パルコのサステナビリティ

https://www.parco.co.jp/sustainability/

パルコは 、生活者の方々に心躍るサステナブルなライフスタイルをご提供するという強い意志を持ち、次世代とともに、社会と共有できる新しい価値を創出します。サステナビリティを
当社企業活動全般に波及させ、サステナビリティと企業戦略を一体化させながら事業を推進し、すべてのステークホルダーと連携して共創し、事業のさらなる発展を図ります。
サステナビリティ方針のもと6 つのテーマで活動することにより、SDGs の達成にも貢献し、企業価値を高めるサステナブルな経営を目指しています。

文化的な価値創造
未来に向けた文化的な価値を生み出
し、それらを享受できる豊かで持続的
なライフスタイルを提案します

ステークホルダーとの共創

次世代とともに

クリエイターやテナント、お客さまなど、

クリエイティビティや活力にあふれる

さまざまなステークホルダーとのパー

人々とともに 、新しい時代に向けて

トナーシップを強化します

PARCO’s
Sustainability
Activities

インキュベーション／イノベーション
を推進します

脱炭素社会への貢献

D&I 、働きがい

パートナー企業をはじめとした周囲の

ダイバーシティ& インクルージョンの

企業と協力し、脱炭素社会の実現を

実現を目指し、さまざまな人材が活躍

目指します

できる場をつくります

地域の魅力向上
コミュニティへの積極的な参加や、
安心・安全な環境の維持を通じて、
街や地域の魅力向上に貢献します

PARCO CO., LTD.
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文化的な価値創造

次世代とともに

アートマーケットイベント
「 PARCO PRINT CENTER 」

新しい才能の発見と応援をするカルチャーの祭典「 P.O.N.D. 」

GALLERY X BY PARCO（渋谷 PARCO 地下 1 階）

PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷 PARCO 4 階）

新しい才能の発見と応援をすることによって新たな価値を創出する取り組みとして、アート、ファッション、

パルコはさまざまなジャンルのアーティストをキュレーションし、こだわりぬいた紙と高い印刷技術でアート
ポスター作品を製作・販売するアートマーケットイベント
「 PARCO PRINT CENTER -ART POSTER TRADE

音楽、フードなどあらゆるジャンルのフレッシュなクリエイターが参加するカルチャーの祭典 P.O.N.D.（ Parco

ライブ感にこだわったポスター・レイアウト・デザイン・用紙・プリンティングに至るまで、アートプリントの表現

。渋谷 PARCO 館内のアートスペースには、私たちがまだ触れたこと
は、
「 TRANSFER＝移ること、伝わること」

を、2022 年 2 月に渋谷 PARCO 地下 1 階のGALLERY X BY PARCOで開催。プリントの
2022- ”Surround ”」

を、2021 年 10 月に渋谷 PARCOで開催しました。2 年目となる今回のキーワード
Opens New Dimension ）

をモチーフにした展示作品
のない世界、新しい世界への境界線に連れて行ってくれるような、
「 TRANSFER 」

の可能性に挑戦しました。エディションナンバー入りアートポスターの販売のほか、音楽・トークイベント、また、
を開催しました。
同フロアの QUATTRO LABOでは、連動して「 ART BOOK MARCHÉ 」

