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ひばりが丘 

【 お問合せ 】  株式会社パルコ ひばりが丘店 営業 担当 大森 
〒202-8520 東京都西東京市ひばりが丘 1-1-1 

TEL：042-425-5004 FAX:042-425-5320 

Ｅ－ｍａｉｌ．Omo-yuka@parco.jp ひばりが丘パルコＨＰ http://hibarigaoka.parcojp 

ひばりヶ丘パルコ 

HP http://hibarigaoka.parco.jp/ 

Face book https://www.facebook.com/hibarigaokaparco/ 

Twitter @parco_hibari 

ひばりが丘パルコ リニューアルのキャンペーンは 

 １．「あたらしい ひばりが丘PARCO」と表現したくなるくらい変わる 

 ２．より幅広いＭＤ構成の館へと生まれ変わることで、ショップひとつひとつ、 

商品ひとつひとつに、「あっ」と驚きをもって気づくようになる。 

その両側面を表現し、街場や館内、SNS で『あっ』をアイキャッチとして、 

新しいことが目に留まるよう意識しデザインいたしました。 

 

このメッセージを軸に、9 月～11 月にかけてビジュアルを変化させながら、ア

ピールしてまいります。 

 

ひばりが丘パルコ  

9/8（木） 秋の ＮＥＷ＆ＲＥＮＥＷＡＬ 第1弾 
 
 

ひばりが丘パルコは、この秋、1993 年のオープン以来、最大級の改装をいたします。 

9 月～11 月の 3 段階にて１階～３階のフロアの４割近くが変わります。 

ひばりが丘パルコは、地元の皆様のクローゼットとして、理美容やカルチャーも含む生活のサービス拠点として、また食品スーパー

などのデイリーな買物にと、様々な使われ方をしていただき、愛されてまいりました。今秋の改装は、ファッションの再編とサービス・

身のまわり雑貨の強化を軸に実施いたします。地元の皆様が更に必要とし、笑顔になっていただけるようご期待に応えてまいりま

す。 

 

 

【キャンペーンメッセージ】 

 

 
 

 

 

 

【リニューアル第１弾 ９月８日（木）】  ※一部8 月先行オープン 

第1 弾のリニューアルのポイントは、１階エントランス部分の刷新と、レディスファッションの改編です。 

西武池袋線ひばりケ丘駅に面した正面口に、新たな入口を設けるとともに、レディスファッションの『フィルデフェール』を配置、路面

店のような落ち着いた空間に直接アプローチしていただけます。その両側には、フラワーショップのリニューアルと、自然派化粧品

の『マークスアンドウェブ』がオープン。地域密着型のパルコでありながら、都会的なショッピングライフを想起させるエントランスに

生まれ変わります。 

また館の南側の入口付近では、洋服リフォームの『ビック・ママ』がリニューアル。周囲のクリーニング店、靴修理店、銀行ＡＴＭなど

とともに、サービス機能が充実したゾーンとして魅力がアップいたしました。 

１階に『フィルデフェール』を導入するのに連動し、２階は、大人のファッションの再編を行い、レディス３ショップが、一足早く８月１８

日（木）にリニューアルいたしました。また、今後、第２弾となる１０月のリニューアル時に、無印良品が面積、MD 構成ともにパワーア

ップしオープンする予定です。 

 

是非、貴媒体にてご紹介賜りたく、宜しくお願い申し上げます。 
 

 

 

 



 

フロア ショップ名 面積（㎡） アイテム ショップ概要 オープニング企画 備考 オープン日

フィルデフェール 110
レディス
ファツション

”パッと見の華やかさより、着ている本人がこっそり幸せを感じ
られるような服”をコンセプトに、ひと手間加えた作りを心掛け、
奥深さや味わいを大切にしたファッションを提案しています。

お買上げの先着100名様に「オリジナ
ルロゴ入りノート」プレゼント

NEW 9月8日

マークスアンドウェブ 25
自然派化粧品
生活雑貨

植物の恵みを生かしたボタニカルアイテムを豊富にラインナップ
(石けん、入浴剤、ハンドソープ、フェイスケア、ボディケア、ヘア
ケアなど）。オーガニックコットンのタオル製品や天然木のブラ
シ、アロマキャンドルなどライフスタイル雑貨も取り揃えていま
す。

①お買上げの先着300名様に「ハンド
メイドボタニカルソープ40ｇ」プレゼント

NEW 9月8日

渋谷園芸 27
生花・グリーン・
園芸

生花ギフトから季節の花苗、ご贈答用鉢花等、幅広く取り揃え
ています。

9月8日（木）～11日（日）　鉢花　全商
品20％OFF　雑貨・資材等　各10％
OFF

ﾘﾆｭｰｱﾙ 9月8日

お直しコンシェルジュ
BIG　MAMA

11 洋服お直し

母親代わりの針仕事のお手伝いショップ。お客様が抱えている
洋服等へのお悩みを丁寧にお伺いし、ふさわしいお直しをご提
案。バッグ、財布、ベルトなど豊富なお直しメニューをご用意し
ております。

9月8日（木）～11日（日）　洋服お直し
10％OFF

ﾘﾆｭｰｱﾙ 9月8日

クレッシェント 38
レディス
ファツション

“センシティブ　シック”、オリジナルファブリックへの訴求に力を
注ぎ、ナチュラルをシックに、そして繊細に表現しています。ま
た、トレンドにとらわれることなく独自のスタンスでオリジナリティ
を追及、遊び心ある大人のディリーウェアを提案しています。

