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パルコのトピックスをご紹介します 

 

＜Pickup Topics＞ 

・「地球がいちばん輝く日。PARCO XMAS」パルコXMASキャンペーンのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜演劇関連＞ 

・パルコ劇場・ル テアトル銀座 by PARCO企画公演新着情報 

 

＜音楽関連＞ 

・クラブクアトロ 11月の主要企画   
 
＜映画関連＞ 

・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 

 

＜出版関連＞ 

・新刊のご案内

報道資料 

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） 電話：03-3477-5710  FAX：03-3477

  〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ 

・ 

○本資料のPDF版を PARCOホームページで提供しております。 

ダウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou
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 1 

-5769
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＜Pickup Topics＞ 

◇「地球がいちばん輝く日。PARCO XMAS」パルコXMASキャンペーンのご案内 

 

●07年パルコのⅩｍａｓキャンペーンは人気の実力派シン

 

０７年のパルコクリスマスのＣＭにクリスタル・ケ

ガー「クリスタル・ケイ」とタイアップ 

イが登場。 

リスマスは日本だけでなく、世界中でイルミネーションが輝い

トナ

ルコ XMASキャンペーンソング 

タイアップ曲「Shining」 11/28 on sale!

ク

ているというスケールの大きなメッセージを電飾で光り輝く

カイに乗るクリスタル・ケイのビジュアルとともに表現いたしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パ

クリスタル・ケイ パルコＣＦ
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。パルコ

の光り輝く世界観とも共通する歌詞がＣＭで流れます。 

クリスタル・ケイ プロフィール＞ 

986年2月26日生まれ、横浜出身。1999年7月『Eternal Memories』で EPIC RECORDS よりデビュー。

ドラマや映画、CMにも多数起用される。2007年1月に約1年ぶりとな

  

パルコXMASキャンペーンには、モデルとしても登場したクリスタル・ケイの新曲「Shining」とタイアップ

XMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜

1

その後、数々のヒットを記録。楽曲は

るシングル『きっと永遠に』、2 月にシングル『こんなに近くで…』を 2 ヵ月連続でリリース。『こんなに近くで…』

では、ベートーベン交響曲第七番第一楽章を大胆にフィーチャーし、初めてのクラシック音楽とのコラボレーシ

ョンを果たした。また 6月にリリースした 7th アルバム『ALL YOURS』では、念願のオリコン・アルバムチャート初

登場１位を獲得。11 月 28 日にミニアルバム『Shining』をリリース。12 月 24 日には毎年恒例のクリスマスラ

イブが控えている。 

 

 



●オープン懸賞：地球がいちばん輝くプレゼント！ 

抽選で１０組２０名様を「オーロラを満喫するカナダ・イエローナイフの旅 ５日間」にご招待！！ 

光の神秘を体験！オーロラ観光の本場「カナダ・イエローナイフ」に抽

選で全国１０組２０名様をご招待します！ 

                                        

ページより応募⇒ www.parco-parco.com

 

 

■応募方法： 

①パルコホーム
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郵便

空港発着予定 

す。 

続きにかかる費用、旅行中の個人的費用及び空

※ です。 

ａｎａｎ×ＰＡＲＣＯ Ｘｍａｓ限定ショップ｢ａｎａｎ×ｐａｒｃｏ Ｓｍｉｌｅ Ｐｌｕｓ Ｘｍａｓ ｓｈｏｐ」 

まだまだある、パルコのクリスマスギフト＞ 

Ｓｍｉｌｅ Ｐｌｕｓ Ｘｍａｓ Ｓｈｏｐ』期間限定ＯＰＥＮ！ 

ＡＲＣＯとマガジンハウスの「ａｎａｎ」がオススメの逸品を集めた『Ｓｍｉｌｅ Ｐｌｕｓ Ｘｍａｓ Ｓｈｏｐ』が、11 月

心斎橋パルコでの開催はございません。 

切れの際はご容赦下さい。 

お奨めするスペシャリスト】 

矢口紀子（インテリアスタイリスト） 

フラワーデザイナー） 

イリスト 

 

