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2015 年 2 月 17 日

名古屋パルコの新規ビル
「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ(ミディ)」
３月２７日（金）開業決定！
株式会社パルコ 名古屋店は、名古屋パルコの西館・東館に隣接した区画にて開業準備を進めておりました、
新しいビルの「開業日」及び「ビル名称」、「出店する全4店舗」が決定いたしましたので、お知らせいたします。

ビル名称
名古屋ＰＡＲＣＯ mｉｄｉ（ミディ）
開業日時
2015 年 3 月 27 日（金） 12 時
＜名古屋 PARCO midi イメージパース＞

【ビルネーミングの由来】
名古屋パルコの既存 3 館（西館・東館・南館）の中心に位置する立地、かつ、既存 3 館と比較しコンパクトな
３層ビルであることから、英語で中心を意味する「ｍｉｄｄｌｅ（ミドル）」＋小さい・コンパクトを意味する「ｍｉｎｉ（ミニ）」を
掛け合わせた造語としてネーミングいたしました。

■ビルコンセプト

「エリアの賑わいとストリート（街歩き）の活性化に向け、新たなコミュニティゾーン（集う場）を創出する
コンパクト型新業態ビルディング」
＊エリアを縦に縦断する大津通と久屋大通の間に通じる路地に面する中で、街歩きの楽しさ＋ワクワク感を新たに創
出。高感度なファッションに加え、話題性の高い飲食店舗の集積により、人々の賑わいと光溢れる空間を演出して
まいります。また、日中だけでなく夕方から夜にかけても周辺の照明と溶け込むライティング計画により、仕事帰りの
大人の男女が立ち寄れるビルとして夜の栄エリアの活性化に貢献してまいります。

■テナント構成 ４店舗（名古屋初３店舗・新業態 1 店舗）
・「高感度・大型セレクトファッション業態」を 2 層のメゾネット型で導入
⇒①「オープニングセレモニー」・・・ＮＹ発の高感度セレクトショップ（名古屋地区初登場）

・パンケーキブームの火付け役のハワイアン料理専門店を２層のメゾネット型で導入
⇒②「エッグスンシングス」・・・ハワイで誕生した ALL Day Breakfast をコンセプトにしたカジュアルレストラン（名古屋地区初登場）

・最上階の 3 階に「コンセプト型ファンタジーレストラン」と「牡蠣専門店の新業態レストラン」を導入
⇒③「銀幕の国のアリス」・・・ルイス・キャロル原作「不思議の国のアリス」をコンセプトにしたレストラン（名古屋地区初登場）
⇒④「オイスターオーシャンエリア」・・・名古屋エリアで店舗を展開する牡蠣専門店の新業態レストラン（新業態）

■ビル運営について
昨年 10 月に開業した「名古屋ゼロゲート」が、都市型中低層階商業施設の開発運営事業「ゼロゲート」事業として
独立型のビル運営をするのに対し、「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」は名古屋パルコ既存館との一体化運営＋共通サービス
（駐車場買上げサービス＋パルコカード優待）の提供を行い、既存 3 館との回遊性・買い回りの向上を強化してまいり
ます。
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■名古屋 PARCO ｍｉｄｉ（ミディ） の概要

名
所
構
開

店

日

称
地
造
時

営

業

時

間

在

フロア

名古屋 PARCO midi
名古屋市中区栄 3-29-11
地上 3 階
2015 年 3 月 27 日（金） 12：00
■1・2 階 「オープニングセレモニー」（メンズ・レディス・雑貨）10：00～21：00
■1・2 階 「エッグスンシングス」（カフェ・レストラン） 9：00～22：30
■3 階
「銀幕の国のアリス」（ファンタジーレストラン） 11：00～23：30
■3 階
「オイスターオーシャンエリア」（レストラン） 11:00～23：30
店舗ロゴ

1・2 階
※メゾネット

1・2 階
※メゾネット

3階

3階

参考資料： ＜所在地図＞

店名＆地区出店

アイテム名

オープニングセレモニー
（名古屋地区初登場）

レディス、メンズ、

エッグスンシングス
（名古屋地区初登場）

雑貨

カフェ・レストラン

ショップ概要

ＮＹ発の高感度セレクトショップ

ハワイで誕生した“Aｌｌ Day Breakfast”を
コンセプトにしたカジュアルレストラン

銀幕の国のアリス
（名古屋地区初登場）

ファンタジー

ルイス・キャロル原作「不思議の国のアリス」

レストラン

をコンセプトにしたレストラン

オイスター
オーシャンエリア
（新業態）

レストラン

名古屋エリアで店舗展開する
「牡蠣（カキ）」専門店の新業態レストラン

＜名古屋 PARCO midi イメージパース＞
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◆◆◆SHOP TOPICS◆◆◆

