
セール、アート展示、限定ショップ、ノベルティ…… 
好奇心と欲求を満たす17日間！ 

池袋パルコ 「BUKURO EXPO」開催！ 

メディア関係者各位           IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE            2018年10月16日 

【本件に関するお問い合せ】 
株式会社パルコ 池袋店営業課  川瀬（kawa-mai@parco.jp)・伊東(ito-yasu@parco.jp) 

TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東口ビル6F 

池袋パルコでは10月19日（金）～11月4日（日）の17日間、「BUKURO EXPO」を開催いたします。 
期間中は、対象ショップのセール＆サービスに加え、館内でアート展示や限定ショップ、屋上ライブ、ノベル
ティプレゼントなどバラエティに富んだイベントを展開いたします。 
ポスタービジュアルのデザインには、グラフィックデザイナーの本田千尋氏を迎え、”アート“ ”セール“ “イベン
ト”など様々なイベントが集合している様子を表現しています。 
 
イベントでは、 Takako Noelによる旅をテーマにしたアート作品の展示（本館１F・北ウィンドウ）や、創刊40周年

を迎えるスーパーミステリー・マガジン『ムー』（学研プラス刊）の40年の軌跡を追う展覧会の開催など、クリエ
イターやショップの想いが詰まったイベントを続々と展開。この秋、池袋パルコの「BUKURO EXPO」へ、是非お
越しください！ 

■タイトル：池袋パルコ 「BUKURO EXPO」 
■会期：2018年10月19日（金）～11月4日(日）17日間 
■営業時間：［本館］10：00～21：00 7F/8F レストラン11:00～23:00 ※8F一部店舗11:00～23:30 
                 ［P’PARCO］11:00～21:00 
■住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 ■電話：03-5391-8000（大代表） 
■公式HP：https://ikebukuro.parco.jp/page/bukuroexpo/ 
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-各種イベントのご案内- 

■期間：10月19日(金)～11月4日(日) 
■引換会場： 本館1F インフォメーション 
※なくなり次第終了。 ※お一人様１点限り。 

パルコのスマートフォンアプリ「POCKET 
PARCO」にて、『よくご利用になるPARCO』に 
「池袋PARCO」をご登録のお客様にオリジナル
ノートをプレゼント。 
詳しくはPOCKET PARCOをチェック！  
※先着500名様 ※なくなり次第終了 

英国ロック・グッズの祭典「THE 
BRITISH ROCK」が、池袋
PARCOに期間限定OPEN！  
 
開催期間中は、限定商品の
販売や、様々なキャンペーン、
イベントを展開。多くのファンの
方々や、洋楽を知らない方々
へ、新たなきっかけを作れるよ
うな楽しいショップとなっていま
す。  

ポール・マッカートニー来日記念 
「THE BRITISH ROCK」 

Takako Noel 
『I love you Earth -Mid summer memories -』 

本館1Fのショーウィンドウには、 
ビジュアルアーティスト・Takako 
Noelによる“旅”をテーマとしたアー
ト作品を展示します。 

※画像はイメージです。 
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BUKURO EXPO メインビジュアル 

メインビジュアルのデザインには、グ
ラフィックデザイナーの本田千尋氏
を迎え、”アート“ ”セール“ “イベン
ト”など様々なイベントが集合してい
る様子を表現しています。 

本田千尋/Chihiro Honda  グラフィックデザイナー 
  
1989年 横浜生まれ。2011年、多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。
2011年から、在学中より株式会社キギに所属。2016年秋よりフリーランスとし
て活動。ロゴやマークをはじめとして、ブランディングに関わることから紙媒体のデ
ザインのほか、パッケージやWebのデザイン、会場構成など幅広く活動中。 

1979年10月に創刊され、
2019年に40周年を迎える
スーパーミステリー・マガジ
ン『ムー』（学研プラス刊）。 
 
来るアニバーサリーイヤーに
先駆け、一足早く40年の軌
跡を追う展覧会を開催。 
期間中はカフェ・アドレス（本
館6Ｆ）にて『ムー』コラボメ
ニューも展開。 

 

BUKURO EXPO オリジナルノート PRESENT 

■期間：10月19日(金)～11月4日(日) 
■会場： 本館1F 北ウィンドウ 

Takako Noel   Visual Artist 
  
1991年東京生まれ。London College of Fashionで写真や美術、編集を学ぶ。
現在Visual Artistとして東京をベースに活動中。写真へのペインティングや作品
を布に転写した展示など写真という枠に囚われない表現で知られる。2017年に
写真集『Riding Nowhere』を上梓。 

■期間：10月13日(土)～11月26日(月) 
■会場： 本館7F 特設会場 ※入場無料 

■公式HP：http://britishrock.pgs.ne.jp/ 

創刊40周年記念 ムー展  

■期間：  10月29日（月）まで  各日 10：00～21：00  
               ※入場は閉場の30分前まで。※最終日は18:00閉場。 
■会場： 本館7Ｆ・パルコミュージアム 
■入場料： 一般700円・学生600円（各税込）・小学生以下無料 
■公式HP：https://art.parco.jp/ 

