2021.2.25
報道関係者各位
株式会社パルコ

レストランの枠を超え、エンターテインメント＆カルチャーを発信する「刺激・食空間」

地下2階「心斎橋ネオン食堂街」いよいよOPEN!
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員・牧山浩三）は、2021年3月
18日（木）に地下2階・心斎橋ネオン食堂街をオープンいたします。
また、心斎橋ネオン食堂街のオープンを記念し、春の全館キャンペーン「心斎橋PARCO SPRING
FAIR」を開催いたします。大型動員イベントまた各ショップでの特別な企画をご準備いたします。

地下2階「心斎橋ネオン食堂街」は大阪を代表するネオ酒場～新進気鋭の話題店、スナック、
バーに加え、アメ村カルチャーの仕掛け人・ヤマモトヒロユキ氏、オガワジュンゾウ氏、南方学
氏、古谷高治氏が手掛けるエンターテインメント＆カルチャー発信スペース「ネオンスタジオ」
をフロアの中心に配置。また、平成の浮世絵師・東學氏をはじめとする、多彩なアート演出がフ
ロアを彩ります。

「赤白」、「立喰酒場 金獅子」、「大衆食堂スタンド そのだ」、「ニューすしセンター」など
大阪の人気行列飲食店が大集合するとともに、ミシュラン1つ星を2年連続で獲得した、鳥羽周作
氏率いるフレンチレストランsio（東京代々木上原）が新業態「ザ・ニューワールド」で大阪進出
を果たします。
さらに、感動と笑いのマジックバー「Mr.Shinの店」やアメ村の異次元空間バー「FARPLANE」、
全日本スナック連盟とパルコが共同企画する新しい形のスナック（社交場）「James’ dream」な
ど、全国初7店、関西初1店、心斎橋初13店を含む個性豊かで楽しい飲食店24店舗がラインナップ。
また、感染症対策の更なる強化として、新型コロナウイルスを不活性化させる「光触媒＆マイ
ナスイオン機能付き大型空気清浄 “ALCURE”」を、同フロアへ4台新規に導入し、お客様がより安
全に、そして安心してご来店いただける環境を作ります。

心斎橋を訪れる様々な人々が昼夜問わず集える唯一無二の感動体験型「刺激・食空間」を提供
いたします。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
全国初

ザ・ニューワールド【モダン居酒屋】
ミシュラン一つ星を2年連続で獲得した「鳥羽周
作」率いるsioのフィルターを通してつくるジャ
ンルレスでこだわり抜いた一品料理やおつまみ、
アルコールもノンアルコールも、誰もが楽しめる
「鳥羽周作が毎日でも行きたい」を詰め込んだ
ポップカルチャー居酒屋です。

全国初
（新業態）

全国初

アイリッシカリー＆パブ【カレー・パブ】
ギネスビールをはじめとした様々なドリンクと、
黒ビールで仕上げる（食べログ百名店にも選出され
た）深いコクのアイリッシュカレーが楽しめるお店。
1980年代のアイリッシュパブをイメージした店内
では、古き良き洋楽のBGMを聞きながら、大人の
自由なくつろぎのひと時をお楽しみいただけます。

韓国酒場 K-LOVERS【本格韓国料理と韓国酒】
「エンタメ」×「食」を融合し、プロジェク
ションマッピングの演出を活かした、今までに
ないオシャレな「非日常」空間で本格韓国料理
と豊富な韓国酒が楽しめる韓国居酒屋です。斬
新な演出と元気一杯のスタッフが、お客様に新
たな感動を届けます。

全国初

大衆中華酒場 若林【大衆中華酒場】
ミシュランガイド五つ星中華料理店出身の料理人
が手掛ける、昭和の面影を残す町中華。大勢で美
味しい中華を囲む時も、仕事帰りに一人で一杯
ひっかけるも時も。家族や恋人と過ごす時も。今
の時代の美味しい！の中に、昔ながらの懐かしく
安心感のある中華を感じていただけます。

全国初

担々麺 青藍【担々麺】
大阪・谷町にある行列のできる大人気中華の名店
『青藍』から担々麺専門店としてスピンオフブラン
ドが初登場。自家製のジャン、ラー油、オリジナル
ブレンドで旨味を閉じ込めた粗挽き肉、国産小麦を
使用した中太麺、金ゴマを使用したゴマの風味を活
かしたスープなど、食材から全てこだわり抜いたオ
リジナル担々麺。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
関西初

