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◆トリノ冬季オリンピック★ 開催記念 

～銀世界に舞うヒロイン・ヒーローたち～ 

リアルタイム 速報写真展 

 

もう間もなく、2 月 10 日から 26 日まで開催され

る、トリノオリンピック。 
今大会は、フィギュアスケートの荒川静香・村主

章枝・安藤美姫、スピードスケートの加藤条治・

清水宏保・岡崎朋美、スノーボードの成田童夢・

今井メロ兄弟、モーグルの上村愛子・里谷多英、

ジャンプの原田雅彦、ショートトラックの神野由

佳など、日本選手団はメダルを狙える幾人もの選

手が集結し、トリノへ向かいます。 
P´パルコ Ｂ２Ｆ “Ｐ´Gallery”では、この

トリノオリンピックの開催に合わせて、毎日ホッ

トな情報をお伝えする速報写真展を下記要領で開

催いたします。 
銀世界に舞うヒロイン・ヒーローたちの躍動感あ

ふれるシーンの数々は、私たちに大きな感動と興

奮を与えてくれることでしょう。 

 

 

写真はイメージです。 
© AP/WWP 

 

 

 

◆開催概要 

■ 期間： 2006 年 2 月 9 日（木）～27 日（月）会期中無休  

■ 開場時間： 11：00～21：00（入場は 20：30 まで） 

■ 会場： 池袋Ｐ´パルコ Ｂ２Ｆ Ｐ´Gallery 入場無料 

■ 主催： 池袋パルコ  協力：AP通信社／ワイドワールドフォトズ 

■ 内容：  

・トリノオリンピックの選手紹介 

トリノオリンピックの注目の選手を紹介！ これを見ればトリノが１０倍楽しめる 

・冬季オリンピック過去の写真展示 

１９２４年に始まった冬季オリンピック。話題となった過去のシーンを写真展示します。 

・トリノオリンピック速報写真展 

前日の結果を日本人選手中心にダイジェストでパネル紹介いたします。 

・メダル獲得数ボード 

日本のメダル獲得数を現在進行形で掲出いたします。 

・メダル獲得数クイズキャンペーン 

日本の金・銀・銅のメダルの獲得予想クイズを行います。全てのメダルの数を当てた方に抽選です

てきなプレゼントを差し上げます（締め切り２月２５日（土）） 

・メッセージボード 

来場者の皆様の参加型メッセージボード。お気に入りの選手に応援メッセージを書いていただき掲

示板に掲出いたします。 

 

  ■ 本展についてのお問い合わせ 池袋パルコ営業課 担当：山本 ℡03-5391-8003 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

OY RENAISSANCE タカラトミー展  

2006 年 3 月、株式会社タカラと株式会社トミーが合併し、国内最大規模の玩具メ

ーカー「タカラトミー」が誕生します。その歴史の中には、チョロＱ、トミカ、

プラレール、そしてリカちゃんと、一世を風靡し社会現象にまでなった数々のヒ

ット商品が存在します。本展ではそれらの商品を展示するとともに、その商品が

ヒットした時代背景なども合わせて紹介します。（展示の一例：リカちゃんでは、

初代から最新モデルまで、リカちゃん誕生ドキュメント・生い立ち、そのファッ

ションとデザインなどを紹介） 
あわせて「チョロＱ」「トミカ」「プラレール」などの本イベント記念商品も発売

を予定しています。 
                                    © 2006 TAKARA  

開催概要   期間：3 月 2 日（木）～3 月 21 日（火・祝） 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500円、学生400円、PARCOカード会員250円、小学生以下無料 

村祐一展・キム兄屋敷 ‐キム兄のええモン見せたる‐

あの「キムキム兄やん」こと木村祐一氏がパルコミュージアムで個展を開催！ 
10 年ものロングラン・イベント「写術」の中からセレクトされた写真をはじめ、

芸人としてのキム兄の側面をかいま見せながら、すっかりお茶の間に浸透した「料

理人・キムキム兄やん」としてのこだわりの部分も御披露目すべく、「木村の頭の

中を見せる広場にしたい」との木村氏本人の意向を踏まえた展示では、いったい

何が登場するのか？！乞うご期待。 

開催概要  期間：3 月 24 日（金）～4 月 3 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・初日、最終日は 18:00 閉場予定） 
入場料：一般500円、学生400円、PARCOカード会員250円、小学生以下無料 