やパフォーマンスがあふれました。

「 ART IS FREEDOM アートを愉しむ秋」

10 代とともに考える地球環境問題ワークショップ「農暮らす／ agri class 」

PARCO GALLERY W（池袋 PARCO 本館 1 階のショーウィンドウ）

第 1 回「野菜とダイバーシティ」授業の様子

池袋 PARCO は豊島区と連携し、お客さまにアートと触れ合い楽しんでいただくことをテーマに
「 ART IS

JAXAとパルコが連携・協力して取り組む活動として、10 代とともに考える地球環境問題ワークショップ

を2021 年 11 月に開催しました。池袋 PARCO 本館 1 階のショーウィンドウを展
FREEDOM アートを愉しむ秋」

を、渋谷 PARCO9 階の
「 GAKU ※ 」
で2021 年 10 月から2022 年 3 月にかけて開催しま
「農暮らす／ agri class 」

スしてその場で購入も可能。館内各所にアーティストの作品を展示し、週末にはライブペイントを開催しました。

代を対象に授業形式でおこないました。
「野菜とダイバーシティ」
「 食肉とCO2」
「 綿花と水」
「 地球とミライ」
を各

示ギャラリーとし、アートを見て楽しみながら、気に入った作品があれば PARCO ONLINE STORE にアクセ

した。さまざまなフィールドでの実体験を通して地球規模の環境問題と向き合うワークショップで、次代を担う10

また、AR 技術を使い外部空間にアート作品を展示し、スマートフォンアプリを通して空間に浮かび上がる仕掛

回のテーマに、4 回構成で実施しました。

けもつくりました。

※ パルコは、10 代の若者たちがファッション、アート、音楽、デザイン、建築、映像などを学ぶクリエイティブの場「 GAKU 」渋谷 PARCO にて、
次世代の活躍を支援しています。

PARCO CO., LTD.
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D&I 、働きがい

地域の魅力向上

ワーケーション制度導入とキャリア相談窓口設置

地方独特の文化やトレンドをアウトプット「ローカルチャーストア」

長期休暇が取りやすくなることや社員の心身のリフレッシュなどを目的に 、帰省や旅行などの
休暇中に滞在先で、テレワークを活用して一時的に業務をおこなう
「ワーケーション制度」
を2021 年7 月
に導入しました。
また、社員が気づきの機会を得て主体的にキャリア形成をおこなえるように支援することを目的に、
「キャリア相談窓口」
を9 月に設置しました。社員自身の今後のキャリア形成やキャリア選択に関する
こと、現在の仕事に関すること、ワークライフバランス、働き方に関することなどの相談を受けています。

ローカルチャーストア 2021

LGBT に関する規程などを整備

広島PARCOは、地方独特の文化やトレンドをアウトプットするイベント
「ローカルチャーストア」
を2019 年から開

パルコは 、LGBT に対する偏見のないダイバーシティ組織の実現に向けた取り組みを推進して

「 raw＝新鮮・未加工」
「 local＝地方」
「 culture
催しています。ローカルチャーとは、
「 low＝社会的に認知が少ない」

います。2021 年 4 月に、LGBT 相談窓口を設置したほか、同性パートナーを婚姻に相当する関係

＝文化」
の造語です。広島のみならず地方都市などで活躍する個性的なブランドをピックアップして、2021 年は

と認定する同性パートナーシップ制度や性同一性障害の社員の性別移行を支援する休暇制度を

6 月と11 月に開催しました。6 月にはコロナ禍の消費スタイルを踏まえて「 PARCO ONLINE STORE 」へも出店

整備しました 。

し、お客さまと店頭のスタッフをテレビ電話でつなぐオンライン接客を実施。11 月は広島クラブクアトロと連携し

「クラブローカルチャー」
を開催するなど、イベントを拡げる新しい取り組みに挑戦しています。
て飲食・DJイベント

産学連携による地域活性化事業「 Tre-Share（トレシェア）」

障がいのある方の農園型就労支援をスタート

IBUKI 川口ファーム

【耕作放棄地×高校生】香取の野菜を全国にお届け！プロジェクト

パルコは、障がいのある方の雇用創出と就労機会拡大のために、農園型就労支援を2021 年 6 月にスタート

Tre-shareは大学生とパルコの産学連携による地域活性化事業で、パルコのクラウドファンディングサービス

しました。株式会社スタートラインが運営する
「 IBUKI 川口ファーム」は、障がいのある方がハーブ栽培をおこ

を活用し、各地の中高生が発見した地元の魅力ある商品を全国へ紹介するクラウドファンディング
「 BOOSTER 」

菜の栽培や加工などをおこなっています。ファーム内は明るく清潔で、天候や気温にも左右されず、とても

（共有）
」
したいという想いです。地域と全国をつなぐ架け橋になり、心に響く宝物を発信します。2021 年 2 月に

なう屋内農園で、パルコのスタッフとして障がいのある方 7 名と就労サポートスタッフ2 名が、ハーブや葉物野

「 Treasure（宝物）」
を
「 Share
プロジェクトを数多く立ち上げています。Tre-Share の理念は、たくさんの人に

スタートして以来 2021 年度にローンチしたTre-Share 全 14プロジェクトが目標金額を達成し、地域への支援を

働きやすい環境です。長く、生き生きと、やりがいを持って働けるようしっかりとサポートしていきます。

実現しています。
PARCO CO., LTD.
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脱炭素社会への貢献