BUTCHER & WINE【ワイン・肉料理・ハンバーグ】
ワインに合うお肉料理の専門店。国産牛100％の挽
きたてミンチ肉を使用したハンバーグと様々なお肉
料理が楽しめます。ワインはリーズナブルな飲み放
題プランもご用意しています。

心斎橋初

赤白【フレンチおでん・シャンパーニュ・ワイ
ン】
フレンチの「ソース技術」に日本の「食文化」を
融合させた、フレンチおでんとシャンパーニュ・
ワインが楽しめるお店。〈クオリティは高く、価
格はカジュアルに〉具材に合わせた100種類以上
のソースでご提供するお料理は1品100円台から。
三つ星出身シェフ2名の創るお料理とワインも80
種類以上ご用意しております。

心斎橋初

大衆食堂スタンド そのだ【定食・食堂・居酒屋】
"肉とレモンサワー"をコンセプトに、家庭の食卓で
は再現できないエスニック料理と中華料理のエッセ
ンスを入れ込んだメニューを、ライブ感・シズル感
満載のノスタルジックな雰囲気の中でお楽しみくだ
さい。

心斎橋初

立喰酒場 金獅子【立喰酒場】
サラリーマンのオアシス。立ち飲みではなく立喰酒
場。ガッツリ食事もちょい呑みもどちらもご利用い
ただける大衆酒場です。和洋折衷問わず、鶏肝のお
造りや和牛の刺身、大満足のビフテキやその他逸品
のお料理は5円～390円までの充実したフードメ
ニュー。旬のお酒もご用意いたします。

心斎橋初

しのぶ庵【蕎麦・天ぷら・酒】
創業昭和二十二年の味。お客様に美味しいお蕎麦
を提供するため試行錯誤を重ね完成した『しのぶ
庵のお蕎麦』。極上素材で手間ひまかけた黄金色
の天然だしと、毎日店内で蕎麦粉から打つ蕎麦、
湯掻き立てだから“生きた”蕎麦を堪能していただ
けます。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
心斎橋初

立呑み処 七津屋【立呑み居酒屋】
いろんなお酒と鉄板・串かつ・おでん・お造りな
どを低価格で販売。特にお造り（鯛・媛スマ・ブ
リ）は、愛媛県愛南漁港より産地直送で仕入れて、
より新鮮な物をご提供します。

心斎橋初

da pai dang 105【焼小籠包・点心・台湾料理】
アジアの屋台フードで人気の『焼小籠包』を中心
に、本場の職人が丁寧に調理した絶品点心・アジ
アフードを台湾夜市をイメージした店内で楽しめ
ます。

心斎橋初

スペインバル massa【パエリア・アヒージョ・生ハ
ム】
20種類から選べる大人気のパエリアや専属のソム
リエが厳選したスペイン産のワインを赤・白、ス
パークリングワインを取り揃え、料理とワインのベ
ストパートナーを楽しめます。また、自家製レモン
サワーもお店の自慢の一品です。

心斎橋初

踊りだこ【たこ焼き・アルコール】
一つのたこ焼きにイイダコが丸ごと1匹入っており、
食べ応え抜群。たこ焼きは強火で焼き上げるため、
外はふわっ！中はトロっ！そして、イイダコの旨味
の3重奏でほかにはない、食べ応え抜群のたこ焼き
に仕上がっています。

心斎橋初

地下酒場スタンド ニューツルマツ【天ぷら・刺
身・酒場】
ニューツルマツの原点である「天ぷら」がメインの
酒場です。臨場感たっぷりの揚げたての天ぷらは、
新鮮な魚介はもちろん、生産者や産地にこだわった
野菜など季節感あふれる商品が満載。酒場らしいメ
ニューやインスタ映えするメニューなど豊富なライ
ンナップで、毎日でも通いたくなる酒場を目指して
います。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～

心斎橋初

ニューすしセンター【魚屋の呑めるすし屋】
魚屋仕入れのネタがウリの呑める寿司屋。鮮魚・
活魚・旬魚が『毎日大特価』でご提供。『名物100
円マグロ』や毎日お店でひくお出汁の『ふくとう
ふ』は是非食べて頂きたいメニュー。

