2019/5月吉日
株式会社パルコ

PRESS RELEASE

令和早々これも嘘なのか!?

クロちゃん（安田大サーカス）

地元・広島PARCOの25周年キャンペーンモデルに！
5/24（金）はクロちゃん来店！

広島PARCOでは『25周年感謝祭 PARTY SALE』を開催！

広島PARCO（所在地：広島市中区本通10-1）は1994年4月9日に開業し、本年25周年を迎えました。
それを記念し、クロちゃん（安田大サーカス・本名：黒川明人さん/広島県出身）を起用した25周年キャンペーンを
5月10日よりスタート。館内外へのビジュアル掲出、TVCM含めたムービー露出を行って参ります。
また、5月24日（金）～6月2日（日）の期間で広島PARCOでは『25周年感謝祭PARTY SALE』を開催。
感謝の気持ちを込めて広島のコンテンツと連動したイベント・期間限定ショップ盛沢山で展開します。
PARTY SALE初日の5月24日（金）には、クロちゃんが広島PARCOに登場！トークイベントを行います。
つきまして、貴社媒体にてお取り上げいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ
株式会社パルコ 広島店 営業課 山崎（yama-hiro@parco.jp）/酒井（saka-aya@parco.jp）
TEL：082-542-2101 広島PARCO HP：https://hiroshima.parco.jp/
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【5/10公開】広島PARCO25周年キャンペーンビジュアル＆ムービー
ビジュアル（全6種）

ムービー（以下URLのyoutubeで公開中！）
https://www.youtube.com/watch?v=9cgEeNM41mk&feature=youtu.be

→

→

→

→

→

PARCOがクロちゃんにドッキリを仕掛けた！

15秒間のムービーの最後は、クロちゃんが何やら驚いた表情で締めくくられています。これはPARCOからクロちゃんに仕掛けた
プチドッキリ。何も知らず撮影しているクロちゃんに、いきなりクラッカーをお見舞い。ムービーはクロちゃんのさすがのリアクション
で締めくくられています。

PARCOのyoutubeアカウントでは、その後のクロちゃんの様子を特別公開中！（以下URL）
https://www.youtube.com/watch?v=8L2X8CE3bso&feature=youtu.be
数々のドッキリにしかけられているクロちゃんは調教されすぎて、ネタバラシのあと
「PARCOの広告の仕事自体がドッキリで、なかったのかと思った」と発言。
Youtubeではその様子の一部始終を公開しております！

広島本通商店街に
クロちゃんの大型幕を掲出中！
■掲出期間：5/10~7/5
■掲出場所：ロッテリアさん前

クロちゃんの起用・製作物に込めた思い
「PARCO好き？じゃあキスできる？」

広島PARCOは1994年4月9日の開業以来、皆様に支えられて25周年を迎えることが出来ました。25年という月日は決して短く
なく、今となっては本通にPARCOがあることは、当たり前と感じていただいているくらいマーケットの方々に受け入れていた
だいたと感謝しております。
そして25周年を迎えた本年、今一度マーケットの皆様に「PARCOは好きですか？」「PARCOはどれくらい（キスしたいくら
い）好きですか？」と問いかけ、これまでもこれからも「PARCOが好き！キスしたいくらい好き！」と思っていただけるよう
にPARCOは営業していきますという思いを、この度の製作物に込めています。
そんな思いを『好きか、嫌いか』の象徴といってもいいクロちゃん（広島出身）に代弁していただいてます。

クロちゃんプロフィール

本名：黒川明人（くろかわあきひと）お笑いトリオ・安田大サーカスのメンバー。1976年12月10日生まれ、広島県出身。
※最新プロフィールは、松竹芸能HPをご確認ください。https://www.shochikugeino.co.jp/talents/yasudadaicircus/

2019年秋・PARCO×クロちゃんのスペシャルイベント企画中！
現在準備中。詳細は後日お知らせいたします。お楽しみに！
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広島PARCOでは、
2019年5月24日（金）～6月2日（日）の期間、
『25周年感謝祭PARTY SALE』を開催いたします。
広告には継続してクロちゃんを起用。
25年間広島で営業させていただいた感謝の意も込めて、
広島の方々と協業したイベントや期間限定ショップ盛沢山で開催します！
▼『25周年 感謝祭 PARTY SALE』 HPはこちら▼
https://hiroshima.parco.jp/page/25th/

