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2019 年 4 月 15 日 
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◆グランドオープン日：2019 年 6 月 27 日(木) 
◆店舗数：250 店舗 

 
株式会社サンエー（以下サンエー）と株式会社サンエーパルコ（以下サンエーパルコ）は、2019 年 6 月 27 日(木)沖縄県浦添市に、 

「サンエー浦添西海岸 PARCO CITY」（サンエーウラソエニシカイガン パルコ シティ／以下 PARCO CITY）をグランドオープンします。 
 

サンエーパルコは、サンエーと株式会社パルコ（以下パルコ）による 
商業施設運営を推進する合弁会社として設立し、 

PARCO CITY はサンエーとサンエーパルコが運営する商業施設となります。 
 

テーマは、「幸せの共感 ここから未来へ」 
 

那覇空港から車で 15 分という好立地と美しい海に面するロケーションを背景に、 
店舗面積約 60,000 ㎡の大型商業施設が誕生。 

バラエティーに富んだ店舗構成に、パルコの環境デザインやソフトコンテンツを掛け合わせることで、 
人口増が継続する地元生活者と、年間旅行者数 980 万人超と拡大が続く国内外観光客に向けて、 

今までの沖縄マーケットにはなかった新しい価値を提案してまいります。 
 
 
 
 
 

― 幸せの共感 ここから未来へ ― 

『サンエー浦添西海岸 PARCO CITY』  
2019 年 6 月 27 日（木）9:00 グランドオープン！ 

沖縄初出店 94 店舗を含む全 250 店舗が登場 

PRESS RELEASE 
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PARCO CITY の特徴について   
●デイリーからハレの日まで多様なニーズに応える、バラエティ豊かに全 250 店舗が登場します。 
●都会的感性を表現したファッションブランド、海外ファストファッションをはじめ化粧品、全国各地で話題の飲食店など沖縄初出店 94 店舗が登場します。 
●定番のお土産から、地元店舗新業態、日本各地の食テーマほか、沖縄らしさ・日本らしさを提供するショップを充実、沖縄地元企業 50 店舗が登場します。 
 
【沖縄初出店・沖縄最大級のファッションラインナップ】 

トレンドファッションはもちろん、沖縄初出店の海外ラグジュアリーブランドや海外ファストファッションを導入します。 
 

【全国各地のグルメが集結、充実した飲食店舗の出店】 
全商業フロアに飲食ゾーン、馴染みのある店舗が揃う「フードテラス(1F)」、西海岸が一望できる「フードホール(2F)」、小道をテーマに演出した「レストランストリート(3F)」を設置します。 
また飲食ゾーン以外にも、買い物の間にもくつろいでいただけるように各フロアに複数のカフェやレストランを配置します。 

 

【化粧品は沖縄初出店ブランド＋沖縄最大級のゾーン展開】 
沖縄初出店ブランドを含め、沖縄最大級となる化粧品のゾーン展開、美容院やネイル、脱毛サロンなどビューティーやリラクゼーション店舗導入により様々なシーンに対応します。 

 

【キッズアイテムはファッションからホビー雑貨、写真館など幅広く導入】 
ファッションはもちろん、ホビー雑貨・写真館・キッズアイテム・マタニティグッズなど様々なファミリーニーズに対応します。 
親子連れで利用できる、アカチャンホンポや namco のキッズプレイルーム、フードホール(2F)内にキッズゾーンを設置します。 

 
 
各フロアの特徴・店舗の紹介    
 

１階フロア：72 店舗（うち沖縄初出店 11 店舗） 
 

旬の暮らしを楽しむ 
～デイリーニーズに加え、少し背伸びした上質な日常、毎日の暮らしを豊かに楽しむ新しいライフスタイルを提案するフロア～ 

 

          

「LITTLE MERMAID」 (ベーカリーカフェ)        「BAKE CHEESE TART」(チーズタルト)       「SuiSavon -首里石鹸-」(石鹸・化粧品)                 「Lounge-T」(自動車ショールーム) 
 

●デイリーにご利用いただける店舗から、暮らしに彩を添える少し上質な店舗 
・「サンエー食品館」 毎日の食生活に欠かせない新鮮な食料品を豊富に取り揃える沖縄最大級の総合食品スーパー。銘店・土産品コーナーなども沖縄最大級で展開。 
沖縄最大級の”成城石井コーナー”では、直輸入のチーズやワインをはじめ、品揃えがより充実。 