  ＜写真はイメージです＞ 

②郵便ハガキでの応募⇒ ①住所 ②氏名・年齢・性別 ③電話番号を明記の上、〒107-8880 赤坂

局留 「オーロラの旅プレゼント」係までご応募下さい。 

（応募締切：12/25（火）消印有効） 

☆渡航日程：2008年２月下旬 成田

※ご当選者への連絡をもって発表に代えさせて頂きま

※成田空港までの交通費・国内前泊費、パスポート・渡航手

港諸税・燃油サーチャージなどはご当選者負担となります。 

いただいた個人情報は、本企画の抽選にのみ使用するもの

 

●

 

 

＜

 

 

『

 

Ｐ

21 日（水）発売の「ａｎａｎ」と連動し、全国のＰＡＲＣＯに期間限定で登場！これまで「ａｎａｎ」で紹介された全

国のスイーツや、カリスマフラワーデザイナー、ニコライ・バーグマンを始め「ａｎａｎ」で活躍するスタイリスト・イラ

ストレーター等のスペシャリスト達がセレクトした、ギフトにピッタリのグッズを集めたミニショップです。かわいい

「ルドルフ 赤鼻のトナカイ」グッズもありますよ。数量限定アイテムもあるので早めにチェック！ 

 
※

※数に限りのある商品もございますので、品

 

【商品を

 

星谷菜々（料理家） 

ニコライ・バーグマン（

ｍｉｃｃａ（イラストレーター） 

武者こずえ（ファッションスタ

 

 

 

 

 



【取扱い
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ブランド】 

－ＢＲＯＳ」（ステーショナリー） 

） 

ピンググッズ他） 

 Plus XMAS Shop』ｵﾘｼﾞﾅ

ﾞｲﾝ 

ダリオルール／クグロフ」(上原／洋菓子） 

ブティー」（南青山／健康食品） 

本郷／洋菓子） 

台／洋菓子） 

和菓子） 

菓子） 

） 

ドルフ＊赤鼻のトナカイ」グッズ 

展開店舗：渋谷パルコ     11/21（水）～12/25（火） 

 

 

本件に関するお問合せは 

           電話03-3477-5713 

81 

769 

 

「Ｄ

「バロー」（身の回り小物） 

「ノートブックス」（家庭雑貨

「ｂａｂｙ ｒｏｏ」（バッグ） 

「メルクロス」（雑貨） 

「ＰＲＥＳＳ ＳＩＸ」（ラッ

「アトランスチャーチ」（食器他）※『SMILE ﾙｱｸｾｻﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ 

「ニコライ バーグマン」（ブリザーブドフラワー）※『SMILE Plus XMAS Shop』ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻ

「バード電子」（ひょうたんスピーカー） 

 
「

「ファーマシーカメリア／無添加クッキー・ハー

「紅谷／クルミッ子他」（鎌倉／洋菓子） 

「パティスリー ジャンヌトロワ／ジャンヌ」（

「パティスリーシノワ 白金亭／生姜風味のブラウニー」（白金

「千鳥屋饅頭総本舗／チロリアン」（福岡／洋菓子） 

「一番舘／ポーム・ダムール」（神戸／洋菓子） 

「みながわ製菓／元祖とうがらしの種」（新潟／

「西光亭／くるみのクッキー」（上原／洋菓子） 

「マツヤ／ロシアチョコレート」（新潟／洋菓子） 

「フロインドリーブ／ミックスクッキー」（神戸／洋

「ゴールデンテンプルジャパン／ヨギティー」（ハーブティー

 

「ル

 

池袋パルコ     11/22（木）～12/25（火） 

吉祥寺パルコ   11/22（木）～12/25（火） 

調布パルコ     12/11（火）～12/25（火） 

ひばりが丘パルコ 12/7（金）～12/25（火） 

札幌パルコ     11/22（木）～12/25（火）

宇都宮パルコ   11/22（木）～12/25（火） 

千葉パルコ     11/21（水）～12/25（火） 

津田沼パルコ   11/21（水）～12/25（火） 

浦和パルコ     11/22（木）～12/25（火） 

新所沢パルコ   12/7（金）～12/25（火） 

厚木パルコ     11/22（木）～12/25（火） 

松本パルコ      11/21（水）～12/25（火） 

静岡パルコ      11/22（木）～12/25（火） 

名古屋パルコ    12/14（金）～12/25（火） 

大津パルコ      11/22（木）～12/25（火） 

広島パルコ      11/22（木）～12/25（火） 

大分パルコ      11/22（木）～12/25（火） 

熊本パルコ      11/22（木）～12/25（火） 

■

ルドルフ＊赤鼻のトナカイ 

ＤＶＤ(通常版) 

