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  2005年 真夏のパルコのトピックスをご案内します    

沸騰の超人気かぶりモノ劇団が東京・パルコ劇場に進出！ 

、池袋パルコ、この夏の一押しニューショップご紹介 

EUM （ムットーニ ミュージアム） 

ｅｒ ＬＯＧＯＳ 洋書バザール ・ だいすき! マウス  

l Lau 展覧会 『Mr.Shoe Shop (sample)』 

情報 ・12人の優しい日本人 ・ダブリンの鐘つきカビ人間 

     ・LOVE LETTERS 8月東京・大阪公演 

   ドレッサー  ・ L'AMOUR2005 美輪明宏音楽会<愛>  他 

ーズ  ・笑の大学 （1998年版） 

７月の主要企画   ・パルコマネジメント アーティスト情報   

新刊  「中島デコのマクロビオティック パンとおやつ」 

映予定ラインナップ 
本紙掲載情報等

㈱パルコ 企画室 情報

〒150-0042 東京都
・

料のPDF版をPARCOホ
こちらから⇒http://www.pa

05/7            
2005年夏パルコのグランバザール開催中！ 

＜7月12日まで＞ 
 
←今年の広告キャンペーンには、人気急上昇の俳優 

玉山鉄二、塚本高史の二人を起用いたしました。 
のお問合せ先 
 
企画担当（広報・IR） 

 
渋谷区宇田川町 15-1 
 
ームページで提供しております。 
rco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html
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◆福岡で話題沸騰の超人気かぶりモノ劇団が東京・パルコ劇場に進出！ 

 パルコ･ピクニック提携公演 ギンギラ太陽’s「翼をくださいっ！さらばＹＳ－１１」   
劇団「ギンギラ太陽’s」は、福岡で大人気の地方劇団です。その個性的なスタイルは、人間は一切登場せず
擬人化された建物や乗り物など「モノ」が物語を進めていくというもので、役者はその「モノ」がデザイ

ンされた「かぶりモノ」を被って舞台に上がります。ただし、「かぶりモノ」といっても決してイロ物では

ありません。1945 年 6月 19日の福岡大空襲を背景に福岡･博多のデパートや交通機関が町を支えようとす

る姿を描く「天神開拓史」、福岡･天神のバス会社の競争を仁侠映画風に描いた「路線なき戦い」等の同劇

団の作品は、作･演出の大塚ムネトの徹底した取材により書き上げられた脚本による笑いとともに史実に基

づく「人間が登場しないヒューマンドラ

マ」として観客の感動を呼んでいます。 

        ＊ 

そして今回、同劇団に注目したパルコ劇

場が初の東京公演をオファー。パルコ劇

場に地方劇団が登場するのは開館以来

始めてのこととなります。 

上演される「翼をくださいっ！さらばＹ

Ｓ－11」は、1998年大手航空会社の独占

的市場にスカイマークエアラインズが

参入した 1998 年を舞台に、航空会社同

士の戦いや現役を退こうとする最後の

国産旅客機ＹＳ－11の姿を描きます。 

 

［公演日程］ 2005年 10月 7日（金）～10月 10日（月・祝）  
［料金］   4,500円（全席指定･税込）  ※前売開始 2005年 7月 30日 
 

この夏、パルコに登場する話題のショップご紹介 
 
＜渋谷パルコ・クアトロ４Ｆ＞ 

音楽＋文化＝ミュージカルチャー！ロック文化を切り口にした雑貨ショップ 

「MusiCulture」 ７／１(金) OPEN 
 
誕生から半世紀を過ぎ、なお進化し続けるロック文化。「MusiCulture」は、そこから

生まれた音楽･映画･アート・ファッションなどのカルチャーグッズをセレクトしたニ

ュータイプの雑貨ショップ。店内は1950年代～現代まで、それぞれの時代を象徴する

様々な商品‐-ビートルズグッズ、初期007関連アイテム、ストーンズベログッズ、オ

アシスツアーアイテムetc.‐が所狭しと溢れています。 
 
＜池袋パルコ・本館７Ｆ＞ 

札幌パルコでも大人気。本場のスープカレー専門店 

札
 
幌カリー「ヨシミ」 ７／７(木) OPEN 

北海道の厳選素材をたっぷり使ったスープカレーとスパイシー料理。昼はカ

レー専門店として、夜はカレーとスパイシー料理に、ソムリエセレクトワイ

ンとオリジナルカクテルを楽しめるダイニングンレストランです。 
 
←YOSHIMI自慢のシーフードカリー 

（エビ・道産ホタテ・真イカ・あさり・旬野菜） 1,250円 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