名古屋初
＜オープニングセレモニー
■「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」1・2 階※メゾネット
オープニングセレモニー[レディス・メンズ・雑貨]（全国 6 店舗目）

イメージパース＞

2002 年に、アメリカのオープニングセレモニー社がマンハッタンにオープンし、瞬く間にアメリカの人気ショップ
としての地位を確立した、高感度セレクトショップ。“新しいショッピング体験”をコンセプトに、シーズン毎にテーマ
となる国を 1 カ国決め、「その国を代表するデザイナー」「新人デザイナー」「歴史あるブランド」「その国独自の選び
抜かれた製品」の 4 つの切り口で商品展開し、一つのショップで様々なショッピングを楽しめる空間を創っています。
展 開 ブランドは OPENING CEREMONY をはじめ毎 シーズン様々な国 から買 い付 けた新 進気 鋭 ブランドや
KENZO,ALEXANDER WANG,CARVEN,RODARTE,G.V.G.V.,TOGA をはじめとする人 気 ブランドなど、
OPENING CEREMONY ならではのアーティスティックかつユニークな感性によってセレクトされたウィメンズ・メンズ・
アクセサリー・ライフスタイルグッズが揃います。
また今回、VINTAGE アイテムを OPENING CEREMONY の感性で再構築して新たな価値を生み出す全て一点
物の、スペシャルコレクションも登場します。

名古屋初
■「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」1・2 階※メゾネット
エッグスンシングス[カフェ・レストラン]
（全国１０店舗目）
1974 年にハワイで誕生し、地元の人々をはじめ、
ハワイを訪れる世界中の旅行客にも人気のあるカジュ
アルレストラン。“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝
に限らず、昼でも夜でも美味しくてボリューム感のある
ブレックファーストメニューを展開。日本の店舗では、
料理は朝食アラカルトを中心としたボリューム感のある
グランドメニューのほか、17 時以降のディナータイム
にはハワイを感じられるロコフードやボリュームのある
アメリカンな料理などもご用意。
アルコールもオリジナルカクテルからフルーティーな
トロピカルワインまで各種取り揃え、朝食からディナー
まで幅広いシーンでご利用頂けます。

＜エッグスンシングス
イメージパース＞

＜提供メニューイメージ＞
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名古屋初
■「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」3 階
銀幕の国のアリス[ファンタジーレストラン]
（全国 7 店舗目）
ルイ ス・ キ ャロル原作「不思議の国のアリ ス」 を
コンセプトにしたファンタジーレストラン。
可愛らしい「白うさぎ」や「チェシャ猫」、「いもむし
おじさん」、「トランプ兵」、「ダム＆ディー」など、物語
に登場する個性的なキャラクターをモチーフにした
ユニークな料理やオリジナルカクテルをご用意。
記念日やお誕生日はもちろん「何でもない日」も、
アリスがおしゃべり花に習った唄とトランプ兵お手製
のアニバーサリープレートで、特 別 な時 間 を
プレゼント致します。

＜銀幕の国のアリス

イメージパース＞

＜提供メニューイメージ＞

新業態
■「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」3 階
オイスターオーシャンエリア[レストラン]
日本で歴史の長い牡蠣（オイスター）を「美味しく食べ
て頂きたい」「多くの栄養成分を含んでいる牡蠣を食べて
頂き、お客様の健康つくりにお役立ちしたい。」という思い
から、日常的に気軽に愉しんで頂く為に新しい牡蠣の
色々な食べ方を提案。
今回のオイスターオーシャンエリアはこれまでのオイス
ターバーと一線を画すレストランとして体に優しく、健康に
なるものを提供していきます。

＜オイスターオーシャンエリア イメージパース＞

＜提供メニューイメージ＞

≪本件に関するお問い合わせ≫
株式会社パルコ 名古屋店 営業課 担当：柳井 (ヤナイ)
MAIL：yana-nozo@parco.jp TEL：052-264-8101/FAX:052-249-1281
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新館「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」開業と合わせ