・「サンエー化粧品コーナー」 資生堂・カネボウ化粧品等国内ブランドから、サンエーで初取組となる”カバーマーク””リファ”など登場し、沖縄最大級の展開。 
 

●西海岸を眺める飲食ゾーン「フードテラス」(全 4 店舗)をはじめ、カフェ・レストランも集積 
・「上島珈琲店」「しゃぶしゃぶ美山」「LITTLE MERMAID」などのカフェ・レストランが沖縄初出店。 

 
●地元企業の新業態など沖縄初出店が揃う充実した食物販ゾーン 

・「ぐりこ・や」 グリコのアンテナショップ。 
・「やんばるジェラート」 世界チャンピオン監修によるジェラート専門店。 
・「BAKE CHEESE TART」 北海道がルーツの焼きたてチーズタルト専門店。 
・「OKINAWA CERRADO COFFEE BeansStore」 沖縄で先駆けのスペシャルティコーヒー専門店。 
・「白バラ洋菓子店」(洋菓子・和菓子)、「ファッションキャンディ」(洋菓子)、「ブルーシール」(アイスクリーム)など地元でおなじみの人気店も多数集積。 

 
●地元の方にも沖縄の魅力が再発見となる店舗が揃う沖縄ゾーン 

・「琉球真珠」 石垣島川平湾創業のパールジュエリー専門店。 
・「APARTMENT OKINAWA」 沖縄のアイデンティティを受け継ぐ 27 ブランドが集結。 
・「HABUBOX」 オリジナル T シャツが人気の老舗店舗。 
・「SuiSavon -首里石鹸-」 沖縄らしい香り・素材・原料にこだわった石鹸を取り揃える。 
・「御菓子御殿」(洋菓子・和菓子・沖縄土産)や「沖縄宝島」(沖縄土産)など沖縄土産の定番品も多数登場。 

 
●トヨタの体感型ショールーム「Lounge-T」、「郵便局」、「マルサン」等様々な業種の店舗を集積 
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2 階フロア：93 店舗（うち沖縄初出店 47 店舗） 
 

都市の感性を楽しむ 
～エリア初のセレクトショップ、海外ファストファッションなどの高感度ファッションを中心に、都市型ライフスタイルを提案するフロア～ 

 
●沖縄初出店となる都会的感性を表現したファッションブランド 

・「FURLA」 90 年以上の歴史を誇るイタリアブランド。洗練されたスタイルのバッグや革小物を展開。 
・「ZARA」 スペイン発グローバルファッションブランド。※2019 年 8 月オープン予定 
 

・「にゃーSHOP」 ”Né-net”から生まれたキャラクター”にゃー”のウェアや雑貨を展開。 
・「MHL」 イギリスのクロージングデザイナー、マーガレット・ハウエルのカジュアルライン。 
・「URBAN RESEARCH DOORS」 ウェアをはじめ、素材にこだわった食品やライフスタイル雑貨・家具を展開するセレクトショップ。 
 

・「atmos」 ナショナルブランドとのコラボレーションをはじめ東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信。 
・「Cath Kidston」 遊び心あふれるプリントデザインで愛されるイギリス発のライフスタイルブランド。 
・「POTR」 PORTER をはじめとする吉田カバンによる新業態。 

 
●都会的ファッション・ファッション雑貨も多数登場 

・沖縄最大級の「H&M」(レディス・メンズ・キッズ) 
・「COACH」(バッグ・ファッション雑貨)、「LACOSTE」(レディス・メンズ・ファッション雑貨)、「SWAROVSKI」(ジュエリー・腕時計) 
 

●レディスファッションや各種ファッション雑貨も充実 
・「earth music&ecology natural store」(レディス) 
・「MOUSSY」(レディス・ファッション雑貨) 
・「ANE MONE」(アクセサリー・バッグ) 
・「AMOSTYLE BY Triumph」(インナーウェア) 
・「RANDA」(シューズ) 

 

         

「MHL」(レディス・メンズ)                                 「POTR」(バッグ)                                        「H&M」(レディス・メンズ・キッズ)                           「MOUSSY」(レディス・ファッション雑貨) 

 
●充実したスポーツ・アウトドアショップ・リゾートアイテム 

・「THE NORTH FACE+」 新たに”エレッセ ヘリテイジ””ダンスキン”を展開し、アスレジャーをテーマに新しい”THE NORTH FACE＋”を提案する店舗を導入。 
・「スポーツデポ」 ファッション性の高いスポーツアパレル、グッズを豊富に展開。競技スポーツでは、バスケットボール・サッカーのサポートも対応。 
・「San-ai Resort」 水着を中心としたビーチリゾートアイテムを展開。 

