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【パルコ 2018 年度秋冬のリニューアル】
全国で 181 区画、約 21,000 ㎡がリニューアル
五感で体験＆体感し心を刺激するショップが続々登場
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表執行役社長：牧山浩三、以下パルコ）は、2018 年秋から初冬に
かけて、全国の PARCO にて 181 区画、約 21,000 ㎡のリニューアルを実施いたします。
今回のリニューアルでは、昨今の消費の多様性に即した「新たな付加価値の創造」をテーマに、高感度な大人
世代に向けた心豊かなライフスタイルを提案いたします。
今回のリニューアルのポイントは、①自分磨きとともに心も豊かに美しくできる人気コスメショップの導入、
②「ヘルスケア」に対応した「エイジングケア」をキーワードに身体の内外から美しくなるサービスの強化、
③新たな自己表現のひとつとして SNS 等での話題性や情報発信を創出するコト消費の提案、④多様なコミュニ
ケーションの機会を創出する食バラエティの強化、⑤「NEXT ファッションテーマ」「新業態ブランド」に加え
ライフスタイルを彩る身の回り・雑貨ショップを強化してまいります。
上記のリニューアルのポイントを総合的に取り込み、新たなニーズに対応する店舗構造改革をスタートさせます。
広島 PARCO では「LIFE with PARCO」をテーマに、高感度な客層に向けた心豊かな都市生活者の利便性の
向上を目的に本館 1F の全面改装を実施。カフェやフラワーショップ、コスメショップ、スニーカー専門店等を
導入し、幅広いお客様が入店しやすく回遊性の高いフロアに一新します。福岡 PARCO は、豆柴と触れ合う癒しの
カフェやヘアブロー・美容鍼・美容矯正を定額でご利用できるビューティサロン、体内から健やかに美しくなる
サプリショップなどリピート性が高い体験型の業態を導入、必ず立ち寄りたい福岡のホットスポットを目指します。
名古屋 PARCO では“ワタシアップデート”と称し、最新のアメニティやプログラムを提案する都市型フィットネス
クラブのリニューアルやエリア初の上質なファッションショップを導入など、トータルで充実したライフスタイル
を求めるニーズに応えます。吉祥寺 PARCO では５スクリーンで計 300 席のミニシアターコンプレックス導入に
より、シネマを起爆剤としたカルチャー発信に感性軸で共感する層の縦回遊を促進する店舗構造改革を実施。また
1F にはシンボリックなベーカリーカフェを導入し、店舗の新規顧客開拓を強化します。
① コスメ
広島 PARCO では、本館 1F に中四国エリア初出店の「コスメキッチン」と「アルビオンドレッサー」が
オープン、「ジョンマスターオーガニックセレクト」がリニューアル。上質感があり、幅広い世代のお客様が
デイリーにご利用いただきやすいフロアに生まれ変わります。福岡 PARCO では、本館 1F に香りが続くオイルの
香水専門店「パフュームオイルファクトリー」がオープン。アルコールと水を不使用のオイル 100%で優しい香り
の香水を 31 種類品揃え、また専用の手作り香水瓶はギフトにもおすすめです。

広島 コスメキッチン
9/14(金)NEW

広島

アルビオンドレッサー
10/12(金)NEW
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福岡

パフュームオイルファクトリー
9/14(金)NEW
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② ヘルス＆ビューティ
名古屋 PARCO 西館 8F の「コナミスポーツクラブ」はアクティブ＆ビューティな都市型フィットネスクラブと
して開業来初となる全面リニューアルを実施。ライフスタイルの一部としてご利用いただけるよう、フィットネス
を中心に大人から子供まで幅広くお楽しみいただけるサービスを提供します。西館地下 1F にはリラクゼーション
「トータルセラピー」がオープン、独自手技でコリの根本原因を改善します。福岡 PARCO 新館地下 1F には、
話題の美容鍼・美容矯正およびヘアケア・ヘアセットを月定額でご利用いただける「VIMOWORK（ヴィモワーク）
」
やサプリナビゲートショップ「ELEVATE（エレヴェイト）」など、ついつい足を運びたくなる全く新しい上質な
サービスショップを導入します。浦和 PARCO 3F には、姿勢をケアするアイテムを取り揃える「Style（スタイル）
」
とオーダーメイドまくら・寝具店「じぶんまくら」がオープン、快適な暮らしを提供・サポートします。

名古屋 コナミスポーツクラブ
9/21(金)RENEWAL

福岡 ヴィモワーク
9/14(金)NEW

浦和 スタイル
9/7(金)NEW

③ 刺激的な体験・体感型ショップ
福岡 PARCO 本館 5F には、豆柴と触れ合う究極の癒しのドッグカフェ「豆柴カフェ」がオープン、新たな
ニーズにお応えします。吉祥寺 PARCO 地下 2F には、5 スクリーンで計 300 席の新たなミニシアターコンプレッ
クス「アップリンク吉祥寺」が 12 月に開場、話題作から地域の人々が楽しむことのできるファミリー向けの作品
など上映予定です。

