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大分パルコ

大分パルコ閉店セール開催のお知らせ

大分パルコは1977年4月29日の開店以来、33年間に亘って地元の皆様に支えられて営業を続けてまいり

 

ました。これまでのご愛顧に対する感謝の意を込めて、下記要領にて閉店セール及び 終謝恩企画を開催

 

する事が決定しましたので、ご案内いたします。

◆大分パルコ閉店セール及び 終謝恩企画概要◆

・タイトル

 

～33年間のご愛顧に感謝を込めて～

大分パルコ閉店“ありがとう”フェス

・開催期間

 

2010年11月3日（水・祝）～2011年1月31日（月）

第1弾

 

閉店セール

 

11月3日（水・祝）～11月18日(木）
大分パルコ各ショップから「ありがとう」の気持ちを込めて、この秋の人気アイテムを 大70％ＯＦＦで
ご提供します！さらに、立上りの5日間限定で掘り出し物満載の「日替わり目玉企画」・「日替わりアイテム
企画」を実施いたします！！

第2弾

 

冬フェス

 

11月19日（金）～11月28日（日）
11月恒例の「顧客招待セール」が、セール＆イベント満載の「冬フェス」としてパワーアップ！！
さらに初日19日（金）はPREMIUM DAYとしてパルコ全館をパーティー会場とした
「NIGHT PARTY」を開催予定です。

 

※11/19（金）営業時間：12：00～22：00
※顧客招待セールは、今や全国のパルコで行われておりますが、実はこの企画・1987年大分パルコから

始まった企画だったのです！！

第3弾

 

XMAS SALE

 

12月3日（金）～12月26日（日）
冬物アイテムのセールに加え、お買上のお客様に各ショップからのメモリアルギフトをご用意して
大分パルコ 後のクリスマスを盛り上げます！

第4弾

 

初売り・グランバザール

 

1月上旬～
大分パルコ 後となる「初売り」・「グランバザール」がついにスタート！伝説の朝7時ＯＰＥＮが復活
します！！

第5弾

 

ファイナルセール

 

1月中旬～
大90％ＯＦＦの全館総売り尽くしセールを開催いたします。 後の一週間では「日替わり均一企画」など

の目玉企画を開催し、大分パルコのフィナーレを盛り上げてまいります。

※第2弾～第5弾の企画内容については、今後も大分パルコスタッフが一丸となって、知恵を絞り汗を
流して面白い内容にしてまいります。今後の情報にどうぞご期待ください！



◆地元大分連動企画◆
33年間大分パルコを支えてくださった地元大分のみなさまと一緒に、 後に大きな2つのイベントを開催いた

 

します。

①『みんなのPARCO～10,000人でつくるモザイクアート～』
これまで大分パルコを支えてくださった「みんなの笑顔」で巨大モザイクアート
を作製する、WEBを利用した顧客参加型のプロジェクトです。すでに多くの
ご投稿をいただいており、12月に完成披露イベントを予定しています。

②『ありがとうPARCO』
地元大分のクリエーターがパルコに対する想いをポスターとしてデザインし、
そのポスターを街中・館内に掲出いたします。（12月中旬予定）

◆大分パルコ 閉店 “ありがとうフェス”第1弾 概要◆
「ありがとうフェス」第1弾（2010年11月3日（水・祝）～11月18日（木））として、大分パルコ全館にて下記企画で

お客様をお迎えいたします。

●クリアランスセール
大分パルコ各ショップからこの秋の人気アイテムを 大70％OFFでご提供いたします！！
さらに11月3日（水・祝）～11月7日（日）の5日間は掘り出し物満載の「日替わり目玉企画」＆「日替わりアイテ

 

ム企画」も開催！！限定数なのでお見逃しなく。

●日比野克彦デザイン「オリジナルトートバッグ」プレゼント！！（先着330名様）
・日時

 

11月3日（水・祝）10：00～

 

・プレゼント引換場所

 

1F 特設会場

パルコと縁の深い”日比野克彦”デザインのロゴ付、「オリジナルトートバッグ」です。

【スペシャル特典】
「ありがとうフェス」期間中、オリジナルトートバッグをご持参のうえ、パルコでの当日の
お買物が税込20,000円以上（合算可）の方に、1F・スターバックスコーヒーの「本日の
コーヒー」（Sサイズ）1杯プレゼント！