 
●沖縄初出店のマタニティ・ベビー・キッズの専門店「アカチャンホンポ」 

・出産準備品、育児用品がすべて揃う「アカチャンホンポ」が沖縄初出店。店内イベントや相談会も実施。 
 
 

●待望のコスメブランドを集積 
・「コスメテリア」 コーセーのブランドを一同に集積。 
・「フルーツギャザリング」 コスメのセレクトショップ。 
・「NYX Professional Makeup」 プロフェッショナル仕様のメイクアップブランド。 
・「SABON」 イスラエル発ボディケアブランド。 

   
 

 
 
 
 

 
 

「NYX Professional Makeup」(化粧品)                                                               「SABON」(化粧品) 
 

「アカチャンホンポ」（レディス・キッズ・ベビー） 
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●半数が沖縄初出店するオーシャンビューのリゾート感に溢れた飲食ゾーン「フードホール」(全 12 店舗) 
＜沖縄初出店＞ 

・「一風堂」 博多発祥のラーメン店。 
・「博多めんたい やまや食堂」 辛子明太子が人気の和食。 
・「広島 汁なし担担麺くにまつ＆韓美苑」 
・「みっちゃん総本店監修 元祖広島お好み焼物語」 
・「洋食 ＹＯＳＨＩＭＩ」 オムライスや焼きカレーがおすすめ。 
・「Sucre」 クレープやスイーツが楽しめる。 

 

＜フードホール初出店＞ 
・「御殿山」(沖縄そば・沖縄料理)、「ステーキハウス 88Jr.」(ステーキ)                                       2F・フードホール（イメージ） 

 
 

           

「一風堂」(ラーメン)                         「博多めんたい やまや食堂」(和食)           「洋食 ＹＯＳＨＩＭＩ」(洋食)                 「Sucre」(クレープ)                        「御殿山」(沖縄そば・沖縄料理) 
 

●買い物の間にもくつろいでいただけるカフェを 4 店舗導入 
・幅広い客層にも受け入れられる「珈琲待夢」、「サンマルクカフェ」。 

 

＜沖縄初出店＞ 
・「タリーズコーヒー&TEA」 タリーズコーヒーの既存メニューに加え、紅茶のドリンクを強化した新業態。 
・「Lindt Chocolat Café」 スイスのプレミアムチョコレートブランド”リンツ”によるショコラカフェを併設したチョコレート専門店。 

 

 
 

 

「Lindt Chocolat Café」  (チョコレート・カフェ)   

 
 
 

3 階フロア：85 店舗（うち沖縄初出店 36 店舗） 
 

ココならではを楽しむ 
～地域に新たなサードプレイス・エンターテインメントなどの時間消費を提案するフロア～ 

 
●子どもはもちろん、大人も楽しめるエンターテイメントショップが沖縄初出店＆沖縄最大級で登場 

＜沖縄初出店＞ 
・「ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添」 
沖縄県最多 11 スクリーン＆3 種の最新上映システム（「IMAX®レーザー」「4DX」「SCREEN X」）を導入。 

・「HMV&BOOKS OKINAWA」  
書籍を中心に、CD・DVD ほかエンターテイメント商材約 14 万点を展開。 

・「namco」  
VR を用いた体感コンテンツ、20 種類以上の遊具が揃うキッズプレイグラウンドを併設したアミューズメント施設。 

・「島村楽器」 
国内外ブランドのエレキ＆アコースティックギターに電子ピアノや管弦楽器など幅広く取り扱い、音楽教室を併設した総合楽器店。 
 

 
 

＜沖縄最大級＞                                                                                           
・「ヴィレッジヴァンガード」  
沖縄限定コラボ・ポップアップショップを強化、書籍、雑貨、お菓子、アパレルなどバラエティ豊かに展開。 

 
 

●「無印良品」「ユニクロ」「ABC-MART GRANDSTAGE」が沖縄最大級で登場 
・「無印良品」 7,500 以上のオリジナルアイテムを取り揃え、イベントやワークショップも開催。 
・「ユニクロ」 生活をより快適に変えていく、高品質でファッション性のある服を多数取り揃える。 
・「ABC-MART GRANDSTAGE」 NIKE や adidas 等のシューズ、アパレルをフルラインナップで展開。グランドステージだけのトップモデルも数多く取り揃える。 

 
 

 「ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添」(映画館) 

 「namco」(アミューズメント) 
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●県内随一のバラエティを誇るキッズゾーンはファッションからホビー雑貨・写真館など幅広く導入 