UTTNI  MUSEUM （ムットーニ ミュージアム） 

                  －自動人形師ムットーニの機械仕掛けの迷宮博物館－   

 
ットーニこと武藤政彦が制作する、ボックス式“機械仕掛けのカラクリシアター”の作品群は、それぞ

が独自のストーリーを持ち、それにピタリとあった音楽も内蔵している 3～5分の上演で完結する独立し
小型のゴージャスな劇場です。 
HK教育テレビの「美と出会う」（2002年）、テレビ東京「たけしの誰でもピカソ」（2003年）の『ムッ
ーニ・劇場』などメディアに登場する機会が増え、『ムットーニ・劇場』で放映された作品のDVD化が
まるなど、ムットーニは以前にもまして多くの人々に知られるようになりました。本展は、そうした人々

「実際に動くものを生で見たいという」要望が高まった時期に開催される、まさに待ち望まれた一大展

会です。 
 
開催概要         

 

期間： 

2005年8月20日（土） 
～9月12日（月） 会期中無休  
開場時間：  

10：00～21：00（入場は閉館30
分前まで）  

＊最終日は18:00閉場予定 
入場料： 

一般600円、学生400円、 
PEC会員300円、小学生以下無料 
 

 

イトシークレット上映会開催－

ットーニ自らが上演・ご案内するナイトツアー  

8月20日、26日、27日、9月2日、3日、9日 21:00～22:00 料金：1,500円（税込・ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ付）各日定員30名 

AR
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 
THE 15th ANNIVERSARY SPECIAL EXHIBITION FUKUYAMA 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      

 
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）のために実施された撮
影取材の中で撮り下ろされた 4 万カット（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。5~6月の渋谷･
パルコミュージアムの開催に続いて全国巡回中。 

 
巡回予定 ※スケジュールは変更になる場合があります。   

［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） 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー 

２００５ ｓｕｍｍｅｒ ＬＯＧＯＳ 洋書バザール                     

 
写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタイル、絵本などの洋書籍約 6000冊を、通常店頭価格
の 20～80％（！！）OFF価格で即売しています。多少難ありモノ含め、超目玉、掘り出しモノが満載！ 
 
◆開催概要   期間   ： 開催中～18日（月・祝） 会期中無休 
 開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 

「日本におけるドイツ年 2005/2006」公式イベント 

「だいすき! マウス」 ～ドイツからやってきたみんなのおともだち～    

 
「Maus（マウス）」は現在開催中のイベント「日本におけ
るドイツ年 2005/2006」の公式マスコットキャラクター。
WDR（西ドイツ放送）で放映中の情報TV番組「Die Sendung 
mit der Maus （マウスといっしょ）」に登場する人気キャ
ラクターで、日本でも今年 4月からNHK教育テレビで「だいすき！マウス」が放送されています。 
本展では、マウスの生い立ち、ドイツでの人気ぶりの紹介や番組のセル画、絵本の原画展示、またドイツ

直輸入商品を中心としたマウスのプロダクツ、限定 Tシャツの販売などを行います。 
 
◆開催概要   期間   ： 2005年 7月 20日（水）～31日（日） 会期中無休 

開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 
 
NIKE x Michael Lau 展覧会 『Mr.Shoe Shop (sample)』                  

 
本展は、フィギュア アーティストのMichael Lau
（マイケル・ラウ）が創作したキャラクター 
「Mr.Shoe（Sample）」 （ミスター シュー）が、
自分のスタイルを具現化するようなデザインのス

ニーカーを製作し、それを世界へ向けてデザイン

を発表する店として立ち上げたというストーリー

から生まれた展示会です。 
会場にはMichael Lauがお気に入りのナイキ ス

ニーカー“Nike Air Force 1” をベースに創作した 100 体のフィギュアが登場。それぞれのフィギュアは
個性豊かなスタイルとパーソナリティーを持ち、独自のライフスタイルを具現化しています。これらのフ