ステークホルダーとの共創

ショップ内装工事の仮囲いに再利用パネル導入をトライアル

広報・情報発信に関する連携・協力協定を締結
パルコと国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ JAXA ）第一宇宙技

術部門は、SDGs 活動などの広報・情報発信において連携・協力をおこな
う協定を締結しました。パルコは、生活者にサステナブルなライフスタイルを
提供するという強い意志を持ち、社会と共有できる新しい価値の創出を目
指しています。JAXA は、人工衛星による観測を通じて地球規模の気候変
動や温暖化を可視化することに取り組んでいます。地球環境問題という大きな課題を生活者視点で
ともに考え、課題解決に向けた具体的な行動が人々のライフスタイルとして定着するように、業種を
超えた新たな情報発信、普及啓発活動に取り組みます。

営業中のPARCO 館内でショップ内装工事の際に必要な仮囲いに、再利用できるパネルを導入するトライアルを、

2021 年 7 月に開始しました。これまでのパネルは改装工事が終了すると廃棄となり、サステナブルな観点から

再利用の可能性を検討していました。採用したリユース型仮囲いパネルは、これまでと比べ約 2 ～ 3 割のコス

アパレル事業モデルの構築をサポートするための業務提携を締結

（廃棄物）
を削減しました。将来的には全店への拡大を目
10 店舗の全 77 区画、約 4,500 ㎡分の仮囲いパネル

トとアパレル企業の事業モデルの構築をサポートするための業務提携を、

ト抑制が期待でき、出店テナントの費用負担の軽減も実現しました。2021 年夏～ 2022 年春改装ではPARCO

パルコは、ファッション業界での活躍を目指すプレイヤーのインキュベー

指しています。

ジーエフホールディングス株式会社の子会社であるgf.G 株式会社と締結し
ました。ジーエフホールディングスグループの持つ「ファッション物流」領域
のノウハウを活用し、
「小ロット・短サイクル生産」
「 共同配送」
「 海外での

PARCO 各店での地球環境に配慮する取り組み

EC 対応の商品撮影・採寸・原稿作成」を柱とした、サステナブルなアパレル事業モデルの構築をサポー
トするサービスプラットフォームを提供します。

アーティストインキュベーション事業の実証実験のための業務提携契約を締結
パルコは 、株式会社 HARTiと、NFT（ Non-Fungible Token ）技術を活
用したアーティストインキュベーション事業の実証実験を検討・開始するた
めの業務提携契約を2021 年 12 月に締結しました。パルコは、カルチャー

浦和 PARCO に設置したリサイクルボックス

のインキュベーションを通じて社会に新しい価値を創出することを目指して

「エシカル week 」
キャンペーンを2021 年 7 月に実施。オーガニックカフェやエシカル雑貨
札幌 PARCO は、

おり、HARTi は国内最大級の現代アーティストのプロダクション事業を通じ

を開催したほか、環境に配慮した素材で製作したオリジナル紙袋を配布
ショップを集めた「エシカル market 」

て新しい文化・芸術市場のエコシステム創造を目指しています。リアル空間とNFTを連動した新たな

「ファッションリユース＆リサイクル」
を10 月に実施。埼玉県と連携して、お客さまの
しました。浦和 PARCO は、

体験価値の創出やトークンを活用したコミュニティ構築、アーティストへの新たな価値還元など、アー

不要になった衣類を回収したほか、プラスチック資源循環に関する環境パネルを展示しました。調布 PARCO

トを活用した体験価値向上を目指します。

では、調布市と連携して、ご家庭に眠っている食べ物を持ち寄り地域の福祉団体やフードバンクなどに寄付する
活動「フードドライブ」
を2020 年度より開催しており、2021 年度は 6 月、10 月、2022 年 2 月に実施しました。
PARCO CO., LTD.
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