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広島パルコ 春 NEW & RENEWAL SHOP 

中四国最大級のカジュアルファッションゾーンを刷新 

本館 8F がフロア全面リニューアル 
広島パルコは、2016 年春、全館で 17 店舗約 1,150 ㎡を改装いたします。 

2010 年に新館 4F を全面改装して以来のフロア全面リニューアルとして、本館 8F を全面改装。各ショップ最

新の店舗内装にリニューアルし、フロア共用部も新たに LED 化します。本館 7・8F を合わせた、中四国最大級

のカジュアルファッションゾーンがパワーアップし、より楽しいお買物空間を目指します。また、オープンに合

わせて、SNS などでヤング～OL 客層に影響力のある「読者モデル」も来店イベントを実施し、話題性の創出を

図ります。 

その他、広島初登場となるニューヨーク発のバッグブランド「マンハッタンポーテージ」のオンリーショップ

を導入するなど、本館 6F のユニセックスフロアも強化。全館で、春のお買物がますます楽しくなるパルコを提

案します。 

本館 7・8F 中四国最大級のカジュアルファッションゾーンの再強化 

LED 照明や床・壁面の共用ゾーン全体を刷新するとともに、各ブランドの世界観が表現できる適正面積や回遊

性を考慮しリプレイスを行い、大人層を含めた広い客層が快適にストレスなくお買物を楽しめる、エリア NO.1

カジュアルゾーンにふさわしい最新の環境にリニューアル致します。 

3.4(金)本館 8F がフロア全面リニューアル！ 

本館 8F ローリーズファーム＜レディス＞RENEWAL 

 クオリティ&リラックスをテーマに、普通の生活感

覚を持った女性へ、飽きのこないベーシックアイテ

ムと、シーズントレンドアイテムをミックスした清

潔なコーディネートを提案。 

 

 

本館 8F ダブルクローゼット＜レディス＞ RENEWAL 

今の気分を取り入れた、旬のアイテムをかわいくカジュアルに楽しみたい…そん

な女性たちの"favorite wardrobe"のようなショップとして、自分らしく自由にハ

ッピーに生きる女性のためのリアルクローズや、ベーシックとシーズントレンド

をミックスしたスタイリングを提案します。 

 

＜オープン企画＞ 

お買上げでトートバッグプレゼント。 
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本館 8F ページボーイ＜レディス＞ RENEWAL 

“特別なレギュラーブランド”というアイデンティティが創りだすハイカジュア

ルが魅力のブランド。 

トレンドとベーシックアイテムがウェルバランスないつも新しいリアルクロー

ズを提案します。 

＜オープン企画＞ 

8,640 円以上お買上げでハンドクリーム 

とボディミストプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館 8F セポ＜レディス＞ 

RENEWAL 

本館 8F アルシーヴ＜レディス＞  

RENEWAL 

 

本館 8F RNA メディア 

＜レディス＞ RENEWAL 

本館 8F プードゥドゥ 

＜レディス＞RENEWAL 

 

本館 8F アズノゥアズピンキー 

＜レディス＞RENEWAL 

 

本館 8F ふりそでモードウェディング

ボックス 

＜振袖・卒業袴・レンタルサービス＞

RENEWAL 
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本館 7F ミスティウーマン＜レディス＞ 3.18(金)RENEWAL 

凛とした透明感を大切にした優しいスタイル。時代と共にリアルに変化を続

けるベーシックカジュアルを基本とし、最新のトレンドにブランドらしいエ

ッセンスをミックスしたトータルファッションを提案します。 

 

 

本館 7F 既存店舗一覧 

 

「マンハッタンポーテージ」広島初出店！ 

本館 6F マンハッタンポーテージ＜バッグ＞ 3.18(金)NEW 

1983 年、ニューヨークのメッセンジャーカルチャーから生まれたブランド。

「New York Tough」をコンセプトに、オーセンティックでありながらも時

代に合わせた機能的なバッグを生み出し続け、現在では世界各国の様々な

ライフスタイルの人々から愛されています。 

 

 

 

 

本館 2F サルデバル＜レディス＞ 3.4(金) NEW 

女性に向けた、日常を楽しくしてくれるウェア―や、品質にこだわ

ったシューズ・アクセサリーを取り揃えるセレクトショップ。シー

ズン  トレンドアイテムに、ビンテージアイテムを追加するなど多

くの要素を融合することで、いろいろな表情を醸し出すお店です。 
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春の新生活に合わせて、人気の音楽教室が拡大リニューアル！ 

本館８・９F 島村楽器＜楽器・音楽教室＞ 3.4(金) RENEWAL 本館 8F へ増床 

お子さまから大人層まで幅広い世代のお客さまに長くお楽しみいた

だけるよう、独自のレッスンシステムや楽器コースを開発。レッス

ンは、お客さまのご希望にお応えできるレッスンをご提供すること

を一番に考え、講師・インストラクターが、1 人 1 人のご希望や目

的に合わせたオーダーメイドのレッスンをご提案します。 

※本館 8F に音楽教室が増設します。 

 

新館 5F カラダファクトリー＜整体・骨盤矯正＞ 3.18(金) NEW 

455 万人※の施術実績に基づき確立されたカラダファクトリー

ならではの技術が凝縮。 

「歪んだカラダ」を整え、つらい痛みの根本にアプローチ、改善

します。 
※2015 年 3 月現在自社調べ 

 

 

■広島パルコ 2016 春改装店舗一覧 

 
 

フロア 店名 アイテム オープン日 NEWorRENEWAL エリア出店

1 本館8F ローリーズファーム レディス 3月4日 RENEWAL

2 本館8F RNAメディア レディス 3月4日 RENEWAL 中国地方オンリーワン

3 本館8F ダブルクローゼット レディス 3月4日 RENEWAL

4 本館8F アルシーヴ レディス 3月4日 RENEWAL 中国地方オンリーワン

5 本館8F セポ レディス 3月4日 RENEWAL 中国地方オンリーワン

6 本館8F プードゥドゥ レディス 3月4日 RENEWAL 中国地方オンリーワン

7 本館8F アズノゥアズピンキー レディス 3月4日 RENEWAL

8 本館8F ページボーイ レディス 3月4日 RENEWAL

9 本館8F ふりそでモード・ウェディングボックス 着物・振袖レンタル 3月4日 RENEWAL

10 本館8F 島村楽器 音楽教室 楽器・音楽教室 3月4日 本館8Fに増床

11 本館8F ナナズグリーンティー カフェ 3月4日 RENEWAL

12 本館7F ミスティウーマン レディス 3月18日 RENEWAL

13 本館7F マジェスティックレゴン レディス 3月18日 RENEWAL

14 本館7F ベイビークラブ レディス 2月11日 RENEWAL 中国地方オンリーワン

15 本館6F マンハッタンポーテージ バッグ 3月18日 NEW 広島初

16 本館2F サルデバル レディス 3月4日 NEW 中国地方オンリーワン

17 新館5F カラダファクトリー 整体・骨盤矯正 3月18日 NEW

本件に関するお問合せ：広島パルコ 営業課 山下 Tel:082-542-2101  E-mail  yama-megu@parco.jp 