東館１Ｆグランドフロア再編＆エントランス刷新
を中心とした【全３５店舗】をリニューアル！
名古屋パルコは昨年度、開業25周年（西館・東館開業日：1989年6月29日）を迎えた中、「既存3館のMD再編」を推進。
2014年秋には、全館の25%（1/4）となる88店舗の大規模リニューアル、及び開業以来初となる矢場町駅直結の東館Ｂ１Ｆ
の全面刷新を行いました。また、「名古屋ゼロゲート」の開業や、パルコ周辺の歩道改修を行い、街を歩く楽しみが強み
である「栄エリア」の更なる魅力向上を図り、既存３館と合わせ【五感を刺激する「ライブエンタテインメント型ファッション
ビル」】の具現化をテーマにした「名古屋パルコ リ プロデュース計画」を推進しております。

＜春リニューアル概要＞
●「男女で楽しめる消費提案」、「大人化・上質化」をテーマに、名古屋エリア初16店舗・新業態7店舗を含めた
35店舗／約3,400㎡をリニューアル
■面開発によるエリア戦略の推進：
昨年秋開業した「名古屋ゼロゲート」により、矢場公園方面
からの横導線の回遊性を強化して参りましたが、今春には
西館･東館に隣接する区画に「PARCO ｍｉｄｉ」を新規開業し、
縦導線の回遊性強化、そして本物件を既存３館とのクロス
ポイントとすることにより、人々が行き交う新たなストリート、
コミュニティゾーンを創出し、パルコ周辺エリアの更なる
活性化を図ります。

■「東館」リニューアルテーマ：
【男女で一緒に楽しめるユニセックス服飾雑貨ゾーンが新たに東館１Fに誕生！】
新規開業する「PARCO ｍｉｄｉ」の対面に位置する東館のグランドフロアである１Ｆを、「開業来初となるエントランスの刷新」
と合わせ第１弾リニューアル（第2弾は秋予定）。パンケーキブームの火付け役であるカフェ・レストラン「EGGS’N THINGS」
等、話題の飲食店舗が入る新規開業ビル「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」の賑わいと合わせ、東館１Ｆを客層をセグメントしない、男女共
に気軽に楽しめるユニセックス服飾雑貨フロアへとリニューアルいたします。国内2号店目で、経験豊かなバッグデザイナー
達によるバッグや中身の雑貨まで取り揃える新しいショップ「UNBY GENERALGOODS STORE」や、アメリカ西海岸のス
タイルを取り入れたアクセサリーブランド「South by Southwest」が名古屋初登場。また、人気ブランド“PORTER”を拡充する
バッグセレクトショップ「ILS」や、世界中からこだわりぬいたシューズをセレクトしたショップ「OOTW」がリニューアルいたしま
す。また、幅広いレディス・メンズのウォッチをセレクトした「ＴｉｃＴＡＣ」が東館1Ｆでリニューアルするのに加え、東館７Fでは、
高級時計セレクトショップ「A.M.I」が人気ブランドの「ブライトリング」「タグ・ホイヤー」を大幅拡充してリニューアル。
また、中部エリア唯一の「ABC-MART Premier Stage」も売場を拡大し、豊富なスニーカーに加え、人気の“VANS”のシュズとアパレルの展開をスタートいたします。
■「西館／南館」リニューアルテーマ：
【大人化・上質化をテーマに、今春デビューのレディスブランドや、セレクトショップが登場！】
“若い感性を持つアクティブな大人の女性”をターゲットとする西館２Fには、話題の今春デビューブランドが登場。
「Rirandture」「Apuweiser-riche」など若い女性に人気のファッションブランドを展開する(株)アルページュの新ブランド
「Mystrada」、ワーキングウーマンに向けた上質なリアルクローズを提案する「TONAL」が名古屋エリア初登場。
また、上質なメンズ・レディスセレクトショップとして、「PARCO midi」にOPENする、NY発の高感度セレクトショップ
「OPENING CEREMONY」の他、南館では３Fにメンズ・レディスセレクトショップの「B’２nd」が移動拡大リニューアル。
さら、４Fにはアメリカテキサス州生まれのブランド「Ｄｉｃｋｉｅｓ」がNEW OPENいたします。
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栄エリア活性化に向けた環境整備
さらに、栄エリアの活性化に向けた「共用環境の改善」についても継続実施。ショッピングだけでなく街に溶け込む
心地よい環境を整備し、面の広がりを歩きながら楽しめる栄エリアの魅力向上に繋げてまいります。
特に、この 2015 年春は「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」開業に合わせ、東館
外周・西館と東館のストリート周辺を中心とした環境整備工事を実
施いたします。
■ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ外周環境美化
西館－東館に位置する「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」に面するストリートの緑
化、環境美化を図り、リニューアルや「ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ」開業に訪
れたお客様がショッピングだけでなく、心地よい空間を楽しんでい
ただけるような環境改善を図ってまいります。