 株式会社パルコ 宣伝局 宣伝担当

                                   ファックス 03-5489-74

 株式会社パルコ 企画室 情報企画担当 広報担当 電話03-3477-5710 

                                   ファックス 03-3477-5
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パルコ劇場・その他演劇公演 

◇ パルコ劇場・ル テアトル銀座 by PARCO企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

フィリップ･ジャンティ・カンパニー  

 

演日程 2007/11/21(水)～12/2(日)  

  

・トルグ  

台の魔術師フィリップ・ジャンティ待望の最新作！ 

楽の手法を用いた

かかわりなく、誰でもが楽しめ、たち

端を行く世界中のトップ･クリエイターたちも、彼から大きな

して、世界中が待ち望んだフィリップ・ジャンティ・カンパニーの新作「世界の涯て Lands End」が発表されま

手紙から始まる、一人の男と一人の女のストーリー。男と女は時に、巨人になり、時に頭が紙袋になり、

ないような変化が次から次へと繰り出され

はエロチックに。二人の男女の夢の世界の物語です。 

場  PARCO劇場  

指定・税込） 

4,500円 

お引換ください。[学生証提示]） 

般発売日 2007年10月6日(土)  

    

PARCO劇場】 

 

●

世界の涯て Lands End 

公

作・演出  フィリップ・ジャンティ  

共同演出 メアリー・アンダーウッド

音楽    セルジュ・オッパン＆アンリ

出演    フィリップ・ジャンティ・カンパニー  

 

 

舞

フィリップ・ジャンティの作品は、ダンス、マジックから文

人形遣い、そして音楽と、時に演劇的な言葉まで、様々な要素を取り込

んだ、唯一無二の総合芸術です。高い芸術性を持ちながら、しかしユー

モアとエスプリがあふれる幻想的な舞台は、“理解する”のではなく、“オ

ープン・マインドで楽しむ”作品です。老若男女、国籍やバックグラウンドに

まちジャンティの魔法に魅了されてしまうのです。 

世界中に熱狂的なファンを増やし続け、時代の先

刺激を受けています。 

 

そ

した。 

物語は

時に顔がなくなり、時に舞台の床に吸い込まれて消えていく．．． 

人間は人形のように動き、人形たちは人間のように動く。信じられ

る、ノンストップのファンタジー。 

あるときはロマンティックに、あるとき

ジャンティの夢旅行に、あなたも是非ご参加ください。 

 

会

料金  7,350円（全席

  学生券（当日指定席引換）＝

  （劇場受付にて整理番号順に指定席券と

  ※学生券はチケットぴあのみ取扱いとなります。  

 

一

招聘製作    株式会社パルコ  

 

【公演日程 

公演日程 PARCO劇場 

2 2(木) 23(祝) 24(土) 25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金)007年11月 21(水) 2

14：00     ● ● ●   ●     

19：00 ● ●   ●   ●
休演

● ●  ● 

200 月 1 2    7年12 (土) (日)               

14：00 ● ●                 

19：00 ●                   

  ※未 入場 遠慮下さい。他 多摩・ 大阪・長崎・ 島公演 り 就学児の はご 、 名古屋・富山・ 広 あ



●新作ミュージカル  

 テイクフライト 
 

公演日程  

2007/11/24(土)～12/9(日) 

11/24～11/25プレビューオープニング  

 

脚本          ジョン・ワイドマン  

作曲          デイヴィッド・シャイヤ  

作詞          リチャード・モルトビー Jr.  

演出･振付･訳  宮本亜門  

訳詞        森雪之丞  

音楽監督･指揮 デイヴィッド・チャールズ・アベル  

美術          ニール・パテル  

衣裳          ポール・タズウェル  

 

出演          天海祐希 城田 優 

          池田成志 橋本じゅん 小市慢太郎 坂元健児 今 拓哉 宮川浩  

花山佳子 杉村理加  

治田 敦 岡田 誠 華城季帆  

菅原さおり 本田育代  

ラサール石井  

 

“大空に描いた夢の軌跡を今鮮やかに謳歌する“ 

新作ミュージカル! 