- ﾘﾆｭｰｱﾙ 8月18日

伊太利屋 46
レディス
ファツション

まっすぐに美しい、野生のエレガンスをテーマに、ゴージャスな
のにシンプル、遊び心に満ち溢れたスタイルを提案いたします。

- ﾘﾆｭｰｱﾙ 8月18日

ロザージュ ジョリエ 54
レディス
ファツション

”しゃくなげの花の様な可憐な大人の女性”ファッションを通じ
て、そんな大人の女性のライフスタイルをサポート、提案してい
ます。

- ﾘﾆｭｰｱﾙ 8月18日

３F 吉祥寺　菊屋 146
和食器・生活雑
貨

昭和24年創業、食器の老舗専門店。吉祥寺　菊屋が厳選した
和食器・漆器・キッチン雑貨を豊富に取り揃えております。

お買上げの先着700名様に、「洗剤の
要らないエコスポンジ」プレゼント

ﾘﾆｭｰｱﾙ 9月10日

１F

２F

 

 

■2016 年秋改装概要  

 
・全体改装面積               約2,000㎡ 

 

・リニューアルスケジュール    リニューアル第１弾    2016年9月8日（木） 

〃   第2弾    2016年10月20日（木） 

                                 〃   第3弾    2016年11月10日(木) 

 

・リニューアル第1弾 改装概要  

  改装ショップ数  8店舗（うち6店舗 リニューアル） 

改装規模      約 460㎡ 

      

■ひばりが丘パルコ NEW＆RENEWAL ショップ一覧 

 

 

 【ショップイメージ】 

            左：MARKS&WEB 

 

            右：FIL DE FER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■リニューアル第1 弾 キャンペーン企画 
【ハウスカード企画】  

タイトル ： <PARCO カード>新規入会 

          最大２０００円分優待券プレゼント 

日   程： 9 月8 日（木）～22（祝・木）    

対   象： ひばりが丘パルコ館内でお申込みの方  

内   容： 期間中、パルコのハウスカード<PARCO カード>をお申込みいただくと、 

お申込み完了時に、「ひばりが丘パルコのお買物券 ５００円分」 

＋カード発行時に、「3,000 円以上でご利用いただける５００円分の優待券２枚」 

＋さらに、パルコのアプリ「POCKET PARCO」にクレジットカードを 

ご登録いただくと「3,000 円以上でご利用いただける５００円分の優待券1 枚」を 

プレゼントいたします。 

 
        ※発行時のご優待券２枚のお渡しは、<PARCO カード＞Visa、 

<PARCO アメリカン・エキスプレス®・カード>（年会費3,000 円税抜）が対象となります。 

          ※「ＰＯＣＫＥＴ ＰＡＲＣＯ」はスマートフォン対象のサービスとして、パルコからの情報はもちろん、各ショップ発信する商品や企画について 

ご覧いただけるとともに、ご来店コインやご登録いただいたクレジットカードでのお買上げでコインを付与いたしております。 

 

【PARCO カード企画】 

 タイトル  ： PARCO カード DAY 

 日   程 ： 9 月16 日（金）～22 日（木・祝） 

 内   容 ： PARCO のハウスカード<PARCO カード>をご利用で引き落とし時に 5％OFF、年間10 万円以上ご利用の<PARCO カード クラス S 

メンバーズ>は 10％OFF になるセール企画。各ショップが期間に合わせて、セール企画やノベルティプレゼントなどをご用意している 

7 日間です。 改装店舗も企画として、フィルデフェール （１F レディス） 全商品5％OFF、渋谷園芸（１F 生花・グリーン・園芸）秋の 

花鉢寄せかご２０％OFF/秋植え球根10％OFF、クレッシェント（２F レディス） 全商品20％OFF  などを期間中に行います。 

 

【抽選会】 

 タイトル  ： あっ たらしい PARCO 再発見！抽選会 

 日   程 ： 9 月16 日（金）～22 日（木・祝） 10：00～20：00 

 会   場 ： ひばりが丘パルコ 2F 特設会場 

 内   容 ： 期間中、3000 円以上（税込・合算不可）お買上げのお客様に、ひばりが丘パルコの各ショップがおすすめする商品が当たる。 

         対象のお客様に、各ショップがご案内用紙を配布。その場で当たる抽選会。 

 

 

■ ひばりが丘パルコの概要 

 
所在地  ：〒202-8520 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 

                西武池袋線ひばりヶ丘駅 南口駅前  ＊西武池袋線急行停車駅（池袋から2駅目） 

建物名称 ：ひばりが丘パルコ 

構  造 ：地下1階 地上5階 駐車場 地下2階 

ＯＰＥＮ ：1993年（平成5年）10月8日 

店  長 ：船津 佳子 

営業時間 ：10：00～20：00   ※Ｂ１Ｆ・食品フロアは22：00まで/5Ｆ・レストランは11：00～22：00 

電話番号 ：042-425-5000（代表） 

Ｈ  Ｐ ：http://hibarigaoka.parco.jp/ 

 

 

 

予告 

 
   ・リニューアル第２弾 １０月２０日（木） 

   ・リニューアル第３弾 １１月１０日（木）  ２・３階にパワー店舗となる大型店のＮｅｗ＆Ｒｎｅｗａｌ ＯＰＥＮがございます。 

    改めまして、ご案内させていただきます。 あわせて是非貴媒体にてご紹介賜りたく、宜しくお願い申し上げます 

 