ィギュアはMichael Lauがすべて手塗りで仕上げたもので、一点一点に本人のサインが施されています。 
また、本人による会場のセッティングはまさにスニーカー ショップそのもので、100 体のフィギュアが各
シューボックスの上に飾られます。 

 
◆開催概要   期間 ： 2005年 8月 3日（水）～17日（水） 会期中無休 

開場時間 ： 10：00～21：00 （最終日は 17:00まで） 

開催予告 2005年 8月 19日（金）～31日（水） 
     DRAGON×MANIC DEPRESSION DESIGN “DEEP SOUL FEELING” 

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・その他演劇公演 

パルコ劇場公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

 

三谷幸喜作・演出  12 人の優しい日本人          

■ 会場：パルコ劇場     

映画化もされた、三谷幸喜の傑作が超豪華キャストで年末のパルコ劇場に登場。 

＜作・演出＞ 三谷幸喜 

＜出演＞ 浅野和之、石田ゆり子、伊藤正之、江口洋介、小日向文世、鈴木砂羽、 

*50音順  生瀬勝久、温水洋一、堀内敬子、堀部圭亮、山寺宏一 

2005年 12月 パルコ劇場 ／ 2006年 1月 大阪・シアタードラマシティ 
 

ダブリンの鐘つきカビ人間   

■ 会場：ル テアトル銀座     

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演出の舞台の再演。主演にラーメンズの片桐仁、映画

「下妻物語」などで高評価を受けた土屋アンナが舞台初出演な

ど、話題豊富なキャストでル テアトル銀座で再演。 
 
＜作＞  後藤ひろひと ＜演出＞Ｇ２ 
＜出演＞ 片桐仁（ラーメンズ） 中越典子 

橋本さとし 山内圭哉 中山祐一朗 及川健  
八十田勇一 田尻茂一 TROY 山中崇 平田敦子 
土屋アンナ 姜暢雄 後藤ひろひと 
池田成志 若松武史 

［公演日程］ 2005年 10月 28日（金）～11月 13日（日）  2005年 8月 27日（土）前売開始 
 

 LOVE LETTERS 8 月東京・大阪公演決定             

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、7月の福岡、
沖縄の出張公演に続いて、8月は東京、大阪で開演。東京公演は、西島千
博＋篠原ともえ、入江雅人＋紫吹 淳の 2 つのカップルが、大阪では、福

岡、沖縄でも舞台に立つ寺脇 康文＋戸田 恵子が再び登場します。 

 
［東京公演 会場：パルコ劇場］ 

2005年 8月 10日(水) 19:00開演 
 ＜出演＞ 西島千博（写真上左）・篠原ともえ（写真上右） 

2005年 8月 11日(木) 19:00開演 
＜出演＞ 入江雅人（写真中左）・紫吹 淳（写真中右） 

料金： ￥5,000(全席指定・税込) 

[大阪公演 会場：シアター・ドラマシティ] 

2005年 8月 17日(水) 15：00開演  
 ＜出演＞ 寺脇 康文（写真下左側）・戸田 恵子（写真下右側） 

料金： ￥5,000(全席指定･税込) 

P
 

 
⇒寺脇＋戸田のペアが出演する福岡公演は 7/23(メルパルクホール福岡)、 

沖縄公演は 7/25(那覇市民会館)に開催されます。 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）７月以降の公演予定                

 

LAST SHOW       

昨年、『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の新作舞台

は、長塚との初顔合わせとなる風間杜夫、永作博美、古

田新太とい実力派俳優３人と常連メンバーが組み合う家

族劇。好評上演中。 
 
＜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］ 上演中～2005年７月 24日（日） ［料金］ 7,500円（全席指定･税込） 
 

２１C：マドモアゼル・モーツァルト              

文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞を数々受賞してきた音楽座

ミュージカル。1996 年に惜しまれながら解散したカンパニーが今年の夏、
いよいよ復活。その 第一弾は解散公演でお届けした 「マドモアゼル・モー
ツァルト」を 21世紀版として新たに創った自信作！ 
 
＜主催＞   ヒューマンデザイン･パルコ劇場   

＜製作著作＞ ヒューマンデザイン 

［公演日程］ 2005年７月 2９日（金）～８月７日（日）   
 
 