 

「太平洋序曲」で日本人初のブロードウェイ・デビューを果たした演出家・宮本亜門が、ニューヨーク・ブロードウ

ェイの第一線クリエイティブ・チームと共に創り上げる、東京発→ブロードウェイ行、壮大かつ国際的プロジェク

トが発足！ 

ミュージカル『ビッグ』をはじめとするブロードウェイ・ミュージカルの名コンビ、デイヴィッド・シャイヤ（作曲）×リチ

ャード・モルトビーJr.（作詞）と、ソンドハイムミュージカル『太平洋序曲』、『アサシンズ』のジョン・ワイドマン（脚

本）が加わって、構想５年の新作ミュージカル『テイクフライト』が、2007 年秋、いよいよ日本で誕生することに

なりました。 

 

女性初のパイロットであるアメリア・イアハート生誕110年、チャールズ・リンドバーグの大西洋単独横断飛行８

０周年という輝かしい 2007 年に、NY ブロードウェイ、LONDON ウエストエンドからもクリエイティブスタッフが

結集し、皆様に大きな夢をお届けします。 

女性飛行士・アメリア・エアハートが、夢と希望をかけて大空に飛び立つ、愛と勇気の物語！ライト兄弟、チャ

ールズ・リンドバーグ・・・航空業界のパイオニアたちが抱いた熱き思いを今高らかに謳いあげます。舞台出演４

年ぶりとなる天海祐希が、自分の夢に果敢に挑戦し続けた女性飛行士を演じ、オーディションで選ばれた個性

あふれる俳優陣が競演する話題のミュージカル！ 

 

TOKYOプロダクションと LONDONプロダクションで、NYブロードウェイ行きの切符を競い合う、世界的プロジェ

クト！ 

 

宮本亜門がブロードウェイの第一線クリエイターと共に創り上げる新作ミュージカル！上昇気流に乗っていよ

いよテイクフライト（開幕）！ 
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  東京国際フォーラム ホールC  

SS席12,600円/SA席10,500円/A席9,500円/ 

                B席8,400円/C席6,300円（全席指定・税込）  

        プレビュー公演料金 SS席10,500円/SA席8,500円/A席7,500円/ 

          円（全席指定・税込）  

一般発売日   

演時間         約 2時間40分（休憩含む） 

P  

O FM  

社パルコ  

会場            

料金              

 

         

       B席6,500円/C席4,500

     2007年9月30日（日）  

上

企画            PARCO／TS

オフィシャルエアライン JAL 

主催                朝日新聞社  

後援                TOKY

製作                株式会

 

【公演日程】 

 

公演日程 東京国際フォーラム ホールC 

2007年11月 24(土) 25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金)     

13：00                 

14：00     ●           

18：00             P   

19：00   ● 

休演 

● ● ●     P 

  

2007年12月 1(土) 2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) 9(日) 

13：00 ● ●         ● ● 

14：00         ●       

18：00 ● ●         ● ● 

19：0

休演 

0     ● ● ● ●     

  ※未就学児の入場はご遠慮下さい。 

  ※P=プレビュー公演  

 

他、北九州・名古屋・大阪公演あり 

 



●HOLY NIGHT ，HOLY MUSIC  

 カントゥス＆中島ノブユキ 
 

公演日程 2007/11/30(金) 19:00開演 ※18:00開場  

 

中島ノブユキは、クラシカルな技法/書法を POPSや JAZZのフィールドにそれ

ェデリコ・モンポウ、ブラジル音楽のヴィニシウス・

をラウンジ風にアダプ テーション。室

穏やかで静謐な初のアルバム「エテパ

ロングセラーを記録。 

なる今作も、その延長にあるといえる作品で「秋のワルツ」「ロン

ーウーマン」といった曲名や曲調からは、ヨーロッパやブラジルのカフェ、サロ

ンに いきいきと収められており、会場となるチャペルの空気とも絶

妙に の

 

競演は、 で「歌」 指す C TUS(カ トゥス）。グレゴリ 聖歌か 楽まで「合唱」という り口

からクラシック音楽を愉しむ８人の小さな女性合唱 Ａ，高木正勝、中島ノブユキ等のボーカリスト、及び

コーラス 場を てい 太田美帆が指揮者、及び合唱長をつ めてお 注目し 欲しい。

 

会場       品川教会 グローリアチャペル  

料金 前 0

一般発 20 10 0日（土）  

主催・制作 East orks En rtainment Inc. / ARCO  

運営   サンラ ズプロ ーショ   

お問合   サン ズプロ ション東京  

   057 00-33 7  

となく滑り込ませる事を嗜好する。 

 