心斎橋初

芙蓉苑【四川料理】
【音楽】×【エンタメ】×【食】を掛け合わせた
【エンタメ居酒屋】
ミュージックサーカスをプロデュースする、
TryHard JAPANが提案するエンターテイメントに
加え、関西で活躍するDJやダンサーも出演！辛い
物が食べれないお客様も、火が吹くくらい辛い物
が好きなお客様も、新しいスタイルの【エンタメ
居酒屋】をお楽しみください。

心斎橋初

Honmani Chicken【韓流チキン】
韓国チキンの他にも韓国料理のメニューをデザー
トまでたくさんご用意。店内には100インチのサイ
ネージビジョンを設置しK-POPミュージックビデオ
も楽しめます。

心斎橋初

やきとり正や【極みのつくね・焼き鳥】
温故知新をコンセプトに、「昔ながらの焼き鳥屋
の雰囲気と令和の新時代のトレンドを融合する」
をモットーに店作りをしています。創業以来から
人気のつくねは数種の鶏の部位をブレンドし、数
種の野菜を練り込んでジューシーに仕上げ、新鮮
な丹波地鶏の焼き鳥は焼師が絶妙に焼き上げてい
ます。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
エンターテインメント&カルチャー発信のバー＆スナックゾーン
全国初

TANK酒場／喫茶【カルチャー酒場】
気軽に立ち寄れる喫茶と酒場「TANK」。DJやイ
ベントなど心斎橋ネオン食堂街をカルチャーで盛
り上げます。

全国初

James’ dream【ハワイアンバル・スナック】
お酒とサーフ&ターフ(魚 x 肉)が楽しめる新感覚
ハワイアンバル。ホノルルの人たちが日常で楽し
んでいるメニューをご提供します。ドリンクは、
ハワイアンビールやトロピカルカクテルの他に、
オリジナルブレンドのサングリアやサワーなどを
ご用意。まるでホノルルにいるような特別な時間
を、心安らぐオハナ(仲間)と過ごすような空間を
お届けします。

Japanese Craft Whisky Bar common【バー】
ジャパニーズクラフトウイスキーがメインのウイス
キーバー。様々なウイスキーが出回る中、本当の
ジャパニーズウイスキーを広めていきたいという思
いを込めたお店です。小規模・少量生産だからこそ
の特別な味を味わえます。ジャパニーズウイスキー
がメインとなりますが、他ウイスキーやスタンダー
ドカクテル等もご用意いたします。
Mr.Shinの店【マジックバー/パフェ】
年齢、出身、その他一切不明のスーパーマジシャ
ン「Mr.Shin」のハイレベルな「マジック」とレ
バートリー200以上の「ものまね」をコラボレー
ションさせた「ものまねマジック」を楽しめる
バーです。またお昼は札幌で人気のパフェ専門店
「ベリーベリークレイジー」のパフェも楽しむこ
とができます。

FARPLANE【ショットバー】
大阪サブカルの聖地「アメリカ村」のナイトシー
ンを代表する【 FARPLANE 】が独自の世界観を展
開した、他に類を見ない先進的かつ豪華絢爛なコ
ンセプチュアル・スペース。夜はBAR、昼は時代
を先駆ける様々な企業とのコラボストア、イベン
トを随時開催予定です。