＜西館-東館ストリートイメージ＞

■東館エントランスの刷新
さらに、東館についてはグランドフロアである久屋大通側に面する 1Ｆの入口及び、地下入口を 26 年ぶり大きく刷新。
近年イベント開催増に伴い、動員数も増加している久屋大通公園からの動員の取り込み強化を図るとともに、栄エリアの
更なる活性化につなげてまいります。

＜東館 1Ｆ入口エントランスイメージ＞

＜東館地下 1Ｆ入口エントランスイメージ＞

「 街 歩 きの 楽 しさ が 魅力の 栄 エ リア 」 の更 な る活性 化 を 図る た めに 、 名古屋 パ ル コは パ ルコ の 最 大
旗艦店舗である多機能複合型ファッションビルとして、「五感を刺激するライブ・エンタテインメント型
ファッションビル」へと進化させていきます。
さらに、宣伝プロモーションにおいても、全国初開催となるガンプラ生誕35周年記念イベント｢ガンプラ
EXPO JAPAN TOUR 2015 in NAGOYA｣(2月27日（金）～3月16日（月）)を皮切りに、全館企画｢春のパルコレ｣
(3月13日(金)～22日(日))の開催や、｢ＰＡＲＣＯ ｍｉｄｉ｣開業と連動した春休みキャンペーンなど、栄エリア
への集客拡大を強化してまいります。

名古屋パルコ概要
所在地：〒460-0008 名古屋市中区栄 3-29-1
名古屋パルコ店長：執行役店長 山木 知行
開店日：
（西館・東館）1989 年 6 月 29 日 / （南館）1998 年 11 月 6 日
営業時間：10：00～21：00 ※西館 7 階・8 階レストラン 11：00～22：30
休館日：年 2 回・不定休
代表電話：052-264-8111
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◆◆◆SHOP TOPICS◆◆◆
新業態
■マイストラーダ[レディス]
（3/13（金） 西館 2Ｆ ＮＥＷ ＯＰＥＮ）

「Rirandture」「Apuweiser-riche」など若い女性に人気のファッション
ブランドを展開する(株)アルページュの新ブランド。
自分らしい道を進んでいく女性をコンセプトに、繊細で柔軟な軸のある
女性へのワードローブを提案。
＜Mystrada＞

新業態・名古屋初
■トーナル[レディス]
（3/7（土） 西館 2Ｆ ＮＥＷ ＯＰＥＮ）

コンセプトは「STANDARD WARDROBE」。色を纏う都会派ワーキング
ウーマンに向けた上質なリアルクローズを提案。
＜TONAL＞

名古屋初
■サウスバイサウスウェスト[アクセサリー]
（3/13（金） 東館 1Ｆ ＮＥＷ ＯＰＥＮ）

空と海と自然が織りなす、アメリカ西海岸のスタイルを取り入れた
「Feel West Closet」をテーマにしたファッションアクセサリーブランド。
＜South by Southwest＞

名古屋初
■アンバイ ジェネラルグッズストア[バッグ]
（４月中旬 東館 1Ｆ NEW ＯＰＥＮ）

経験豊かなバッグデザイナー達による機能性とデザインのバッグブラン
ドAS2OVやパリ初のハイエンドアクセサリーブランドCote&Cielを中心に、
バッグや中身の雑貨まで取り揃える新しいタイプのジェネラルグッズスト
アです。

＜UNBY GENERAL GOODS STORE＞

新業態
■アウトオブディスワールド [靴]
※シュージャックより店名変更
（3/21（土） 東館 1Ｆ REＮＥＷAL ＯＰＥＮ）
従来のショップを拡大リニューアルし、トレンドのスニーカーから、
今まで取扱いのないブランドまでラインナップ。
世界中からこだわりぬいたシューズをセレクトしたショップ

