心斎橋クラブクアトロ 

5/28（土）、29（日）渋谷クラブクアトロ 

1962 年パリ生まれ。喜劇役者、道化師などを経て、2001年に 40歳にして発

表したデビュー・アルバムがフランス本国で20万枚を超える大ヒットを記録、

一躍大スターとなった。アコースティックなジプシー・ジャズとシャンソン

をベースにした粋でスタイリッシュなサウンドと、パンキッシュなアティテ

ュードが魅力。初来日公演。 

 

 

 

Jack Johnson＜ジャック・ジョンソン＞ 

 ゲスト：G. Love & Special Sauce 

5/28（土）広島クラブクアトロ 

ハワイ生まれのシンガー・ソングライター。高校

在学中にすでにプロ・サーファーとして活躍、映

画作家の顔も持つマルチな才能の持ち主。アコー

スティック・ソウルな音楽性とサーファーならで

はの自然体なライフスタイルが世界的に大ブーム

を呼んでいる。今回は盟友とも言える G.ラヴ＆

ザ・スペシャル・ソースとのドリーム・ツアー。 

 

Photo by Danny Clinch 

奥田民生 

5/30（月）、３１（火）広島クラブクアトロ 

87年にバンド、ユニコーンのメンバーとしてデビュー。93年にバンド解散後ソ

ロとして活動を開始し、今や J-POP 界を代表するシンガーソングライターとな

った。昨年ソロ・デビュー10周年を記念して故郷・広島の広島市民球場でスペ

シャル・ライブを行い、大きな話題となる。今回は 1 ヶ月半の全国ライブハウ

スツアーのファイナル。 
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大きな話題となる。今回は1ヶ月半の全国ライブハウスツアーのファイナル。 

 

パルコ出版の新刊情報 

 

「鈍獣」    著者：宮藤官九郎                                                

2005 年５月下旬発行予定 予価：本体１，４００円（税別） 版型：四六判 頁数：256 頁 

 

昨年夏にＰＡＲＣＯ劇場で上演され、大好評だった舞台「鈍獣」

の戯曲集が出版されます。 

作者の宮藤官九郎は舞台・ＴＶ・映画と活躍する今、最も注目さ

れている書き手で、現在公開中の「真夜中の弥次さん喜多さん」で

は監督業にまで進出と絶好調。その宮藤が、生瀬勝久・池田成志・

古田新太という、いずれも超個性的な3人の男優によるユニット（ね

ずみの三銃士）に「こわーい話」を依頼されて書き下ろした本作は、

宮藤作品の新境地とも言える、笑いがちりばめられた独特のホラー

に仕上がっています。 

宮藤官九郎はこの「鈍獣」により、演劇会の芥川賞と言われる？

岸田國士戯曲賞を受賞。 

その選評で本作は、「近ごろ出色の作品」（井上ひさし）、「すべて

を笑いに転化させる作者の力量は、候補作の中でも出色」（岩松了）、

「鈍感であるがゆえに《弱者》が、《強者》に変わっていくことを

鮮やかに描ききった。天晴れである」（野田英樹）等、絶賛されて

います。 

 

 

「鈍獣」はＤＶＤも好評発売中！ 

 

2004 年夏のパルコ劇場の公演を、10台のハイビジョンカメラを駆使

して完全収録した「鈍獣」のＤＶＤは、1時間以上に及ぶ豪華特典得点

映像<スチール撮影、製作発表、スタジオ・リハ、舞台仕込ダイジェス

ト、東京千秋楽バックステージ、地方公演バックステージ>を収録して、

パルコより発売中です。 

 

<DVD概要>      

 PTDV-13&14  \6,800(税込)  ２枚組／DISC-1（1幕） DISC-2（2幕）  

 

戯曲集の表紙はクドカンがモデル！？ 

ＤＶＤのジャケットと戯曲集の表紙を見比べてください。同じ構図でなので、同一のビジュア

ルと初めは思いますが、よく見るとモデルの「太さ」が恐ろしく異なります。ＤＶＤのジャケ

ット写真は、主演の一人・古田新太をモデルにした舞台公演のポスターをそのまま流用してい

ますが、今回発売の戯曲集では、新たに作者本人をモデルにした写真を撮り下ろしています。 
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パルコ 映画関連情報 

◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映ラインナップ               

 

 5月 14日公開  タナカヒロシのすべて 

 

あの異色芸人・鳥肌実が、その芸風とは 180 度反対に平々凡々

に暮らすことを望みながら不運に見舞われ続けることになるサラ

リーマン、タナカヒロシ役で主演。今まで知られることの無かっ

た鳥肌実の別の一面がこの映画で発見できるはず。 
監督は、本作が初監督となる映像ディレクター・田中誠。共演

は加賀まりこ、上田耕一、ユンソナなど個性あふれる面々が登場。 
 

 

 次回ロードショー  オープン・ウォーター 

 

「バッファロー‘６６」「ブレアウィッチ・プロジェクト」「メメント」と

世界から注目されるインディペンデント映画を生み出してきたサンダンス映

画祭で大絶賛され、インディペンデントとしては異例の全米 2700 館以上で

拡大公開された話題作です。 

物語は実話の映画化で、ダイビングを楽しみ浮上したら、自分たちを連れ

てきたツアーボートの姿は無く、岸も見えない海のど真ん中に取り残された 2 人のダイバーが、食料もなく、ボンベの

酸素も残り少ないという極限状況でどうやって生き残るのかを描いています。 
撮影は、特撮は一切無し、スタントも使わず、役者自身が鮫のうごめく海の中で実際に演技をするという、映画の設

定と同じ「極限」の状況で行われ、画面にＣＧでは出しえない緊迫感をもたらしています。 

 

 6月 4日より、3週間限定レイトロードショー公開  －ｌｅｓｓ ［レス］ 

 

 クリスマスイブの夜に抜け出せない「地図に無い森」に迷い込んだ家族を襲う逃げ場のない恐怖を描くデッドエン

ド・スリラー。各国のファンタスティック映画祭で高く評価された新進の若手監督による斬新なアイディアの異色作。 

 
 

※今回ご案内の各企画については、それぞれ詳しい資料を用意しております。下記各担当にお問合せください。 

企画名 担当 電話番号 

＜アート関連＞ パルコ 宣伝局  03-3477-5781 

＜演劇関連＞ パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局  劇場担当 03-3477-5857 

＜音楽関連＞ パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局  音楽担当  03-3477-5831 

＜映画関連＞ 

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 シネクイント（℡03-3477-5905）まで 

その他、当社映画関連企画に関するお問い合わせは、 

パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 映像担当（℡03-3477-8911）まで 

＜パルコ出版刊行物＞ パルコ   ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局 出版担当 03-3477-5755 

＜トピックス関連、その他パルコへのお問合せ、また本紙他プレス資料のお送り先住所、ご担当者様の変更、追加等のご用命

は、下記担当宛にご連絡ください。＞ 

株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）電話：03-3477-5710 FAX：03-3477-5769 
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