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池袋パルコのG.W.は、
ロバート秋山竜次「クリエイターズ・ファイル」とコラボレーション！
セール＆イベント盛りだくさんの10日間！
池袋パルコでは4月28日（金）～5月7日（日）の10日間、「G.W.FESTA」を開催いたします！
ポスタービジュアルにはパルコミュージアム（本館・7F）で開催される「東京クリエイターズ・ファイル祭
–池袋クリエイティブ大作戦-」とコラボし、ロバート秋山竜次さん扮する「上杉みち」「YOKO FUCHIGAMI」
「桐乃祐」が登場！ご本人たちからの、池袋パルコへの温かいメッセージが込められたポスタービジュアルを
ぜひご覧ください。
また、パルコ館内では各ショップのセール＆イベント、期間限定ショップに加え、映画「君の名は。」との
コ ラ ボカ フェ（本館・7F）、 TV番組「勇者 ヨシヒコ と 導かれ し 7 人」の展覧 会「勇者 ヨシ ヒコ 無料 案内所
ロードトゥまくはりメッセ in 池袋PARCO」（本館・7F）など話題のイベントも開催。本館屋上では毎年恒例の
「アロハ BBQ ビアガーデン」もオープンしております。ぜひ、G.W.は、池袋パルコにお越しください。

「メメー！「今度の休みは池袋パルコ行こう」って約束したじゃん。」
上杉みち（子役）

「池袋パルコって巨大なランウェイなの。館内では胸を張って歩きなさい。」
YOKO FUCHIGAMI (トータル・ファッション・アドバイザー)

「ついつい、アドリブで買いすぎるんすよ。池袋パルコ来ると。」
桐乃祐（俳優）

■タイトル：池袋パルコ 「G.W.FESTA」
■会期：2017年4月28日（金）～5月7日(日）10日間
■営業時間：［本館］10：00～21：00 7F/8F レストラン11:00～23:00 ※8F一部店舗11:00～23:30
［P’PARCO］11:00～21:00
■住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 ■電話：03-5391-8000（大代表）
■公式HP：http://ikebukuro.parco.jp
★本件に関するお問い合せ★
株式会社パルコ 池袋店営業課 荒明（ara-hiro@parco.jp)・藤井(fuji-hiro@parco.jp)
TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東ビル6F
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イベントのご案内

ロバート 秋山竜次 プレゼンツ

東京クリエイターズ・ファイル祭 -池袋クリエイティブ大作戦ロバート 秋山竜次が様々なクリエイターに扮し人気を博す
『クリエイターズ・ファイル』の初となる大型展覧会
「東京クリエイターズ・ファイル祭-池袋クリエイティブ大作戦-」。
『クリエイターズ・ファイル』をさまざまな角度や展示内容で
楽しむ事ができ、さらにここでしか体験出来ない
アミューズメント性たっぷりのサプライズが詰まった展覧会。
ま た 、 ヨ シ モ ト ブ ッ ク ス か ら ４ 月 28 日 に 発 売 す る 、
劇団えんきんほう所属の天才子役みちくんの心温まる名言＆
写真で綴る日めくり『クリエイターズ・ファイル日めくり みちくんと
いっしょ。』の特典付き限定版や、会場限定商品なども
多数販売いたします。

©クリエイターズ・ファイル

■会 期： 2017年4月29日（土）～5月22日(月）
10：00～21：00 ※入場は閉場の30分前まで。※最終日は18:00閉場。
■会 場： 本館7Ｆ・パルコミュージアム
■入場料： 一般500円・学生400円（各税込）・小学生以下無料
■公式HP： 展覧会公式サイト http://www.parco-art.com
クリエイターズ・ファイル公式サイト http://creatorsfile.com/

君の名は。カフェ
2017年1月7日〜2月7日まで池袋パルコで開催された、
映画「君の名は。」とのコラボレーションカフェ。連日
昼過ぎに当日分の整理券がなくなり、最大11時間待ち
になるなど、大好評のうちに終了しました。
「開催中、入店が出来なかった」「また開催してほしい」
とのご希望を多数いただき、4月26日から再OPENが
決定いたしました。作品をモチーフにした
限定メニューの他、「君の名は。カフェ」限定グッズも
約１２０種販売いたします。
©2016「君の名は。」製作委員会