※2021年2月25日時点の情報です。店名・業態は変更になる場合がございます。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
心斎橋ネオン食堂街を彩る、アート＆空間演出
◆平成の浮世絵師「東學」のアートによる空間演出
大阪在住の異端的アーティスト、平成の浮世絵
師と呼ばれる、東學氏のアバンギャルドなアー
トが、フロア中心に位置するアートポールとト
イレに登場。独特の感性と繊細さを兼ね揃えた
作風と、世相を表現した作品が、フロアを楽し
げに彩ります。
＜東學（あずま がく）＞
1963年12月9日、京都生まれ
日本の舞台・演劇シーンで数多なるポスターデザインを産みだす異端的アートディレクター。また、墨を糸のように操り、森羅
万象における命の美を描く絵師。
幼少時は扇絵師であった父・東 笙蒼のもと絵筆に親しむ。14才で米国留学。17歳時に描いた絵画作品『フランス人形』はN.Y.
メトロポリタン美術館に永久保存されている。作品テーマは一貫して「女」。純日本的な血から生み出される墨画には、アート
ディレクターとしてのアバンギャルドな感性と、日本古来の美意識が凝縮。2003年N.Y.の日本料理店の装飾画として描いた遊
女シリーズを皮切りに多くのファンが生まれ、2007年に墨画集『天妖』（PARCO出版）を刊行。宣伝美術家としても日本屈指
の腕を持ち、PARCO劇場をはじめ数多くの演劇ポスターデザインを請け負う。2014年、歌舞伎役者・片岡愛之助とコラボした
墨絵のライブパフォーマンスが圧巻。2015年より、キャンバスを女性の肌にも広げ、一夜限りで消えていく「肌絵作品」を紡
ぐ。現在200名余のモデルと共作を続け、250作品を有する。株式会社一八八所属。
著書：東 學 墨画集『天妖』（PARCO出版）／ 東 學 墨画集『天妖』（188）
『東學肌絵画＿DRESS CODE』（アトリエサード）／ 『パロマンポルノ ポスターコレクション』（188）

◆パルコネオンサイン「A」（五十嵐ロゴ）
五十嵐威暢氏デザインの旧渋谷PARCO・パート1の外壁に設置されていたPARCOネ
オンサインの「A」をフロアに設置します。「O」は1月21日にオープンした13階
に設置。
1981年の旧「渋谷PARCO・パート3」オープンの際に誕生し、パルコファンに親し
まれてきたロゴサインを現代アート作品として恒常的に展示していきます。
＜五十嵐 威暢＞
彫刻家、デザイナー。アクソノメトリック図法によるニューヨーク近代
美術館のカレンダー、立体アルファベット、サントリーホール・カルピ
スのVIデザイン、地場産業と組んだプロダクトデザインなど、グラ
フィック・プロダクトデザイナーとして活動し、世界的な評価を受けて
いる。1994年、彫刻家に転身。木、石、金属、テラコッタ、ステンド
グラスなど、様々な素材でパブリックアートとしての作品を数多く制作
している。多摩美術大学名誉教授。

©Rumiko Ito

◆新進気鋭のアートディレクター「TORICO」監修のインスタスポット登場
バーやスナックが集まるフロアの中でも妖艶な一角に、映画監督/ファッションブロガー/ファッションデザ
イナー&ディレクターとして活躍する、新進気鋭のアートディレクター「TORICO」監修のインスタスポット
が登場。ノスタルジックで煌びやかな大阪の風景を、独自のフィルターにかけて痛快に表現します。
＜ＴＯＲＩＣＯ（オスカープロモーション文化事業部所属）＞
2015年：西武渋谷店で行われた大型示「Misemono go yeahhh!!!展」にてディレクションを行う。10日間で5000人を動員。
2016年：映画『少女椿』(丸尾末広原作)の監督と脚本を行い、10代から20代女性を中心に異例 の大ヒットとなる。劇場は
東京1館のみの上映から全国30館まで増え、テレビ・ファッショ ン誌を始めとする1295媒体に取り上げられる。
2018年：自身のファッションフランド「MEEWEE」を立ち上げる。
2019年：7月原宿にて「丸尾末広博覧会」を開催。
2020年：５月中国版「ELLE」P7のアートディレクションを務める。
2020年：６月有明に開業したテーマパーク「small worlds TOKYO」のInstagramスポットのアートディレクションを務める。
2020年：Youtubeチャンネル「TOKYO LIFE VLOG」を立ち上げる。
2020年：日本テレビ特番「3時のヒロインmeetsガールズクリエイター」にてショートフィルムの脚本監督。
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～3月18日（木）OPEN！個性豊かな24店舗～
◆大型サイネージがフロアの中心に登場
フロアの中央、ネオンスタジオ吹き抜け部分には
縦3m×横12ｍのLED大型サイネージが登場。
また、TANK酒場／喫茶にはDJ／VJブースを設置し、
多彩なイベント開催や動画コンテンツ配信などを
予定。
更に、公式YouTubeチャンネル「心斎橋PARCOネ
オンチャンネル」を開設し、フロアの食やお酒の
魅力、エンターテイメントを心斎橋の中心地から
全世界へ発信します。