＜OUT OF THIS WORLD＞
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■エイ・エム・アイ[ブランド時計]
（3/27（金）東館 7Ｆ 拡大 REＮＥＷAL ＯＰＥＮ）
人気ブランドの「ブライトリング」・「タグ・ホイヤー」などのラインナップを」
大幅拡充してリニューアル。高級感溢れる中にも、何処か居心地の良さと
懐かしさを感じさせる店内でゆったりとお客様一人一人に合った腕時計を
提案いたします。
＜A.M.I＞

■ビーセカンド [メンズ・レディス]
※今春よりレディス MD が新規展開
（3/7（土） 南館 3Ｆ 拡大 RENEWAL ＯＰＥＮ）

コンセプトは時代の流れを個性的にクリエイトするセ
レクトショップ国内外問わず、つねに旬の上質なモー
ド系ブランドを一堂に揃え、メンズ、レディスに向けた
最先端な感覚を取り入れたコーディネイトを、提案し
続けています。
＜B’2nd＞

国内初
■ジェイエストランクアンドコー[バッグ]
（3/21(土) 南館 3Ｆ ＮＥＷ ＯＰＥＮ）

旅行バッグの老舗、サムソナイト社がセレクトする国内初のバッグ
ショップ。サムソナイトのバッグからグレゴリー,Ｙ-3 などのセレクト
バッグを展開。

＜JS TRUNK＆CO＞

名古屋初
■ディッキーズ[メンズ・レディス]
（2/28（土） 南館 4Ｆ ＮＥＷ ＯＰＥＮ）

アメリカテキサス州で誕生し、世界約 110 ヶ国で展開されている
ブランドが登場。メンズ、レディスをはじめバッグやキャップなど
幅広い品ぞろえが◎。

＜Dickies＞
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《 2015 年春リニューアル概要
35 店舗／約 3,400 ㎡

※PARCO midi 含む

》

新業態 7 店舗・名古屋初出店 16 店舗

（レディス 7 店舗、メンズ 8 店舗、レディス・メンズ 3 店舗、キッズ 1 店舗
身の回り・雑貨 10 店舗、カフェ・レストラン 3 店舗、その他 3 店舗）

参考資料
■既存館改装ショップリスト
※ＯＰＥＮ日・店名などは変更になる可能性がございます。一部、下記リストに掲載されていないショップがございます。
フロア
西館2Ｆ