都会犬 (。v・)/」 タカノ綾 ソロ エキシビション     

本展は、デビュー以来、東京に生きる女の子を伸びやかな筆致で描いて人気

の高いアーティスト、タカノ綾の日本では 4 年ぶりとなる個展です。ミュー

ジシャンの CD や PV への作品提供、ファッションブランドとのコラボレー

ションなどコマーシャルな世界で活躍する一方、現代美術アーティストとし

て特に海外で高い評価を受け続けているタカノ綾。早川書房発行の「ＳＦマ

ガジン」の「読者が選ぶイラストレーター」では、2 年連続 1 位を成し遂げ

てもいます（同社から本展に合わせ単行本刊行予定）。 
今回の展示のテーマは「Tokyo Girls」。日本のマンガや SF 小説の世界観、

そこにエロティシズムが加わり独特のイマジネーションを紡ぎだすタカノ    © 2006 Aya Takano/Kaikaikiki co.,                   

ワールドで、東京の女の子たちが幻想の宇宙に飛び立ちます。                      Ltd all rights reserved 

開催概要   期間：4 月 7 日（金）～4 月 24 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500円、学生400円、PARCOカード会員250円、小学生以下無料 

A

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 

 
絵本『幸せな王子』出版記念 清川あさみ テキスタイル原画作品展    

 

 
 

糸や布を使ったアート作品、衣装、オブジェ、イラストレーションなど様々な造形物を発表し、その独自

の手法を用いたオリジナリティ溢れる世界観が、アート、ファッションの両面から注目を集めている、 
清川あさみ。 
本展では２月下旬に刊行予定の絵本『幸せな王子』（リトルモア刊）の原画である、彼女のテキスタイル

（布や糸、ビーズなどを用いた）作品を約 20 点展示いたします。また、絵本『幸せな王子』のほか、あ

わせて、清川あさみオリジナルのバッグ、ポストカード、缶バッチなどを販売いたします。 
 

◆開催概要   期間：2006 年 3 月 2 日（木）～3 月 15 日（水） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 
 
 
 

サイン会開催： 日時／3 月 12 日（日） 14：00～ 《絵本『幸せな王子』をお買上げの方対象》 

ハコイヌと新しい仲間たち展 

 

 ハコイヌは、団地住まいで犬を飼う事のできない男の子が、純粋な心から造り

出した段ボールの犬。ある日、引っ越しの手違いから置いてけぼりになってし

まったハコイヌは、男の子を探す旅に出ます。頭に詰まったたくさんの宝物を、

大好きな男の子に届ける為に…。 

 

本展では、哀愁あふれる昭和 40 年代を舞台にした「ハコイヌ」の

旅の物語を、ハコイヌの作者である佐藤英明が優しさ漂うタッチで

本展のためにかきおろした原画を中心に展開いたします。特に今回

は、新しい仲間「ハコブタ」、「ハコトリ」との出会いも描かれます。

会場では、原画の展示即売のほか「ハコイヌ」「ハコブタ」「ハコト

リ」のオリジナルグッズも販売いたします。 
 
 

◆開催概要    
期間：2006 年 3 月 17 日（金）～3 月 29 日（水） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 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 
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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パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

  
 

江原啓之 スピリチュアル・ヴォイス２００６ 

～苦難の乗り越え方～  
 

■ 会場：ル テアトル銀座     

■ 公演日程：2006 年 4 月 1 日（土）～4 月 9 日（日）  

 
スピリチュアル・カウンセラーの枠を超えた稀代の表現者"スピ

リチュアル・アーティスト"江原啓之がお贈りする癒しの総合エ

ンタテインメントの決定版『江原啓之スピリチュアル・ヴォイ

ス』2006 年版登場！ 
混迷した現代社会の直中で、人生に迷っている多くの人々の心

は重く悲しみに満ち、目に涙をため、"悲嘆"、"無念"、"苦悶"、"
疑問"、"苦悩"、"病苦"…といった様々な形の苦難と向き合って

います。今回は、そんな「"苦難"の乗り越え方」をテーマに心に響く話と、今では貴重な公開カウンセリン

グ、そして心を揺さぶる歌による癒しの総合エンタテインメント＜スピリチュアル・ヴォイス＞をお送り

します。 
 
＜出演＞ 江原啓之     ［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） 2006 年 2 月 11 日（土）前売開始 
 
 

美輪明宏版 愛の讃歌 ～エディット・ピアフ物語～ 

 

■ 会場：ル テアトル銀座     

■ 公演日程：2006 年 4 月 15 日（土）～5 月 10 日（水）  

 