新型コロナウイルス感染症対策の更なる強化
◆光触媒＆マイナスイオン機能付き大型空気清浄を４台、地下２階 心斎橋ネオン食堂街へ新規導入
飲食店が集まる地下２階フロアへ、新型コロナウイルスを不活性化させる「光触媒＆マイナスイオン機
能付き大型空気清浄 “ALCURE”」４台を新規に導入いたします。
空気清浄機能だけでなく、「ALCURE」の特筆すべき技術である、光触媒とマイナスイオン機能で空気中
のウイルスやバクテリアを除去し、感染症などのリスクを最小限に止める事で、お客様がより安全に、そ
して安心して滞在できる空間を作ります。
※奈良県立医科大学の研究で、ALCUREの機能が新型コロナウイルスの作用を抑える事が確認されました。
＜ALCUREの特徴＞
有害物質・異臭を９９％以上除去
※新型ウィルス対策融合研究所及び北里研究所日本医療環境研究センターにて実証実験済

（１）大空間に対応
・１台で４０７㎡の清浄処理が可能。大空間でもしっかり清浄、除菌します。
（２）圧倒的な到達距離
・きれいな空気を最大４５ｍまで送り、フロアの空気環境を清潔に保ちます。
（３）All in One３層フイルター＋光触媒＋マイナスイオン
・３段階（プレ、カーボン、HEPA）の洗浄フィルターと光触媒フィルター、
そしてイオンクラスター装置でPM2.5やウイルス、バクテリア、化学物質、
悪臭などを除去します。
◆ビル全館での、感染拡大リスクを抑え、安全・安心な店づくりのための取り組み
（１）スタッフのマスク着用、手洗い、体調管理の徹底
（２）館内衛生環境の維持
・入口には手指消毒液、体温計測器（サーモグラフィカメラ）を設置いたします。
・館内のトイレ・ドアノブ・ベンチなど共用部の定期的な清掃・消毒を実施いたします。
（３）密閉・密集・密接（3密）の回避
・定期的に外気を取り込み、館内の換気を実施いたします。
・接客時はお客様との距離に配慮した対応をいたします。
・混雑が発生しないようイベント時などは、事前予約制などを実施いたします。
（４）安全、安心な店づくりへの意識の向上
・日々変化する感染状況に対応できる準備を継続的に進めます。
（５）キャッシュレス決済の推進
・クレジットカード、コード決済、電子マネー決済など複数のキャッシュレス決済を導入することで、
お客様の利便性を高めるとともに、現金の受け渡しによる直接的な接触の機会を減らし、感染防止
を図ります。
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2021.2.25
報道関係者各位
株式会社パルコ

地下2階のオープンを記念して「SPRING FAIR」開催！各フロアでイベントを開催。
■NEW OPEN
地下1階・成城石井が2月25日（木）NEW OPEN!

『世界の食品を世界の街角の価格で。』をコンセプトに、バイヤー
が世界中・日本中から厳選した、おいしくてこだわりのある逸品の
数々を、お求めになりやすい価格で取り揃えております。

■各フロアで期間限定のPOP UP SHOPがOPEN！
【クリエイターや地元ショップの集いの場 「HUB」】
■会期：2021年3月18日（木）～4月12日（月）
■会場：『HUB-OSK』10階・EVENT SPACE
『花器食器』 地下1階・EVENT SPACE
『Zi-tempo』 地下1階・THE KITCHEN