吉祥寺 アップリンク吉祥寺
※画像はイメージ（アップリンク渋谷）
12 月（予定）NEW

福岡 豆柴カフェ
9/21(金)NEW

④ 食バラエティ
福岡 PARCO では、本館 1F に東京・表参道で大人気のロブスターロール専門店「LUKE’S LOBSTER（ルークス
ロブスター）
」
、新館地下 2F に世界で話題沸騰の台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」が九州初上陸、誰か
に教えたくなるような話題創出を図ります。仙台 PARCO 本館 1F には、メキシコ料理「Aguila de perro
（アギーラ デ ペロ）」や和惣菜の「寝かせ玄米と日本のいいもの いろは」などを導入、同フロアの一部店舗の
営業時間を 24 時までとし駅近のライフスタイルフロアとしてエリアでの存在感を高めます。名古屋 PARCO 西館
2F には、チーズ料理専門店「チーズクラフトワークス」がエリア初登場、国内外から取り寄せたチーズを使用
した個性豊かな料理でおもてなします。
吉祥寺 PARCO 1F には、ベーカリー・カフェ「ザ シティ ベーカリー」がエリア初登場、日常の暮らしを豊か
にする食テーマを強化します。新所沢 PARCO では、PARCO 館地下 1F のスーパーマーケット「キッチンランド」
が開業来初となるリニューアルを実施、一部店舗の営業時間を 21 時までと 1 時間延長することで、さらに地域の
お客様にご利用いただきやすくなります。
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福岡

ルークス ロブスター
8/10(金)NEW

福岡 ゴンチャ
10/26(金)NEW

吉祥寺 ザ シティ ベーカリー
11 月（予定）NEW

名古屋

チーズクラフトワークス
10/10(水)NEW

新所沢 キッチンランド
9/19(水)RENEWAL

⑤ ファッションバラエティ
広島 PARCO では、本館 2F をファッションのグラウンドフロアと位置づけ、中四国初出店となる「グレース
コンチネンタル ザ バンケット」や「オメカシ」など高感度レディスブランドを集積。また新館地下 1F に
レディス・メンズ複合ブランド「ジースター ロゥ」や「リーバイスストア」、本館正面入口向かいの別棟に
グローバルブランド「GUESS（ゲス）
」がオープン、館のアイテムバラエティを強化するとともに、フロアや周辺
エリアとの回遊性を高めます。

広島

グレースコンチネンタル ザ バンケット
9/7(金)NEW

広島 オメカシ
9/14(金)NEW

広島 ジースター ロゥ
11/9(金)NEW

名古屋 PARCO では、西館 1F に「MP STORE（エムピーストア）」
、西館 2F に「PUBLIC TOKYO（パブリック
トウキョウ）」とエリア初登場・新業態となるレディス・メンズ複合ショップや、西館 1F に洗練されたデザインや
質感に拘り心ときめくアクセサリーを提案するアクセサリーショップ「mimi33（ミミサンジュウサン）」を導入、
さらに既存店のリニューアルも実施しファッションテーマを強化。またエリア初出店のスポーツブランド「Kappa
（カッパ）」を南館 4F に導入し、既存店と合わせ「スポーツ＆ストリートゾーン」フロアを進化させマーケット内
での差別化を図ります。

名古屋 エムピーストア
10/5(金)NEW

名古屋

パブリックトウキョウ
10/10(水)NEW
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名古屋 カッパ
9/21(金)NEW
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池袋 PARCO では、本館 6F に池袋エリア初出店のバッグ・アクセサリーショップ「mylc（ミルク）」をはじめ、
「靴下屋」や「キャス キッドソン」など女性・カップルのライフスタイルを充実させるショップが続々オープン
します。静岡 PARCO では、2F に「GUESS（ゲス）」、4F にカナダ発のグローバルアクセサリーブランド
「ハーシェル サプライ」などがエリア初登場。さらに 18 年秋から来春にかけて全館大型リニューアルを行って
まいります。福岡 PARCO では、本館 5F にアクセサリーパーツ専門店「貴和製作所（きわせいさくじょ）」が
九州初上陸。スワロフスキーやクリスタル、オリジナルパーツなど 12,000 点以上の高品質なアイテムを揃え、
併設のラボで自分好みのオリジナルアクセサリーを製作できます。
浦和 PARCO では、3F にアクセサリーのセレクトショップ「コトモノマルシェ」がオープン、全国から選り
すぐったアイテムをお届けします。吉祥寺 PARCO では、「センス オブ プレイス バイ アーバンリサーチ」の
導入や既存店のリニューアル、共用通路やレストスペースの刷新など 3F の全面リニューアルを実施。ちょっと先
をいくトレンド感とこなれた雰囲気を併せ持ち、ファッションを楽しめるより快適なフロアへと生まれ変わります。