自分ツッコミくまカフェ  

LINEクリエイターズ殿堂入り、
Twitterフォロワー数 約20
万人のナガノ先生が描く 
大人気の「自分ツッコミくま」
がコラボレーションカフェを
開催。  
ナガノ先生考案、描き下ろし
イラストを使用したオリジナ
ルフードメニューや、カフェ
のためだけに描き下ろされ
たイラストオリジナルグッズ 
の販売など、自分ツッコミく
ま初の大型イベントとなりま
す。 

■期間：11月5日（月）まで   
■時間 : 10: 00 - 22:00 （L.O.フード21:00、ドリンク21:30） 
        ※グッズショップは21:00まで 
■会場：本館7F THE GUEST cafe&diner 
■公式HP： http://the-guest.com/jibuntsukkomikuma_ikebukuro/ 

【本件に関するお問い合せ】 
株式会社パルコ 池袋店営業課  川瀬（kawa-mai@parco.jp)・伊東(ito-yasu@parco.jp) 

TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東口ビル6F 
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11月2日 （金）、映画『ヴェ
ノム』公開記念！劇中シー
ンをイメージしたメニューが
食べられるコラボカフェが
期間限定オープン！  
また、スマートフォンアプリ
「 POCKET PARCO 」では、
会員様向け オリジナル
グッズが当たる抽選会も開
催！ 

■引換期間：10月15日（月） ～ 11月1日 （木） 
  ※抽選期間10月15 日（月 ）～ 10月31日（水） 
■会場：本館6F カフェ・アドレス 
■公式HP：https://ikebukuro.parco.jp/ 
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館内の対象ショップではセールやスペシャル企画をご用意。新作アイテム
がおトクに手に入るこの機会をお見逃しなく！ 
セール情報詳細は下記URLよりご確認ください。 

BUKURO EXPO 
SALE &  

SPECIAL SERVICE 

映画『ヴェノム』公開 コラボカフェ＆抽選会  MINION MONSTERS POP-UP SHOP   

最新作『怪盗グルーのミニ
オン大脱走』が昨年夏映
画No.1ヒット！はちゃめ
ちゃなキャラクターですっ
かりおなじみのミニオンが、
今度は往年のユニバーサ
ル映画のモンスターズ達と
コラボレーション！ 
オオカミ男などに扮した「ミ
ニオン・モンスターズ」の
グッズを一同に集めた
POP-UP SHOPが、期間限
定オープンします！ 
 

■期間：10月19日（金） ～ 11月4日 （日） 
■会場：本館7F 特設会場  

TOWER RECORDS 屋上LIVE  

avexアイドルレーベル「iDOL Street」より、12月の新体制へ向け現9名体制ラストイベントとなるSUPER☆GiRLS（スパガ）と、世界にジャパンアイドル
カルチャーを発信する5人組わーすたがPARCO屋上にてイベントを開催！ 

←SUPER☆GIRLS 
 
SUPER☆GiRLS（スパガ）が記
念すべき20枚目のシングル。
9名体制ラストとなる「わがま
ま GiRLS ROAD」をリリース！ 
12月の新体制へ向けて、更
に勢いを加速している
SUPER☆GiRLSが＜ミニライ
ブ＆握手会＞を開催！ 

 
■日時：10月21 日（日） 
13:00 ～/ 16:00 ～ 
■会場：本館 屋上 

←わーすた 
 
世界に照準を合わせ活動
中！SNSとリアルアイドル活動
を通じて世界にKAWAIIジャ
パンアイドルカルチャーを発
信し続ける、わーすたが
「GIRLS, BE AMBITIOUS!」を
10月31日（水）に発売！ 

 
■日時：11月4日（日） 
13:00～ / 18:00 ～ 
■会場：本館屋上 

■イベントの詳細・参加方法≫https://ikebukuro.parco.jp/ 

BUKURO EXPO SALE & SERVICE   ＜PARCOカード＞VISA 新規ご入会キャンペーン  

<PARCOカード>VISAに新規ご入会の上、即日発行して 
頂くと、当日のお買い物が10%OFFになるお得なキャンペーンを実施 
いたします。詳細は下記URLよりご確認ください。 

■期間： 10月5日（金）～10月28日(日) 
■公式HP： http://ikebukuro.parco.jp  

■期間： 10月19日（金）～11月4日(日) 
■公式HP： https://ikebukuro.parco.jp/page/bukuroexpo/ 

※企画内容、会期は予告なく変更になる場合がございます。※ノベルティは数に限りがございます。※イベントの詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。   

■オフィシャルサイト： https://ikebukuro.parco.jp/page/bukuroexpo/  （10/19アップ予定） 
 

 【本件に関するお問い合せ】 
株式会社パルコ 池袋店営業課  川瀬（kawa-mai@parco.jp)・伊東(ito-yasu@parco.jp) 

TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東口ビル6F 
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