美輪明宏とその仲間たち Vol.2                

この２月、ゲストに江原啓之、研ナオコをゲストに迎えて開催され好評を博した「美輪明宏とその

仲間たち」。その第二弾が、女優/演出家/劇作家の渡辺えり子をゲストに公演決定。 
 
＜出演＞ 美輪明宏 ＜ゲスト＞渡辺えり子   

［公演日程］ 2005年 8月 8日（月）～８月 9 日（火）   
 
 

POEMIX Ⅱ                         

言葉として発せられるのは、詩人・森雪之丞のPOEMだけ。そのPOEMの隙間に、演出家・岸谷五朗

が様々なアート－コンテンポラリーなダンスと、スクリーンを飛び回る文字達。絵画的なライティ

ングと、科学的な音楽。トリッキーな舞台美術と、タップシューズの囁き etc.－を放ち物語を紡

ぐポエテッィク・エンターテインメント。 

 

＜主催＞ TBSラジオ ＜企画・制作＞ （株）アミューズ・（株）パルコ  

［公演日程］ 2005年８月 13日（土）～８月 19日（金）   
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-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。 

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。 

 
＜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 勝野雅奈恵 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） 
 追加公演決定！ 9月 5日(月)19:00 追加公演発売日 7月 31日(日) 
 

L'AMOUR2005 美輪明宏音楽会<愛>   

恒例の美輪明宏音楽会、今年も秋にパルコ劇場に登場します。 

 

＜出演＞ 美輪明宏 

＜演奏＞ セルジュ染井アンサンブル  

＜構成・演出＞ 美輪明宏  

［公演日程］ 2005年 9月 15日（木）～10月 5日（水） 
 

 

 

◎パルコDVDシリーズのご案内                        

笑の大学              

1996年初演、『読売演劇大賞・最優秀作品賞』に輝いた三谷幸喜の傑作

二人芝居。伝説の舞台が、ついにDVDで蘇る！ 

＜作＞三谷幸喜 ＜演出＞山田和也 ＜出演＞西村雅彦・近藤芳正 
 
<DVD概要> 

価格￥5,000(税込)   
1998年 6月パルコ劇場にて収録 109分 
ステレオ／カラー／DOLBY DIGITAL／4：3／ 
片面・2層／ 2005年製 ピクチャーディスク 
PARCO劇場オンラインショップ（www.parco-dvd.com）にて発売中 

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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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 ７月の主要企画                              
 

THE DAMNED＜ザ・ダムド＞ 

7月 1日（金）名古屋クラブクアトロ 

7月 3日（日）渋谷クラブクアトロ 

セックス・ピストルズ、クラッシュと共に1970年代後半のロックシーンを震撼させたロ

ンドン・パンクの立役者、ザ・ダムド。解散、再結成というアクシデントを経ながらも

28年もの間変わらぬパンク・スイリッツを持ち続ける大物バンド。近年では若い世代か

らの再評価も著しく、昨年はSUMMER SONIC’04にも出演を果たした。今回はクアトロ4

拠点を巡るクラブ・ツアー。 

 

 

オルケスタ・デラルス/CENTRAL  

7月 5日（火）渋谷クラブクアトロ 

7月 7日（木）心斎橋クラブクアトロ 

7月 8日（金）広島クラブクアトロ 

日本人によるサルサ・バンドの草分けにして、ビルボード誌ラテンチャート

で11週間連続1位をキープ、国連平和賞受賞、グラミー賞ラテン部門ノミネ

ートなど輝かしい経歴を持つオルケスタ・デラルス。97年に一旦解散するも、

昨年 9年ぶりのアルバムを発表して再始動した彼らが、ストリート感覚溢れ

る若きサルサ･バンド、CENTRALとともにクアトロ3拠点で開催する夏のサル

サ祭。 

 

 

吾妻光良 & THE SWINGING BOPPERS  

7月 10日（日）渋谷クラブクアトロ 

カリスマ・サラリーマンにして、日本が誇るNo.1ブルース・ギタリスト

吾妻光良率いる12人編成のビッグ・バンド。ジャンプ・ブルース、ジャ

ズをベースに、ラテン、カリビアンにも目配せした幅広い音楽性と、吾

妻のワン・アンド・オンリーなワイルド・ギター、そして中年男の哀感

溢れる抱腹絶倒の歌詞とMCで、老若男女問わずライブ中毒者が続出して

いる。ホーム・グラウンドとも言える渋谷クアトロでのステージ。 

 