広島市西区

広島PARCO25周年記念展覧会

叢-Qusamura 展 ～騒めく植物の声～
※読み：（クサムラテン ザワメクショクブツノコエ）
■期間：
■時間：

5月16日（木）～6月3日（月）
10：00～20：30
※入場は閉場の30分前まで。最終日は18：00閉場。
■会場：
本館6F・パルコファクトリー
■入場料： 300円（小学生以下は無料）
広島PARCO 25周年記念展覧会として、叢展を開催します。
2017年、池袋PARCOで開催された、「叢-Qusamura 展 ～蠢く植物の世界～ 」 では、
地下の空間で植物が光を求め「蠢く（うごめく）」姿を表現しました。
今回、その植物たちが地上に現れ、沢山の光を浴びて「騒めく」姿を展示します。エネル
ギッシュに動く植物たちの声を是非、会場で体験してください。

広島市南区出島

5/24-26 3日間限定！
名物ハンバーガーも提供

ENGAWA

広島市南区出島

■期間： 5月24日（金）～6月5日（水）
■会場： 新館1F・エスカレーターサイド

お 茶 を 提 供 す る 茶 房 「 お ち や 」 、 MADE IN 瀬 戸 内 の セ レ ク ト シ ョ ッ プ
「E-select」とアートギャラリーからなる広島市南区出島の「ENGAWA」が
パルコに初出店。瀬戸内で丁寧に生産された工芸品や食品を、その背景と共に
紹介販売します。

LIFE MARKET HARBOR CLUB

COFFEE ROASTER

■期間： 5月24日（金）～6月2日（日）
■会場： 本館1F・店頭

広島市南区出島の人気カフェ「LIFE MARKET HARBOR CLUB」のコーヒース
タンドが期間限定で登場。こだわり抜いた自家焙煎のコーヒーを提供。
広島市出身
ディレクター

呉市

NEWTIVE ver.1.5

■期間： 5月24日（金）～6月5日（水）
■会場： 本館1F・エスカレーターサイド

呉市のセレクトショップ「CITYLIGHTS」が主催、表現者が集いカルチャーを
発信・受信するマーケット型コニュニティ「NEWTIVE」によるPOPUPSHOP。
【密売ベンダー】と称したHUSK OF CULTのストアと、複数の新進気鋭ブラン
ドを集めたトライアウト・ストアの2軸で展開。

LATIA

■期間： 5月24日（金）～5月26日（日）
■会場： 新館2F・エスカレーターサイド

広島出身のモデル・田中里奈がクリエイティブディレクターを務めるアクセ
サリーブランド。通常ONLINESHOPのみのLATIAが期間限定でOPEN。
5/25（土）14時～17時は田中里奈が店頭で接客。
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変わる廃墟展 2019 in 広島
■期 間：
■時 間：
■会 場：
■入場料：
■主 催：

5/17（金）～6/2（日）
10：00～20：30
新館5F・特設会場
500円（3歳以下は無料）
株式会社BACON

見ているだけで廃墟のイメージが180度変わる、廃墟のもつ美しさに注目。息をのむほど美しい
写真や物語を想起させられる作品は男女問わず楽しんでいただけるはず。静寂のなかに眠る美
しさを体感いただける写真展です。

25周年PARTY SALE抽選会
■期間：
■会場：

5/24（金）～6/2（日）
4F・連絡通路

期間中、館内にて5,000円（税込・合算不可）以上のお買い上げにつき1回抽選会に参
加いただけます。〈PARCOカード〉ご提示でさらに1回抽選可能。
【景品一例】
A賞：宮島対岸の旅館 『庭園の宿 石亭』ペア宿泊券（1組2名様）
B賞：カープペアチケット（4組8名様） and more!

本館10F・ｸﾗﾌﾞｸｱﾄﾛ周年公演

6/28（金）

5/25（土）

■開場： 18：00
■開演： 19：00
■料金： 前売4,300円
（税込・整理番号付/ドリンク代別＠600円）
■場所： 本館10F・クラブクアトロ

■開場： 17：00
■開演： 18：00
■料金： 前売3,500円/当日4,000円
（税込・整理番号付/ドリンク代別＠600円）
■場所： 本館10F・クラブクアトロ

LOSTAGE

MOROHA

Age Factory

fox capture plan

各公演の詳しい情報はクラブクアトロHPにて

グッドラックヘイワ

http://www.club-quattro.com/hiroshima/

25周年記念 先着プレゼント‼

※こちらのプレゼントは、広島PARCOから本企画のお知らせ（ダイレクトメール、アプリ通知）が届いた方のみが限定で受けられる
サービスです。

5/24（金）

× you-ichi

十日市の人気ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ
you-ichiがPARCOをｲﾒｰｼﾞ
して作ったｶﾗﾌﾙなお菓子

5/25（土）

× LIFEMARKET
HARBOR CLUB

PARCOｽﾀｯﾌがｾﾚｸﾄした
パルコ開業当初と現在
をｲﾒｰｼﾞした2種類のﾒﾓ
ﾘｱﾙｺｰﾋｰﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ

5/26（日）

× OTAFUKU

パルコアラがプリン
トされたお好み焼き
のマイヘラ。

5/30（木）

× USHIO
CHOCOLATL

尾道の有名ﾁｮｺﾚｰﾄ工
場のPARCOｵﾘｼﾞﾅﾙ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾁｮｺﾚｰﾄ。

5/31（金）

× クロちゃん

ｱﾛﾏｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの資格
を持つクロちゃんが、
みんなの心を癒す配
合を考えたﾙｰﾑﾌﾚｸﾞﾗﾝ
ｽｽﾌﾟﾚｰ。

各日10：00～配布スタート ①当日PARCOカードで館内で10,000円（税込・合算可）以上お買い上げのクレジットカード控え
②PARCOからの本企画お知らせ（DM、アプリ通知画面） ※①②両方提示の方のみにプレゼント
配布場所 9F・連絡通路
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#抹茶パルコ
■期間：
■時間：
■会場：

コラボレーションカフェ

5/24（金）～6/16（日）
10：00～22：00（L.0.21：30）
本館B1F・SUZU CAFE

ピノ、PARM、MOW、蜜と雪の抹茶味アイスが抹茶だらけのコラボカフェを開催！料理研究
家の鈴木あすなが監修した、ここでしか味わえない限定レシピをお見逃し無く！
▼PINO×マーマレード 800円（税別）

▼MOW×ベリーソース 800円（税別）

抹茶づくしで贅沢な全部乗せメニュー
▼アイス全部のせ×みたらし白玉 1,200円（税別）

▼PARM×キャラメルアーモンド 800円（税別）

▼蜜と雪×練乳フルーツ 800円（税別）

～ 広島PARCO その他の情報 ～
無印良品「つながる市」
■期間：
■会場：

5/18（土）11：00～16：00
本館・店頭

無印良品が主催する、地域のみなさんと地域で活躍されているクリエイターやコミュニ
ティをつなげていくイベント。今回も地域でいろいろな活動をされている素敵な方々を
お招きします。

MOUNT COFFEE

（広島市西区）
ｺｰﾋｰ豆、COFFEE YOKAN他

Taruho

（広島市中区）
ｹｰｷ、焼き菓子、他

太陽樹林

（広島市安芸区）
ﾘｰｽ、ｽﾜｯｸﾞ、ｱｸｾｻﾘｰ、他

mimi33（アクセサリー）
■会場： 新館4F

洗練されたデザイン、質感にこだわった
耳周り専門のアクセサリーブランド。ピ
アスやイヤリングなどの耳周りのアクセ
サリーを約1500種類取り揃え、あなた
にぴったりの耳元をご提案します。

Air Pocket

（広島市中区）
ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ、ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ、他

フルーツショップてるや
（広島市中区）
生搾りｼﾞｭｰｽ、果物、他

■KIMONO by NADESHIKO
本館3F
■ゆかたガーデン by ふりふ
5/23（木）-6/9（日）期間限定
4F・連絡通路特設会場
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5/24（金）
クロちゃんが広島PARCO店頭でトークイベント開催！
この度、広島PARCOの25周年キャンペーンに起用されたクロちゃんが、5/24（金）の『25周年感謝祭 PARTY
SALE』の初日に、広島PARCOに登場し、店頭でトークイベントを実施いたします。どなたでも観覧可能です。
つきましては、取材の時間枠を設けさせていただきましたので、是非とも貴社媒体でのご取材をお願い申し上げます。
5/24（金）スケジュール
12：30～ クロちゃんご本人への取材時間＠PARCO（囲み取材を予定）
18：00～ PARCO店頭でのトークイベント（この様子も取材可）
注意）
※申し込み多数の場合、取材のご希望に添えない可能性がございます。
※申し込みいただいた方には後日、こちらよりご連絡を差し上げます。

【観覧フリー！】クロちゃんが広島PARCO店頭でトークイベント開催
■日時：5/24（金）18：00～ 約20分間を予定
■場所：広島PARCO 本館店頭イベントスペース

クロちゃんが広島PARCO店頭でトークイベントを開催します！観覧フリーでどなた様もお楽しみいただけます。

取材お申込書
貴

社

名

媒

体

名

ムービー ・ スチール
(◯をご記入下さい)

ご

芳

名

取 材 内 容

12：30～クロちゃんへの取材

18：00～お客様イベントの様子撮影

(いずれかないしどちらもに◯をご記入下さい)

ご 連 絡 先

TEL
E-mail
取材お申込書返送先
FAXまたはメールにて返送をお願い申し上げます。

【FAX】 082-542-2115（広島パルコ営業課 宛）
【mail】 広島パルコ 山崎（yama-hiro@parco.jp）酒井（saka-aya@parco.jp)
【お問い合わせ先】広島パルコ 営業課 山崎/酒井（TEL：082-542-2101）