エディット・ピアフ（1915－1963）パリ生まれ。 

軽業師の父に連れられ、幼児の頃より場末の街から街へと歌

い歩く。貧乏生活、街角での流しの歌い手、最愛の一人娘の

死、不遇な少女時代。しかし、彼女は高級クラブの経営者ル

イ・ルプレにより見出され一夜にして大成功を勝ちとる。そ

の後、イヴ・モンタンや数多くの才能を発掘し、世界的名声の光を浴びた華やかな時代を迎えるも、最愛

の人を飛行機事故で亡くし麻薬につかり酒に溺れた苦難・挫折の時代へ転落。 

それでも彼女は純粋な21歳年下の青年の純愛により、苦渋の時代からのカムバックを果たした。 

そんな彼女の波乱万丈の人生を貫いてきたのは＜愛＞そして＜歌＞。 

心のあり方・生き方がますます問われ、心の救済・癒しが求められている現代に贈る美輪明宏＜愛＞のメ

ッセージ。美輪明宏の演劇活動と音楽活動が交錯し、これまで以上の魅力と迫力を発揮する【美輪明宏版 

愛の讃歌】、2000年の上演から5年を経て、さらに良質な公演をお贈りいたします。 

 

<作・演出・美術・衣裳> 美輪明宏 

<出演> 美輪明宏・木村彰吾/新橋耐子・山谷初男・松橋登・瀬下和久・城月美穂・柄沢次郎・菊池隆則 他

［料金］ S 席￥10,000 A 席￥8,000 BOX 席￥18,000（2 名様）（全席指定･税込） 
2006 年 2 月４日（日）前売開始 

パルコ劇場・その他演劇公演 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）  2006年初頭の主な公演ラインナップ       
 
PARCO 歌舞伎 決闘！高田馬場  

 
この年末年始、舞台「12 人のやさしい日本人」の上演や正月の

テレビドラマ連打、自身が監督＆脚本を手がけた映画が大ヒッ

トと活躍を続ける三谷幸喜が、市川染五郎から歌舞伎作品の書

下ろしリクエストに応えて、構想 8 年の末、ついに PARCO 歌

舞伎として送り出す「決闘！高田馬場」。三谷幸喜＆市川染五郎、

強力タッグによる新たな挑戦に要注目です。 
 
公演日程：2006 年 3 月 2 日（木）～3 月 26 日（日） 
＜作・演出＞ 三谷幸喜     
＜出演＞ 市川染五郎、市川亀治郎、中村勘太郎 /  

市川高麗蔵、松本錦吾、澤村宗之助 / 
市村萬次郎 

＜製作＞ 松竹株式会社    ＜企画＞ 株式会社パルコ 
［料金］ 12,000 円（全席指定･税込） 

 
どかーん！武春劇場in PARCO vol.3 ～"武春"VS"国本"～  
 
待ってました！タップリ！名調子！ 唯一無二のエンタテイナー国本武春が贈る笑いと感動のステージ、

第 3 弾！！ 今回は、語り継ぐべき珠玉の古典浪曲に加え、“浪曲かけ声講座”などのお楽しみがたっぷ

り詰まった“武春の日”。ロック、R＆B、バラード etc.…もはや彼の代名詞ともなった三味線弾き語りを

存分にご堪能いただく“国本の日”。この 2 つのプログラムでお贈りします。 
 

＜プログラム＞ 2 月 21 日（火） “武春の日”～たっぷり ! 古典浪曲～  

2 月 22 日（水） “国本の日”～しびれる！ 弾き語り～ 

［公演日程］2006 年 2 月 21 日（火）・22 日（水） 19：00 開演  

［料金］5,000 円（全席指定・税込）  前売券発売中 
 

LOVE LETTERS 2006 FEBRUARY SPECIAL 
 
公演日程 ：2006 年 2 月 23 日(木) 14:00／19:00   

24 日(金) 19:00 
作    ：A.R.ガーニー  
訳・演出 ：青井陽治 
出演 ：岡田浩暉（写真上左）＆彩輝 直（写真上右）（23 日） 
  新納慎也（写真下左）＆新妻聖子（写真下右）（24 日） 
料金 ：￥5,000(全席指定・税込)  
 

2006 年 2 月４日（土）前売開始 

PAR
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 ２月の主要企画          
 

Phat Phunktion <ファット・ファンクション> 

2 月 1 日（水） 渋谷クラブクアトロ 
2 月 3 日（金） 心斎橋クラブクアトロ 

アメリカ・マディソン出身のホーン・セクション3名を含む8

人編成ジャズ・ファンク/ソウル・バンド。04 年に発表した

3rd アルバム『you and me』が日本でも大型 CD ショップ店頭

で異例の大ヒットを記録、現在もベスト・セラーを記録中と

いう噂のグループ。ファンキーでメロウな演奏は、タワー・

オブ・パワーなどのクラシック・ファンク・バンドを彷彿と

させる。今回は初来日公演。 

 

The Subways <ザ・サブウェイズ> 

2 月 8 日（水） 渋谷クラブクアトロ 
2 月 9 日（木） 名古屋クラブクアトロ 

2 月11日（土） 心斎橋クラブクアトロ  

英国出身、平均年齢 18 歳の 3 人組。デビュー前からメディアの注目を

集め、多くの大物アーティストのオープニング・アクトや大型フェステ

ィバルへの出演を経て昨年デビュー、05 年の最有力新人バンドとの評

価を得る。トリオならではのシンプルかつソリッドな演奏と男女ツイ

ン・ヴォーカルのハーモニー、攻撃的なステージングで熱い支持を集め

ている。サマーソニック05出演に続く初の単独来日公演。 

 