日比野克彦プロフィール
1958年岐阜市生まれ。東京芸術大学大学院修了。大学在学中に
「第3回日本グラフィック展大賞（パルコ主催）」を受賞し、ダンボール作品で
注目を浴びる。現在国内外で個展・グループ展を多数開催する他、パブリック
アート・舞台芸術など、多岐にわたる分野で活動中。

●ヱヴァクリ＠PARCO
・開催期間

 

11月3日（水・祝）～11月28日（日）

 

・会場

 

2F 特設会場

あの「ヱヴァンゲリヲン」と「フリクリ」のコラボイベントがついに大分パルコに
登場！！

 

※詳細は別紙資料をご覧ください。



◆期間限定ショップが続々OPEN！◆
「閉店ありがとうフェス」をさらに盛り上げる期間限定ショップが続々登場いたします！！

●「エムグレイス」
・期間

 

11月3日（水・祝）～11月7日(日）
・会場

 

4F 特設会場

横須賀のバッグ・アクセサリー専門店が大分パルコにオープン！
素敵な商品をスペシャルプライスで豊富にラインナップ！！

●「伊万里真珠」
・期間

 

11月3日（水・祝）～11月8日（月）

 

※ 終日は午後5時閉場
・会場

 

4F 特設会場
商品の企画、開発、加工を自社でこなし、90年の歴史を誇る真珠専門店が期間限定で
OPEN！！

●「スポット」
・期間

 

11月3日（水・祝）～
・会場

 

5F特設会場
グランデマガジーノスポットがプロデュースする「SPOT」では、世界中からセレクト
した全てのアイテムが70～30％OFFで発売。インポート物を中心に、この秋冬

新モデルのサンプル品などを激安特価で大放出いたします！！

●完全ハンドメイドのチーズケーキショップ「mama’s oven」
・期間

 

11月3日（水・祝）～11月7日（日）
・会場

 

1F 特設会場

ホームメイドのチーズケーキは「レアか！？」と間違うほどなめらか
で濃厚！今までにない極上チーズケーキを召し上がれ！

●移動式焼きたてバームクーヘン「グラフミューラー」
・期間

 

11月3日（水・祝）～11月7日（日）
・会場

 

1F イベントスペース

その場で焼いてすぐにお客様にお渡しすることで、他では味わえない
バームクーヘンの世界をお楽しみいただけます！！

●「ライオンハート/ローリーロドキン/アルページュ」
・期間

 

11月19日(金）～12/26（日）
・会場

 

1F 特設会場
クリスマスにぴったりなジュエリーショップが期間限定OPEN！「ゴールド×ダイヤモンド
2,940円～」で大反響のライオンハートゴールドをはじめ、大分初登場のブランドがココに

集結！！

●「サン宝石」
・期間

 

11月19日（金）～11月21日（日）
・会場

 

6F 特設会場
昨年大好評を博した、アクセサリー通販でも大人気の「サン宝石」が1年ぶりに

大分パルコに登場！！食べたくなっちゃうようなスイーツデコや、大分パルコで
しか買えないかわいいアイテムが目白押し！！

●「ロマンドロール」
・期間

 

11月19日（金）～
・会場

 

1F イベントスペース
できたての美味しい”フランスロール”で大人気の「ロマンドロール」が期間限定で大分パルコにOPEN！！



◆宣伝関連◆

●企画タイトル「閉店ありがとうフェス」について
今回、通常の「閉店セール」というタイトルをあえて使わずに「閉店ありがとうフェス」というタイトルでセール
を展開してまいります。このタイトルには

・33年間の「ありがとう」をこめて、セールだけではなく、イベント＆プレゼント満載の大分パルコ 大の
お祭り＝フェスとして 後の３ヶ月間を盛大に盛り上げたい

という想いが込められています。

●「THANKSロゴ」について
閉店謝恩プロモーションの象徴として随所に登場しているこちらの「THANKSロゴ」。
「THANKSロゴ」には、大分パルコスタッフの想いが込められています。

・「33」→大分パルコが33年間、営業できましたことへの感謝の意味を込めました。

・「EVERYONEPIECE」（エブリワンピース※造語）
→「大分パルコは皆様のお蔭でここまでくることが出来ました。皆様が

大分パルコを創り上げてきてくださった”ONEPIECE”だと思って感謝

しています」の意味を込めました。

・「ジグゾーパズルの意匠」
→“

 