【新メニュー】
瀧と三葉からのメッセージICEラテ

【東京初登場】
三葉が作ったお弁当

瀧と入れ替わった三葉も思わず
写真を撮りたくなったパンケーキ

「お前は誰だ？」HOTラテ
※写真はイメージです。

■会

期： 2017年4月26日（水）～5月24日(水） 10：00～22：00 (フードL.O. 21:00 / ドリンクL.O. 21:30）

■会

場： 本館7Ｆ・ザ ゲスト カフェアンドダイナー

※最終日 5/24（水）は CLOSE 19:00（フードL.O. 18:00 / ドリンクL.O.18:30）

■公式HP： http://the-guest.com/kiminona_ikebukuro2/
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勇者ヨシヒコ無料案内所 ロードトゥまくはりメッセ in 池袋PARCO
突如池袋に表れた勇者ヨシヒコの案内所。なんと勇者たちの貴重な衣装を拝めるらしい。しかし無料で入れると
軽い気持ちでのぞんだら、誰でも簡単に見れるという訳では、、、、。まくはりメッセへの思いを高まらせる
企画も！無料案内所の暖簾を押す時は今だ！
【勇敢な展示コーナー】
勇者の衣装展示・クイズ沼コーナー・強すぎるモンスターコーナー
まくはりメッセージコーナー
【勇敢な物販コーナー】
本展覧会限定＆先行販売グッズを販売
★勇者ヨシヒコ来場イベント
【勇者ヨシヒコと導かれし70人のまくはりメッセへの道】
参加方法は、下記URLをチェック！
©「勇者ヨシヒコと導かれし七人」製作委員会

■会 期： 2017年4月21日（金）～5月14日(日） 10：00～21：00
■会 場： 本館7Ｆ・特設会場 ■入場料： 無料
■公式HP： http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1086

THE BRITISH ROCK 2017

FUCHICO & PUTITTO OFFICIAL SHOP
IN IKEBUKURO PARCO

ポール・マッカートニー来日を記念して英国ロック・
アイテムの祭典「THE BRITISH ROCK 2017」を開催。
英国のロックブランド商品を多数販売いたします。

コッ プの フ チ 子5周 年 を記念し て、 オ フ ィ シ ャ ル シ ョッ プが
池袋P'PARCOに期間限定オープン。
フチ子シリーズを始め、累計900万個を超えたコップのフチで
遊ぶフィギュアレーベル「PUTITTO」、その他キタンクラブの
カプセルトイを含め、総勢90アイテムが大集結。
また限定商品として、4月29日に「コップのフチ子 トリコロール」
も初お目見え！日本一フチだらけな期間限定ショップを
お見逃しなく！

■会 期：
■会 場：
■入場料：
■公式HP：

2017年4月7日（金）～5月7日(日）
本館M2Ｆ 特設会場
無料
http://britishrock.pgs.ne.jp

■会 期： 2017年4月7日（金）～6月11日(日）
■会 場： P´館1F イベントスペース
■入場料： 無料

館内ショップのセール＆イベント・〈PARCOカード〉キャンペーン
館内では各ショップのセールやイベント、期間限定ショップを開催。
また、<PARCOカード>Visaに新規ご入会の上、即日発行して頂くと、
当 日 の お 買 い 物 が 10%OFF に な る お 得 な キ ャ ン ペ ー ン も
実施いたします。
詳細は下記URLよりご確認ください。
【池袋パルコ セール・イベント情報】
http://ikebukuro.parco.jp
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屋上ビアガーデン開催中！

ALOHA BBQ BEER GARDEN

© Universal Studios.

池袋パルコ本館屋上に、夏季限定で、ハワイアン・ビアガーデン「ALOHA BBQ BEER GARDEN」が
オープンしました。南国リゾートをイメージしたインテリアや植栽が空間を演出。開放的でゆったりとした
雰囲気の中、都心で手ぶらでBBQが楽しめます。牛・豚・鶏3種のお肉に新鮮野菜をご用意。さらに、
フード バーでは、フラ イ ドポテト、 枝豆、シェイ ブアイ ス（ ハワイ の かき氷）が食べ 放題。ド リン クは、
ハワイアン・ビールやトロピカル・カクテルと共にお楽しみ頂けます。 また、特設ステージでは
フラダンスショーやライブも開催予定です。
★ハワイアンBBQセット 2,580円
テリヤキチキン、チリ・ガーリックポーク、スモーキーBBQビーフやあら挽き
ソーセージ、野菜など、ビールと相性抜群のBBQが楽しめます。
・ハワイアンBBQ セット ・ロミロミサーモンなどハワイアンおつまみ3品
・食べ放題のフードバー（枝豆・フライドポテト・シェイブアイス）

★2時間飲み放題コース 1,900円／1,400円
その他、お食事、スイーツ、おつまみ、ドリンクとアラカルトも充実。
※表示価格は全て税込です。

【店舗概要】
店名：ALOHA BBQ BEER GARDEN / アロハ BBQ ビアガーデン
会期：4月20日（木）～9月30日（土）
ＴＥＬ：（お問い合わせ）03-5957-0035 ／（ご予約専用） 050-3188-7505
営業時間 ：平日16：00～23：00／土日祝12：00～23：00 ※7月22日（土）以降は15：00～
定休日 ：無休 ※天候により営業中止になる場合があります。
席数 ：290席
URL： http://aloha-ikebukuro-parco.beergardens.jp/
予約専用URL ：https://www.tablecheck.com/ja/shops/kumamotobg/reserve

★本件に関するお問い合せ★
株式会社パルコ 池袋店営業課
荒明（ara-hiro@parco.jp)・藤井(fuji-hiro@parco.jp)
TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東ビル6F
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