カジカジH(カジカジヘア)のページディレクションや、BEAMS JAPANでのブランド企画の総合演出等で活躍
する五十嵐光一氏が、コラボレートを通じて新たな企画をクリエイトする『HUB（ハブ）』を心斎橋PARCO
館内の3拠点で開催。
◆第一会場：10階・EVENT SPACE
『HUB-OSK（ハブオ―エスケー）』では、新宿のBEAMS JAPANで開催し好評だった『HUB』の心斎橋
PARCOバージョンとして、五十嵐氏の手掛ける「ファッション・カルチャーに光を当てる」をコンセプトに
したコラボレートステーション「FLASH LIGHT」や、若手クリエイター3名によるデイリーウェアブランド
「kan」を含む7ブランドのアパレル商品の販売。音楽シーンに一石を投じる存在として注目を集めるバンド
「never young beach」のベーシストKEIGO-TATSUMIによる写真展示、グラフィカルな形とシンプルな線に
少しのユーモアを交えた表現をするアーティストHIKARU-MATSUBARAの作品展示を行う『HUB gallery』も
開催いたします。
◆第二会場：地下1階・EVENT SPACE
『花器食器（カキショッキ）』では、岐阜県多治見市にある器のセレクトショップ「山の花」と、"お花を捨
てない"をコンセプトとし、大阪を拠点にドライフラワー作品を発表しているブランド「Song of flowers」が
コラボレーションショップをオープンします。「山の花」が色や質感、フォルムや釉薬など、偏愛的な視点で
選定した10名の作家の花器に、「Song of flowers」が生花やドライフラワーで演出。東濃のやきもののクオ
リティの高さと多様性を、花器に飾られた花によってより一層楽しむことができます。
◆第三会場：地下1階・THE KITCHEN
『Zi-tempo（ジッテンポ）vol.2』は、2021年1月に開催した実店舗を持たないフードジャンキー達が集う実験
的な場「Zi-tempo」の第2弾。某ファッションブランドのデザイナーであり、中崎町の人気カレー店
「COBACHI CURRY」のオーナーでもあるR氏と、幾多の場所で麻婆豆腐を振舞ってきた某ファッション誌の
元編集長・T氏が手掛ける、スパイス満載な咖喱と麻婆豆腐の要である麻辣それぞれのスパイスがダブルで楽
しめる「咖喱麻辣(カリマラ)」の再出店に加え、新たに2店舗が出店予定。関西で活躍する人気ファッション
ブランドのデザイナーやファッション誌の編集者、スタイリスト、ライター等のフード業界としては異色とな
る仕掛人たちが手掛けるクリエイティブなメニューを提供します。
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2021.2.25
報道関係者各位
株式会社パルコ

地下2階のオープンを記念して「SPRING FAIR」開催！各フロアでイベントを開催。
■各フロアで期間限定のPOP UP SHOPがOPEN！
【HENSHIN by KAMEN RIDER POP-UP STORE】
■会期：2021年3月3日（木）～3月16日（火）
■会場：1階・THE WINDOW SHINSAIBASHI

大盛況のうちに終了した伊勢丹新宿店メンズ館でのPOP-UP STORE。その余韻もさめやらぬまま、続いては
ファッション、アート、食など、若者文化の発信地として一時代を築いてきたファッションビル・PARCOの
心斎橋、渋谷、名古屋店にて「HENSHIN by KAMEN RIDER POP-UP STORE」を順次開催。
今回は、仮面ライダーオーズ/OOO・龍騎・フォーゼ、エグゼイドをデザインソースとしたTシャツやフー
ディーなどの各種アイテムをはじめ、フルオリジナルで制作したこだわりのスニーカー「Type OOO（オー
ズ）」をラインアップ。さらには、“大人になりきれずに大人になってしまった後悔”をテーマにパンキッシュ
なウェアを展開するアパレルブランド「NEGLECT ADULT PATiENTS（ネグレクトアダルトペイシェン
ツ）」が、仮面ライダーファイズをフィーチャーしたTシャツコレクションにも注目が集まる。
【商品一例】※価格は全て税込

ロゴデザインTシャツ ｜HENSHIN by KAMEN RIDER

各7,700円

ロゴデザインフーディ ｜HENSHIN by KAMEN RIDER

各14,300円
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2021.2.24
報道関係者各位
株式会社パルコ

地下2階のオープンを記念して「SPRING FAIR」開催！各フロアでイベントを開催。
■14階：PARCO EVENT HALLでは話題の展覧会を開催！
最果タヒ展
われわれはこの距離を守るべく生まれた、夜のために在る6等星なのです。
映画、WEB、広告、音楽、アート……数々の新しい詩の運動をま
きおこしてきた注目の現代詩人・最果タヒの“詩の展示”を開催。
スマートフォンで詩を書き、現代の感情を繊細かつ鋭く表現す
る最果タヒの作品発表の場は、書籍はもちろんインターネット
上にもとどまりません。今回の「詩の展示」は至る所に詩が展
開された空間を、読者が歩き回って体験するインスタレーショ
ンです。
会場にあるのは、作品があなたに読まれ、初めて意味を持つも
のであってほしいと願う、最果タヒによる「詩になる直前」の
言葉たち。
それらを追いかける体験を通して、自分の心が動く言葉やその
瞬間、あるいは目が無意識に読んでいる感覚に気づくような、
言葉との新たな出会いが生まれるでしょう。
本会場では新たな詩の展示作品を追加。
展覧会併設ショップにてオリジナルグッズも販売いたします。