20 世紀スペインの作曲家フ

ヂ・モライス、デューク・エリントンの作品

内楽、ボサノヴァからジャズを横断する、

ルマ 夏の印象」は、昨年7月に発売され、

 

待望の 2nd と

リ

思いを馳せるかのような彼の奏でる音楽が

あった濃密なも を期待したい。  

ラテン語 を AN ン オ ら現代音 切

団。Ｕ

として活動の 広げ る と り て  

       売 4,00 円（税込）  

売日 07年 月2

 W

イ

te

モ

 P

    ン東京

せ     ライ モー

    0- 3

 

☆中島ノブユキ 

OFFICIAL SITE： http://nobuyukinakajima.com/  

プロ 家 

京、パリで作曲法/管弦楽法など学ぶ。10 代よりニューウェーブ、ジャズ、ボサ

ノバ、ポップスの影響を受ける。日本大学芸術学部音楽学科で教鞭を執る。 

○主なWORKS 

・UA × 菊地成孔「cure jazz」 管弦楽オーケストレーション・菊地成孔「野生の

思考」「南米のエリザベス・テーラー」他 作曲/編曲・高木正勝「Private/Public」 

ストリングスアレンジメント・沖仁「Respeto[レスペート] ～十指一魂～」 ストリ

ングスアレンジメント  ・ゴンチチ「我流一筋」 サウンドプロデュース  ・畠山美

由紀 アルバム/シングル他 プロデュース/編曲/ピアノ  

○その他 

MooseHill「desert house」、半野喜弘「Angelus」「Lido」他、ハナレグミ「レター」「さらら」、エコ・ラッピン「満ち

汐のロマンス」等の作品に携わる。  

フィール： ピアニスト、作曲家、編曲

東

☆カントゥス 

OFFICIAL SITE： http://cantus.otamihoandcantus.client.jp/  

小学生から中学生にかけて同じ合唱団で聖歌を歌っていた8人。時を

経て彼女たちは 20 歳を越え、それぞれ音楽から離れた生活を送って

いました。しかしひとりの誕生日会をきっかけに、15 年ぶりに集まった

メンバーは、誰もが歌への想いを忘れられないでいたことを確認し、も

う一度歌ってみようと決意したのです。ごくシンプルに、そして彼女た

ちがもっとも愛情深く感じる言葉、ラテン語で「歌」を意味するCANTUS

（カントゥス）と名づけられた 7 人は、初々しさと清楚で女性らしいしと

やかさを持った歌声で聴く人の心を温かく包みます。  
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●ビューティ・クイーン・オブ・リナーン 

演日程 2007/12/7(金)～12/30(日)  

出    長塚圭史  

演でここに実現！ 

ン・マクドナーの処女作にして最高傑作といわれる『ビューティ・クイー

・オブ・リナーン』を演出する。主演の娘と母親には日本を代表する女優、大竹しのぶと白石加代子が決定。

っ黒いユーモア、猛毒の悪意、不吉な沈黙。 

､ く母娘関係｡ 

い い結末だった・・・ 

ドの片 娘。閉ざされた家の中で、母は娘に全ての

世 がらせをしたり、と毎日バトルを繰り返している。ある日、

撃の終幕への序章だった・・・ 

クドナー戯曲と、日本が誇る才能の幸福な出会い！ 

ューティ・クイーン・オブ・リナーン』どうぞご期待下さい！  

場受付にて整理番号順に指定席券とお引換ください。[学生証提示]） 

 

公

作      マーティン・マクドナー  

演

出演    大竹しのぶ 白石加代子 田中哲司 黒田勇樹  

 

 

マーティン・マクドナー×長塚圭史の第三弾は処女作にしてあらゆる

賞を総なめにした、『ビューティ・クイーン・オブ・リナーン』 

剥き出しの感情と矛盾がぶつかり合う母娘を鋭く抉り描く、マクドナ

ーの処女作にして最高傑作を大竹しのぶ、白石加代子二大女優の

競

 

『ウィー・トーマス』（03 年・06 年読売演劇大賞優秀演出家賞受賞）、

『ピローマン』(04 年・朝日舞台芸術賞、芸術選奨文部科学大臣新

人賞受賞)に続き、長塚圭史がマーティ

ン

長塚圭史がベスト・キャストで演出するマクドナーの最高傑作、待望の舞台がこの冬、生まれようとしてい

る！！ 

 