 ◆パルコ・マネジメント アーティスト情報       

 

アナログフィッシュ 

・シングル『スピード』8/3リリース 

 原作が少年ジャンプの人気連載で、テレビ東京系で放映されている人気アニメ「NARUTO -ナルト-」の 

エンディング・テーマとして現在放送中です！ 

 ・7月23日(土) 渋谷クラブクアトロ ワンマンLIVE 

 ・FUJI ROCK FESTIVAL、ROCK IN JAPAN FESTIVALに出演決定。 

 

 MO’SOME TONEBENDER 
・SUMMER SONIC’05に出演決定。 
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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 

 

「中島デコのマクロビオティック パンとおやつ」       著者：中島デコ                               

2005年 7月 5日発売 定価 1,680円（税込） 112Ｐ（オールカラー）  
 

身体の「元気」と「キレイ」をつくるマクロビオティック。 

砂糖、卵、バター、牛乳、生クリーム、チーズを一切使わ

ないので、卵・乳アレルギーの子供やダイエット中の女性

でも安心です。 

本書では、思い立ったらすぐにつくれる簡単おやつ＆自家

製酵母パンなど、全６７レシピを紹介。 

世界のマクロビオティック愛好者のために、レシピには完

全英訳もついています。 

 

◆中島デコ（なかじま・でこ）◆ 

マクロビオティック料理研究家。 

日本ＣＩ協会リマ・クッキングスクール師範科を修了。 

８６年から自宅にて料理教室を開く。二男三女の５人の子ども

を育て上げた経験に基づく料理指導が、多くの母親たちの支持と共感を得る。 

著書に「マクロビオティックはじめてレシピ」「生きてるだけで、いいんじゃない」（ともに近代映画社）、 

「大地からの贈り物レシピ」（サンマーク出版）。 

 

 

 

 

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） 上映予定ラインナップ         ＜１＞   

 

 7月 30日（土）より、3週間限定レイトロードショー公開   

メタリカ：真実の瞬間  

 

へヴィ･メタル界の不動の王者“メタリカ”が解散の危機を乗り越えてニ

ューアルバムを生み出すまでの3年間を追った記録。ロックバンドとして

のスター性を描くのでなく、メンバー個々を一人の人間として、自己を見

つめる姿、家族やバンドとの距離感に悩む姿が浮き彫りにされ、そして人生の大きな壁を乗り越えて成長を遂げ

ていく姿は見せてくれるこの映画は、“メタリカ”ファンの枠を超えて見る者すべてに力を与えてくれる感動の

ヒューマン・ドキュメンタリー。 

 

 渋谷パルコ・クアトロ 4Ｆ、「MusiCulture」に、 

「メタリカ：真実の瞬間」公開記念 

オフィシャルショップがオープン！ 
 
メンバー直筆サイン入りグッズ、限定フィギュア、

メンバー愛用のアクセサリーなどファン必見のグッ

ズを販売いたします。 
（メンバーJames  Hetfield直筆サイン入りのギタ
ーも展示中です） 
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◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映予定ラインナップ         ＜２＞   

 

 ９月１０日（土）より、ロードショー！   

タッチ    

 少年サンデーに連載された、あだち充の大ヒット野球マンガ「タッチ」。Ｔ

Ｖアニメ化、その映画化でも大人気を博したこの作品が、ついに実写映画と

して登場。主演のヒロイン“朝倉南”には長澤まさみを起用、そして監督に

は「ジョゼと虎と魚たち」で注目を浴びた犬童一心、と話題作にふさわしい

キャスト・スタッフが結集。 

 

 

 晩秋ロードショー   

カスタムメイド１０．３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 2004年 10月 30日に広島市民球場で開催された、奥田民生の伝説のライブ

「ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場コンサート」。本来このコンサートの

ドキュメント映画としてスタートした企画が、その奇跡的なパフォーマンス

を受け路線変更。広島在住の少女が

“メロディ”に突き動かされる青春

模様と 10･30 のコンサートシーンが

融合した新しい音楽青春ムービーと

して完成。 

 主演は、ボーダフォンのＣＭに登場し『リルラ リルハ』でブレイクしたシ

ンガー・木村カエラ）。 
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※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 

   

 