EVERYONEPIECE”がひとつのカタチになったことを表しています。

・「丸いカタチ」
→皆様と大分パルコとの”輪”を表しています。

●「ありがとうフェス」TVCFについて
福岡パルコのオープニングプロモーションや、パルコ秋キャンペーンのTVCFを
手がけたクリエイティブディレクター・BBDO J  WESTの上野達生氏に第1弾および
第5弾のCF制作を特別に依頼。高崎山自然動物園の全面協力のもと、前代未聞！？
のTVCFが完成しましたので乞うご期待ください！！
※第1弾CFOA 10/31（日）～

各企画の詳細は随時大分パルコHPに掲載させていただきます。→www.parco-oita.com/

※報道機関のみなさまへ

「大分パルコ

 

閉店ありがとうフェス

 

第1弾」の取材をご希望の場合は、下記窓口にご連絡いただきますよう

お願い申し上げます。
尚、ビジュアル素材につきましては、この資料に掲載しているもの以外にも各種取り揃えております
（CD-ROMでもお渡しできます）。どうぞ何なりとお問合せください。

○取材お申し込み・お問合せ窓口
大分パルコ

 

広報担当：常行・佐藤

 

電話：097-536-2950／FAX：097-538-7004



渋谷ＰＡＲＣＯで2010年8月26日（木）～9月29日（水）まで開催され、
大好評だった「ヱヴァクリ展＠ＰＡＲＣＯ」がついに大分ＰＡＲＣＯ2Ｆ・特設会場に期間限定で初登場！！

今までにないクオリティとテレビシリーズとはまったく違った展開で、
多くの観客動員を記録した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』。
2010年5月末に発売されたブルーレイとDVDのトータル出荷枚数が 100万枚を超えて、

今まさにその勢いは拡大を続けています。
「破」の監督でもある鶴巻和哉の代表作「フリクリ」のブルーレイが発売され、
また「破」のすべてを網羅した「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破全記録全集」も発売！

本イベントではこちらの発売を記念して、EVANGELIONとフリクリをフュージョンし、

複製原画・設定画などの資料の展示を行います。
また、等身大のフリクリに登場するロボット「カンチ」やヱヴァンゲリヲンの大人気キャラクター綾波レイも展示します！

また、「RADIO EVA」のファッションアイテム等を中心に、 EVAのオフィシャルショップ「EVANGELION STORE」と協力し、
現在発売されているEVANGELIONおよびフリクリの商品を販売致します。

さらにファッション性の高いパルコ限定アイテムも多数登場します！

◆ヱヴァクリ展＠大分ＰＡＲＣＯ

期間：11/3（水祝）～

 

10:00～20:00（金・土は20：30まで）
場所：大分ＰＡＲＣＯ

 

2Ｆ・特設会場

 

入場無料
HP：http://www.parco-oita.com/
公式通販サイト：http://www.parco-city.com/parco-museum
内容：
等身大カンチと綾波レイの展示
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破全記録全集」販売と資料展示
「フリクリ」ブルーレイ発売と美麗プロモーション映像上映
「貞本義行画集通常版」の複製原画展示と販売
RADIO 
EVA新作アパレルの展示と販売
EVANGELIONとフリクリのコラボアイテムの販売

会場限定ガチャガチャの発売

主催： PARCO グラウンドワークス：

 

PLUGinc
イベント企画・協力：カラー

 

キングレコード

 

ガイナックス
販売協力：

 

RADIO EVA EVANGELION STORE 

2010年10月29日
大分パルコ

報道資料

ヱヴァンゲリヲン×フリクリのコラボイベント
『ヱヴァクリ展＠PARCO』が期間限定で大分PARCOに登場！

(c)khara (c)1999 GAINAX/KGI

＜等身大カンチ展示イメージ＞



販売商品例
初登場商品！

(c)khara (c)1999 GAINAX/KGI

[本件に関するお問い合わせ]

株式会社パルコ

 

大分店

小島
TEL 096-536-2950
FAX 096-538-7004
〒870-8518 大分県大分市府内町1-1-1 大分パルコ3F総合事務所
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