真

島､家庭 閉ざされた環境で恐ろしいほどに歪んでい

一瞬輝 た光が照らし出したのは、思いがけな

 

北アイルラン 田舎、リナーンに暮らす病身の母と行き遅れの

家事と 話をさせ、一方娘は母の頼みを無視したり嫌

娘にパーティの招待状が届けられる。しかしそれは、衝

 

マ

最高にスリリングな舞台『ビ

 

会場       PARCO劇場  

料金       8,400円(全席指定・税込) 

    学生券（当日指定席引換）＝4,500円 

    （劇

    ※学生券はチケットぴあのみ取扱いとなります。  

一般発売日 2007年10月14日(日)  

企画・製作  株式会社パルコ  

 

【公演日程 PARCO劇場】 

公演日程 PARCO劇場 

2007年
7(金) 8(土

12月 
) 9(日) 10(月) 11(火)12(水)13(木)14(金)15(土)16(日) 17(月) 18(火)

14：00   ● ●     ●   ● ●   

19：00 ● ●   ● 
休演

● ● ● ●   ● 
休演

2007年

12月 
19(水) 20(木)21(金) 22(土) 23(日)24(祝)25(火)26(水)27(木)28(金) 29(土) 30(日)

14：00   ●   ● ● ●   ●   ● ● 

19：00 ● ● ● ●     
休演

● ● ● ●   

  ※未就学児の入場はご遠慮下さい。 他、大阪公演あり 
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●PARCO PRESENTS  

志の輔らくご ｉｎ ＰＡＲＣＯ ２００８ 

(日)  

  

008年、ねずみ年。「志の輔らくご」でハイ、チーズ！ 

PARCO】

載の演目で皆様をお迎えします。2008 年

スタートも【志の輔らくご in PARCO】で！ 

     PARCO劇場  

金        5,500円（全席指定・税込）  

PARCO劇場】 

 

公演日程 2008/1/3(木)～1/27

出演     立川志の輔

 

 

2

 

エンタテインメントを限りなく追求する【志の輔らくご in 

でうぶ声を上げた｢歓喜の歌｣が、遂に映画化されます。 

そこで 2008 年 1 ヶ月公演は、原作「歓喜の歌」の全日上演を軸

に、志の輔ワールド満

の

 

 

 

 

 

会場   

料

一般発売日  2006年12月1日(土)  

企画・製作  (株)パルコ／オフィスほたるいか  

 

【公演日程 

 

公演日程 PARCO劇場 

2008年1月 3(木) 4(金) 5(土) 6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 

14：00 ●   ● ●       

19：00   ● ●   ● ● 
休演 休演 

● 

2008年1月 12(土) 13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) 20(日) 

14：00 ● ● ●     ● ● 

19：00 ●     ● 
休演 休演 

● ●   

2008 ) 25(金) 26(土) 27(日)     年 1月 21(月) 22(火) 23(水) 24(木

14 ● ●     ：00       
休演 休演 

19：00 ● ● ● ●       

※未就学児の入場はご遠慮下さい 

 

 

 

 

 

 

● 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    谷 コ ト１・９Ｆ ℡ -34 5858 

● ト 座 PA    式ホ ムペー   htt ww eatr o.jp heat  

Ｆ      ℡03-3535-5151 

 

 

 

 

パルコ

-1   渋 パル パー 03 77-

ル テア ル銀 by RCO   公 ー ジ   ⇒ p:// w.th es.c /let re/

東京都中央区銀座1-11-2      銀座テアトルビル３
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ラブクアトロ 11月の主要企画

クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報 

ク  

ズ〉 

1/12（月）・13（火）渋谷、 10/14（水）名古屋、 11/15（木） 心斎橋 

ヴァーナ等

ら絶賛を

ツアー。 

MONKEY MAJIK （モンキー・マジック） 

11/14（水） 広島 

 

00 年 結成さ カナダ と日本 よる バン

ド。昨年 『西遊記』の主題 なっ ングル round

The ッ I

のカヴ ソング「空はまる 、映画 のピクニック』

の主題 題を振 いて 。今年 月に 枚目

のア

ド･アウ ツアー

 