●会期：3月5日（金）～3月21日（日） ●会場：14階・PARCO EVENT HALL
●入場料：一般800円、ミニ本付きチケット1,800円
●主催：キョードー大阪／パルコ ●企画・制作：キョードー大阪
詳細はhttps://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=5791 をご確認ください。

犬夜叉展～アニメの軌跡展～
『週刊少年サンデー』（小学館）にて1996年から2008年まで連載さ
れた、高橋留美子先生による大人気漫画を原作とするテレビアニメ
『犬夜叉』。
その犬夜叉ワールドの新たな物語『半妖の夜叉姫』が2020年10月か
ら放送され、現在好評放送中。その放送を記念し、テレビアニメ
『犬夜叉」初の展覧会『犬夜叉～アニメの軌跡展～」を大阪で初開
催。
アニメーションの軌跡を辿りながら、『犬夜叉』の世界観を実体験
できる展示内容や記念グッズを販売いたします。
●会期：3月26日（金）～4月19日（日）
●会場：14階・PARCO EVENT HALL
●入場料：一般1,300円、中高生1,100円、小学生900円
※前売り券発売あり。
詳細は展覧会特設サイト：https://www.inuyasha-animeexhibition.com/をご確認ください。
©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンラ
イズ 2009
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2021.2.24
報道関係者各位
株式会社パルコ

地下2階のオープンを記念して「SPRING FAIR」開催！各フロアでイベントを開催
■各ショップでイベント開催！
●13階・三田屋本店－やすらぎの郷－
特別上演～舞台披き～
舞台披きにあたり、能楽師シテ方観世流の大槻文藏（おおつき ぶんぞう）氏、
能楽師囃子方大倉流の大倉源次郎（おおくら げんじろう）氏の二人の重要無形文
化財個別指定保持者（人間国宝）による祝言の舞囃子「高砂（たかさご）」を上
演いたします。名手の芸とともに、舞台披きを祝うお食事をお楽しみください。
日時：2021年3月18日（木）開場：16時30分、開演：17時
料金：20,000円（税込）※三田牛ヘレステーキコースのお食事つき
定員：先着41名様限定※予定枚数に達し次第販売終了。
ご予約方法など詳細は下記ページにてご確認いただけます。
https://20210318sandaya.peatix.com/
大槻文蔵氏

and more・・・詳細は心斎橋PARCOホームページにて3月11日公開予定

開業広告キャンペーン「Re:BIRTH ! 新しい日々が、はじまる。心斎橋パルコ」いよいよ完結へ。
2020年11月20日第1弾OPEN（地下1-11、14階）、2021年1月21日第2弾OPEN（13階・御堂筋ダイニン
グ）とコロナ禍の中、段階的にOPENしてきた心斎橋PARCOは3月18日地下2階・心斎橋ネオン食堂街の
OPENをもって全フロアがOPENいたします。
2020年9月から「Re:BIRTH! 新しい日々が、はじまる。心斎橋PARCO」というメッセージでスタートし
た開業広告キャンペーン。3月18日の「心斎橋ネオン食堂街（地下2階）」のOPENにより、いよいよ、
新しい日々が、はじまりました。
私たちには、
やっぱり必要でした。
楽しむこと、豊かであること。
選ぶこと、大切にすること。
今日も、明日も、
あなたらしく、
私らしく、
生きてくために。
殻を破り、動き出したのは、
新しい、希望。
はじまりました。
新しい、パルコが。
新しい、心斎橋が。
開業広告特設サイト：https://shinsaibashi.parco.jp/page/advertising2021/
本件に関するお問合せ
株式会社パルコ 広報部 03-3477-5710
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