THE ORDINARY BOYS <ｼﾞ･ｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰ･ﾎﾞｰｲｽﾞ> 

2 月 19 日（日） 心斎橋クラブクアトロ 

2 月 20 日（月） 名古屋クラブクアトロ 

02 年結成。イギリス南部のワーシング出身の 4 人組。“王道ブ

リティッシュ・ロックのスピリッツを継承した 21 世紀型モッ

ズ・パンク”というキャッチ・コピーのもと 04 年にデビュー。

その言葉の通り、キンクス、クラッシュ、スペシャルズ、ザ・

スミスといったイギリスを代表するバンドからの影響を咀嚼し 

た新世紀型のサウン 

ドは熱狂的に迎えら 

れた。初来日ツアー。 

 

 

吉田美奈子 

2 月 25 日（土） 広島クラブクアトロ 

73 年にアルバム『扉の冬』でデビュー。当初の透明感溢れる歌声の女性シンガ

ーソングライター然としたイメージから徐々にブラック/ファンク色を強めてい

き、押しも押されぬ日本を代表する女性シンガーとなった。80 年代中盤からは

裏方の仕事に重点が置かれたが、95 年に復帰。荘厳さすら漂わせた歌声は他を

寄せ付けない存在感を放っている。2 月 22 日に発売となるニュー・アルバムを

携えてのツアー。
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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） 春の上映ラインナップ            
 

 

 ４月８日（土） ついに待望のロードショー  

 

 立喰師列伝‐たちぐいしれつでん 

 

2004年、映画「イノセント」で世界的な注目を集めた監督・押井守の新作

は、TVシリーズ「うる星やつら」、映画「紅い眼鏡」、あるいはOVA「機動

警察パトレイバー」と、過去に監督した様々な作品の中で繰り返し登場さ

せてきた「立ち食い」というモチーフをメインにすえた映画ということで

公開が待望されていた「立喰師列伝」。 

昨年秋に渋谷パルコで開催された「Production I.G.展」でも注目を集め

ていた本作が、その会場であったパルコミュージアムと同じ渋谷パルコ・

パート３内のシネクイントで4月上旬から公開されることになりました。 

スタジオ・ジブリのプロデューサー・鈴木敏夫、映画「ローレライ」の監

督・樋口真嗣、押井作品の音楽を手がけてきた川井憲次、この年末年始は

パルコプロデュースの三谷幸喜の舞台「12人のやさしい日本人」の演技も

評判だった山寺宏一などなど、あっと驚く意外な名前が連なるキャスティング。さらに役者を使いながら単なる実写映

画ではない、アニメーションと実写を融合させた新しい映像技法「スーパー・ライブメーション」を駆使して、押井監

督が「誰も観たことのない映画になる」というこの作品、期待大です。 

 

 

 

 ４月２２日(土）よりモーニングショー  

 

 スポンジ・ボブ スクエアパンツ  

 

「スポンジ・ボブ」は、海底都市に住みハンバーガーショップで働く四角いパン

ツをはいたスポンジ“ボブ”が主役のアメリカで大人気のＴＶアニメーション（日

本国内でもＣＳ放送ニコロデオンで放送中）。2002年には、アメリカＴＶ界のアカ

デミー賞と言われる「エミー賞」にもノミネートされたことがある作品です。国

内にもそのキャラクター雑貨が輸入され、人気を集めています 

本作は、そのＴＶアニメの初の映画版で、米国では2004年に公開、世界あっ口で

上映され1億ドル以上の大ホットになっています。 

シネクイントでは「スポンジ・ボブ スクエアパンツ」を４月２２日から３週間

限定で毎日朝 10 時 15 分からモーニングショー公開します。
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 ５月下旬ロードショー予定  

 

 

 嫌われ松子の一生                 

 

2004年に公開された映画「下妻物語」で、その鮮烈な映像センスと作劇で

大絶賛された監督・中島哲也の最新作が５月、シネクイントで公開されま

す。１０代の少女の友情世界から一転し、今回の作品では、２０代で教師

をクビになり、家を飛び出しソープ嬢に、やがてヒモを殺して刑務所

に・・・という波乱万丈の女、川尻松子の悲惨な生涯を描きます。 

主演に中谷美紀をすえ、ポップな衣装、ヘアスタイル、華麗な美術・音楽、

そしてＣＧ、アニメーションを駆使して、中島監督が松子の生涯をファン

タジーな映像世界として創作します。 
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