THE HIGHER 〈ザ・ハイアー〉 

1/19（月） 心斎橋、11/20（火） 渋谷 

モーショナル＆メランコリックなロック･サウンドと、

ラフル＆ダンサブルなグルーヴ感を融合させたサウ

ドを鳴らす平均年齢 22 歳、ラスベガス出身のニュ

・カマー。02 年の結成以来堅実なツアーでファン･

ースを広げ、各社争奪戦の末今年7月デビュー・ア

バム『オン・ファイア』を発表した。ポップ・センス、歌

■THE SHINS 〈ザ・シン

1

 

7年、米国ニュー・メキシコ州で結成された4人組。ニル9

を輩出した名門インディ・レーベルSUB POPと契約。同レーベルでは

珍しい 60 年代的なポップさを持ったサウンドでメディアか

浴び、今やレーベルの看板バンドとなった。今年 1 月に発表した最

新アルバムはビルボードで初登場2位を記録、夏のFUJI ROCKでも

パフォーマンスも絶賛を浴びた彼等の単独来日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■

に仙台で れた 人 人に 混成

、ドラマ 歌と たシ 「A  

 World」が大ヒ ト。その後もゴダイゴ「MONKEY MAG C」

ァー、CM で」 『夜

歌等で話 り撒 いる 7 は 4

ルバム『空はまるで』をリリースした彼等。全会場ソール

トの全国 。 

 

■

1

 

エ

カ

ン

ー

ベ

ル

唱力、ステージング、ルックス、全てを兼ね備えた超

新星、初来日公演。 

 

 



■The Derek Trucks Band <デレック・トラックス・バンド> 
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11/29（木） 心斎橋、11/30（金） 名古屋 

、ブッチ・トラックス

ギタリスト。その流麗なスライド･ギターは世界最高峰と言

マネージメント･アーティスト情報】 

MO’SOME TONEBENDER 

ュー・アルバム『C.O.W. (CHECK OUT WORLD)』を携えての全国ツアー“死にもの狂いでリズムを刻め”がス

ート。 

1/26（月） 長野：LIVE HOUSE J 

1/29（木） 仙台：CLUB JUNK BOX 

1/30（金） 新潟：CLUB JUNK BOX 

ME 

2/11（火） 広島：クラブクアトロ 

を招き6ヶ月連続で行うマンスリー自主

画“SIX PISTOLS”を開催中。 

1月は、11/2（金）名古屋クラブクアトロにて小谷美紗子を招い

quattro.com/ 

                            03-3477-5831 

32-13クアトロ･パルコ 4･5F   03-3477-8750 

トロ  愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ東館８F  052-264-8211

●心斎橋クラブクアトロ  大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-1心斎橋パルコ８F 06-6281-8181 

●広島クラブクアトロ   広島県広島市中区本通10-1広島パルコ本館10F     082-542-2280 

 

オールマン・ブラザーズ・バンドのドラマー

の甥であり、現在同バンドにもメンバーとして在籍する若き天

才

われており、エリック･クラプトンら多くの大物ミュージシャン

から絶大な信頼を集めている。昨年のクラプトン来日公演に

も同行、その圧倒的なテクニックでオーディエンスの度肝を

抜いた。自身のバンドを率いて待望の来日公演。 

 

 

【

■

ニ

タ

 

1

1

1

12/3（月）  札幌：PENNYLANE24 

12/6（木）  東京：渋谷AX 

12/10（月） 高松：DI

1

12/13（木） 福岡：DRUM Be-1 

12/15（土） 大阪：BIG CAT 

12/16（日） 名古屋：クラブクアトロ 

 

■アナログフィッシュ 

10月より、月替りでゲスト

企

1

て開催。 

 

 

 

 

 

○ クラブクアトロホームページ⇒http://www.club-

 

公演に関するお問合せは下記まで 

パルコ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ事業局  音楽担当       

●渋谷クラブクアトロ   東京都渋谷区宇田川町

●名古屋クラブクア



 
 

パルコ 映画関連情報  
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） 秋の上映ラインナップ           ◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F  

コマ漫画の常識を覆した伝説の『自虐の詩』。 

高のキャスト、スタッフで、ついに実写映画化！ 

FFICIAL SITE http://www.jigyaku.com/ 

 

ROADSHOW 

●『自虐の詩』 

 

堤 幸彦 × 中谷美紀 × 阿部 寛  
 

“日本一泣ける漫画” 