西館3F

店名

法人名

NEW＆
新業態 エリア初
RENEWAL

マイストラーダ

㈱アルページュ

ＮＥＷ

○

トーナル

㈱エムファースト

ＮＥＷ

○

リリディア

㈱バロックジャパンリミテッド

ＮＥＷ

サミールナスリ

㈱レガリス

ＮＥＷ

ザヴァージニア

ヒロタ㈱

アンレリッシュ
リトルニューヨーク

OPEN日

アイテム

ブランドコメント

レディス

3月 13日 （金） 繊細で柔軟な軸のある女性へのワードローブを提案

○

レディス

3月

7日 （土） ワーキングウーマンに向けた上質なリアルクローズを提案

○

レディス

3月

7日 （土） 女性の魅力を最大限に美しく魅せる事を追求し続けるブランド

バッグ

3月

7日 （土） 自分のスタイリングを確立する為に努力している女の子のブランド

ＲＥＮＥＷＡＬ

レディス

2月 21日 （土） 女性の毎日をよりドラマティックに演出するリアルクローズを提案

㈱玉屋

ＮＥＷ

レディス

2月 28日 （土） 女性がわくわく・自分らしく楽しめる服や雑貨を展開

サムス㈱

ＮＥＷ

レディス

3月

7日 （土） 「一歩入ればそこはニューヨーク」をコンセプトにしたファッションを提案

レディス

3月

7日 （土） レトロガーリーなトレンドを取り入れたファッションを提案

3月

7日 （土） 普遍的なスタイルに上品さと遊び心を加えたファッションを展開

西館4F

シークレットハニーbyハニーバンチ ㈱エスト

ＮＥＷ

西館5F

バーナー

㈱バーナー

ＮＥＷ

○

メンズ

西館6F

ルルディー

ピアレス㈱

ＮＥＷ

○

キッズ・ジュニア 3月 21日 （土） 女のコの魅力をそっと後押しするような洋服を展開

マーダーライセンス

㈱せーの

ＲＥＮＥＷＡＬ

ＯＯＴＷ（シュージャック店名変更）

㈱Ａｎｙｔｈｉｎｇ Ｇｏｅｓ Ｏｎｅ ＲＥＮＥＷＡＬ

サウスbyサウスウェスト

㈱レモンツリー

ＮＥＷ

ＵＮＢＹ ＧＥＮＥＲＡＬＧＯＯＤＳ ＳＴＯＲＥ

ＵＮＢＹ㈱

ＮＥＷ

チックタック

㈱ヌーヴエイ

イル

㈱エル

東館2Ｆ

ＵＳボーダー

協和貿易㈱

東館7Ｆ

Ａ.Ｍ.Ｉ

㈱かど屋

ＡＢＣ-ＭＡＲＴプレミアステージ

㈱エービーシーマート ＲＥＮＥＷＡＬ

ＪＳトランク＆コー

サムソナイト・ジャパン㈱

Ｂ’２ｎｄ

㈱上野商会

南館4Ｆ

ディッキーズ

Williamson-Dickie Japan（合）

ＮＥＷ

南館8Ｆ

クロックス

クロックス・ジャパン（合）

ＮＥＷ

東館1Ｆ

南館3Ｆ

メンズ

2月 14日 （土） シンプルでスタイリッシュなファッションアイテムを取り扱うショップ

靴

3月 21日 （土） 世界中からこだわりぬいたシューズを更に幅広くラインナップ

○

アクセサリー

3月 13日 （金） アメリカ西海岸のスタイルを取り入れたアクセサリーブランド

○

バッグ

4月中旬

経験豊富なバッグデザイナー達による国内2号店目のショップ

ＲＥＮＥＷＡＬ

時計

4月中旬

時計を楽しむことをコンセプトに展開するウォッチセレクトショップ

ＲＥＮＥＷＡＬ

バッグ

4月中旬

人気ブランド「PORTER」を拡充OPENするバッグセレクトショップ

○

ＮＥＷ

○

ＲＥＮＥＷＡＬ

ＮＥＷ

○

○

メンズ

2月 28日 （土） 自由な世界観を感じさせてくれるオリジナルな服を展開

時計

3月 27日 （金） 人気ブランドのラインナップを大幅拡充してリニューアル

靴

3月 27日 （金） 拡大リニューアルで人気の“ＶＡＮＳ”のシューズ・ファッションも展開

バッグ

3月 21日 （土） 老舗、サムソナイト社による国内初のセレクトバッグショップ

メンズ・レディス 3月

ＲＥＮＥＷＡＬ

○

7日 （土） レディスが新たに加わる、東館1Fから移動リニューアル

メンズ・レディス 2月 28日 （土） 世界約110ヶ国で展開されているメンズ、レディスショップ

靴

2月 28日 （土） 多数の国で販売されている、軽い合成樹脂製の靴を展開

■PARCO midi オープンショップリスト
フロア

店名

ＰＡＲＣＯ midi オープニングセレモニー
1-2F

エッグスンシングス

ＰＡＲＣＯ midi 銀幕の国のアリス
3F

オイスター オーシャンエリア

法人名

NEW＆
新業態 エリア初
RENEWAL

アイテム

OPEN日

ブランドコメント

㈱オンワード樫山

ＮＥＷ

○

EGGS’Ｎ THINGS JAPAN㈱

ＮＥＷ

○

レストラン

3月 27日 （金） ハワイ生まれの“All Day Breakfast”をコンセプトにしたレストラン

㈱ダイヤモンドダイニング

ＮＥＷ

○

レストラン

3月 27日 （金） 「不思議の国のアリス」をコンセプトにしたレストラン

㈱ティー・ワイ・ユー

ＮＥＷ

レストラン

3月 27日 （金） 名古屋エリアで店舗展開する「牡蠣（カキ）」専門店

○

メンズ・レディス・雑貨

3月 27日 （金） ＮＹ発の高感度セレクトショップ

≪本件に関するお問い合わせ≫
株式会社パルコ 名古屋店 営業課 担当：柳井 (ヤナイ)
MAIL：yana-nozo@parco.jp TEL：052-264-8101/FAX:052-249-1281
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