池袋 ミルク
9/6(木)NEW

静岡 ゲス
9/7(金)NEW

静岡

福岡 貴和製作所
9/14(金)NEW

ハーシェル サプライ
9/7(金)NEW

吉祥寺 センス オブ プレイス
バイ アーバンリサーチ
9/1(土)NEW

※18 年 11 月以降のオープン・リニューアル情報は、第 2 弾リリースを 10 月に配信予定です。

＜本件に関するお問合せ先＞
株式会社パルコ

広報/IR 室
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■2018年度秋冬 オープン・リニューアルショップ一覧（抜粋）
施設名

フロア

名古屋PARCO

西館B1F
西館1F
西館1F
西館2F
西館2F
西館8F
南館4F

店名

アイテムカテゴリ

オープン予定日

トータルセラピー
リラクゼーション
MP STORE（エムピーストア）
レディス・メンズ・雑貨
mimi33（ミミサンジュウサン）
アクセサリー
PUBLIC TOKYO（パブリックトウキョウ） レディス・メンズ
チーズクラフトワークス
チーズ料理専門店
コナミスポーツクラブ
スポーツクラブ
スポーツ（レディス・メンズ）
Kappa（カッパ）
【予告】西館7F レストラン増床・大型改装
広島PARCO
本館1F アルビオンドレッサー
コスメ
本館1F コスメキッチン
コスメ
本館1F ジョンマスターオーガニックセレクト
コスメ
本館2F グレースコンチネンタル ザ バンケット レディス
本館2F オメカシ
レディス
新館B1F ジースター ロゥ
レディス・メンズ
新館B1F リーバイスストア
レディス・メンズ
本館前別棟 GUESS（ゲス）
レディス・メンズ
池袋PARCO
本館6F mylc（ミルク）
バッグ・アクセサリー
本館6F 靴下屋
ソックス
バッグ・ファッション雑貨
本館6F キャス キッドソン
札幌PARCO
3F
Top of the hill （トップ オブ ザ ヒル） レディス・メンズ・古着
仙台PARCO
本館1F ベーシック アンド アクセント
生活雑貨
本館1F ラシット
バッグ
本館1F Aguila de perro（アギーラ デ ぺロ）
メキシコ料理
本館1F 寝かせ玄米と日本のいいもの いろは 玄米おにぎり・和惣菜
静岡PARCO
2F
GUESS（ゲス）
レディス・メンズ
2F
グレースコンチネンタル
レディス
4F
ヴォルカン＆アフロダイティ
レディス・メンズ
4F
ハーシェル サプライ
バッグ・ファッション
福岡PARCO
本館1F LUKE’S LOBSTER（ルークス ロブスター） ロブスターロール
本館１F パフュームオイルファクトリー
オイル香水
本館5F 豆柴カフェ
ドッグカフェ
本館5F 貴和製作所
アクセサリーパーツ
新館B2F Gong cha（ゴンチャ）
台湾ティーカフェ
新館B1F VIMOWORK（ヴィモワーク）
ビューティサロン
新館B1F ELEVATE（エレヴェイト）
サプリメント
ミニシアターコンプレックス
吉祥寺PARCO
B2F
アップリンク吉祥寺
バッグ・ファッション雑貨
1F
ケイト・スペード ニューヨーク
1F
ザ シティ ベーカリー
ベーカリー・カフェ
センス オブ プレイス バイ アーバンリサーチ レディス・メンズ
3F
エステティック ミス・パリ/男のエステ ダンディハウス エステティックサロン
7F
新所沢PARCO PARCO館B1F キッチンランド
スーパーマーケット
浦和PARCO
3F
Style（スタイル）
インテリア・健康雑貨
3F
じぶんまくら
オーダーメイド寝具
3F
コトモノマルシェ
アクセサリー

＜本件に関するお問合せ先＞
株式会社パルコ

広報/IR 室
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TEL03-3477-5710

備考

9月14日 新規／エリア初
10月5日 新規／エリア初／新業態
9月8日 新規／エリア初／新業態
10月10日 新規／エリア初／新業態
10月10日 新規／エリア初
9月21日 リニューアル
9月21日 新規／エリア初
19年2月予定
10月12日 新規
9月14日 新規／エリア初
9月1日 リニューアル
9月7日 新規／エリア初
9月14日 新規／エリア初
11月9日 新規／エリア初
11月9日 新規
8月1日 新規
9月6日 新規／エリア初
9月6日 リニューアル
9月13日 新規
9月14日 新規／エリア初
9月8日 新規／エリア初
9月8日 新規／エリア初
11月2日 新規／エリア初／新業態
11月22日 新規／エリア初
9月7日 新規／エリア初
9月15日 新規／エリア初
9月7日 新規／エリア初
9月7日 新規／エリア初
8月10日 新規／エリア初
9月14日 新規
9月21日 新規／エリア初
9月14日 新規／エリア初
10月26日 新規／エリア初
9月14日 新規／エリア初／新業態
9月14日 新規／エリア初／新業態
12月予定 新規／エリア初
9月1日 新規
11月予定 新規／エリア初
9月1日 新規／エリア初
10月26日 新規
9月19日 リニューアル
9月7日 新規／エリア初
9月7日 新規
9月7日 新規／エリア初