４

最

 

絶賛上映中！ 

11:30／14:00／16:30／19:00  
 

O

 

 

 

監督 ：堤 幸彦 

出演 ：中谷美紀、阿部寛、遠藤憲一、カルーセル麻紀、松尾スズキ、竜雷太、名取裕子、西田敏行 

房刊） 

タル/ヴィスタサイズ 

) 2007「自虐の詩」フィルムパートナーズ 

 

を導入いたしました。 

日をもって終了させていただきました。替わりまし

り毎週水曜日はレディースデーのサービスを開始いたしました。是非、ご利用くださいませ。今後とも、シネクイントを

ろしくお願いいたします。 

くは当館ＨＰをご覧下さいませ。http://www.cinequinto.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原作 ：業田良家「自虐の詩」（竹書

主題歌：安藤裕子「海原の月」 

配給 ：松竹株式会社 

2007年/日本/115分/ドルビーデジ

(c

 

●シネクイントよりお知らせ● 

10月より、シネクイントでは座席指定席

尚、インターネットリザーブ及びファーストショー・サービスにつきましては 9 月末

て、10 月よ

よ

詳し
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L

喰う。 

立喰いのプロ＝美しき女立喰師たちが仕掛ける、華麗な罠。６人の

６つのエピソードでおくる<特盛り 極上エンタテインメント！ 

30日(金) 

日21:15(予告なし)～23:20 

 

http://www.deiz.com/ 

A ESHOW T

●『真・女立喰師列伝』  

 

生きるために、

女優・ >

 

11月10日(土)～

特別限定レイトショー！ 

連

OFFICIAL SITE 

 

※11月22日(木)のみ上映時間変更になります。 

 

「金魚姫 鼈甲飴の有理」監督：押井守／主演：ひし美ゆり子 

「荒野の弐挺拳銃 バーボンのミキ」監督：辻本貴則／主演：水野美紀 

「Dandelion 学食のマブ」監督：神山健治／主演：安藤麻吹 

 氷苺の玖実」監督：湯浅弘章／主演：藤田陽子 

」監督：押井守／主演：佐伯日菜子 

         ：押井守 

ク CD：ジェネオン エンタテインメント） 

     

FX スーパーバイザー           ：佐藤敦紀・神谷誠 

ープニング出演：兵藤まこ 製作 ：ジェネオン エンタテインメント 

      ：デイズ 

公式出品作品 

2

 

  21：45(予告なし)～23：50予定 

■

■

■

■「草間のささやき

■「歌謡の天使 クレープのマミ」監督：神谷誠／主演：小倉優子 

■「ASSAULT GIRL ケンタッキーの日菜子

 

原作・総監修         

音楽                         ：川井憲次（サウンドトラッ

音響監督                     ：若林和弘

V

オ

制作・配給             

第 20回東京国際映画祭 日本映画・ある視点部門 

2007年度作品／カラー／DV／ビスタサイズ／ステレオ／1 3分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜映画関連＞ 

シネクイントホームページ⇒http://www.cinequinto.com/ 

携帯サイト⇒http://www.parco-city.co.jp/cq/ 

●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

●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 

東京都渋谷区宇田川町14-5 渋谷パルコ パート 3・8F ℡ 03-3477-5905



 
 

PA

●『She Knows Muffin  オリジナル・レシピ集』 

 著：She Know
） 

She Knows Muffin」。素材にこだわり季節感を大切にした、キュ

ートなマフィンが、多くのファンの心をつかんでいます。本書では、

一挙公開！スイーツ系はも

ちろん、おかず系のマフィンや、トッピング、デコレーションなど、専

とアイディアを、多数紹介します。 

 

 
パルコ出版刊行物

s Muffin 

 定価：１，３６５円（税込

 

品川エキュート、横浜ジョイナスで展開する人気マフィン専門店

「

そんな「She Knows Muffin」のレシピを

門店ならではのバリエーション

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パルコ出版刊行物＞ 

パルコ出版ホームページ⇒http://www.parco-publishing.jp/index.html 

● 当社出版物に関するお問合せ 
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ﾄ事業局 出版担当   03-3477-5755パルコ   ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝ

 

 

 

 

 

 

 

※今回ご案内の各企画詳細につきましては、下記各担当部門にもお問合せください。            

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 

映像担当（℡03-3477-8911）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 

＜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 
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