・「BABYDOLL」「MARKEY'S」「petit main」など沖縄初出店のファッション。 
・「レゴ®ストア」 レゴ®ブロックで作ったシーサーがお出迎えする。 
・「Hobby shop G-SouL」 ガンプラやフィギュアを扱う専門店。 
・「こども写真スタジオれもん館 千代田振袖館」 写真スタジオ・レンタル衣装。 
・「浦添市子育て支援センター てぃんさぐ」 子育て親子の交流の場。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
「BABYDOLL」(キッズ・レディス・メンズ)                             「petit main」(キッズ)                                「レゴ®ストア」(ホビー・キャラクター雑貨) 

 
 

●ハレの日からカジュアルまで様々なシーンに対応する飲食ゾーン「レストランストリート」（全 10 店舗） 
・「叙々苑」 良質吟味、厳選した食材を提供する、東京・六本木発祥の高級焼肉専門店。 

＜沖縄初出店＞ 
・「廻転寿司 まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み」 まぐろ問屋直営ならではの良質な一品が味わえる。 
・「博多天ぷら たかお」 お客様の目の前で一品ずつ揚げ、カウンター越しに揚げたての天ぷらを提供。※レストラン業態として沖縄初出店 
・「ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ ＯＭＳ」 オムライスと気軽な洋食、そしてスイーツが楽しめる東京・池袋発祥のカジュアルレストラン。 
・「PANDA EXPRESS」 カリフォルニア発祥のアメリカンチャイニーズレストラン。 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「廻転寿司 まぐろ問屋 三浦三崎港 恵み」(廻転寿司)                          「ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ ＯＭＳ」(洋食)                               「PANDA EXPRESS」(アメリカンチャイニーズ)         
 
 
●スイーツも堪能できるカフェ 3 店舗を導入 

＜沖縄初出店＞ 
・「ELK NEW YORK BRUNCH」 関西で大人気の”パンケーキカフェ elk”による 

New York をイメージしたスイーツや食事が楽しめるカフェ。 
・「nana’s green tea」 抹茶という切り口から”新しい日本のカタチ”を発信する和カフェ。 

            
 
  

  

                                                                                                                    「nana’s green tea」(和カフェ) 
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施設について     
 
【デザインコンセプト】 

外観・内装共に白を基調とした洗練された上質なデザインとしました。 
共用部は石材や木目調のタイルを使用し、 
照度を抑えたリラックスできる照明やフロアデザインにより落ち着いた上質な空間を 
演出します。 
 
西海岸を望む美しい景観を活かした飲食ゾーン(2F、3F)や 
大型吹き抜け空間の１つ、センタープラザでは波をテーマとしたフロアデザイン、 
自然光が差し込む美しい空間です。 
 
 
 
 

 
 
＜快適な共用空間＞ 

・休憩スペースを全館に設置：3F はファミリーゾーンと連動した良品計画の全面プロデュースします。  
・館内 2 か所に大型吹き抜け空間設置：イベントでの使用はもちろん、憩いの場としてもご活用いただけます。 
①マーケットプラザ(1F)…物販イベントを中心に展開。 
②センタープラザ(2F)…7m×3m の大型 LED ビジョン設置し、イベントスペースとして展開。 

・展望デッキ(屋上)：西海岸が一望できる展望デッキを設置し、西海岸に沈む夕日など美しい景色がお楽しみいただけます。 
 
＜ご来店のお客様への配慮＞ 

・施設併設の無料駐車場 4,000 台。その内、約 2,400 台が天候影響を受けず利用しやすい屋内駐車場です。 
・お体の不自由な方専用の駐車場や、電気自動車（EV）充電器の設置も計画しています。 
・Web サイトにて周辺道路や駐車場の混雑状況の情報を発信致します。 

 
＜環境への配慮＞ 

①沖縄の地域性を活かした省 CO２技術の導入 
・太陽熱や地中熱を利用した空調。 
・多湿外気の湿度処理による快適性と省エネルギーを両立させる空調。 
・車社会の特性を活かした振動発電の利用。 

②これからのまちづくりを想定した防災拠点としての機能維持 
・停電の可能性が低く信頼性の高い特別高圧２回線による電源供給。 
・太陽光発電＋蓄電池を利用した電力融通。 

 
【顧客サービスの充実】 

＜ICT の取組み＞ 
・デジタルサイネージ：全館 30 機設置し、施設案内から、ショップ・イベント情報を発信。 
・無料 Wi-Fi：全館に完備し、施設内でスムーズに WEB にアクセス。 

 

＜海外観光客への対応＞ 
・全館免税対応：飲食やサービス等一部店舗を除き全店で免税対応。ショップまたは一括カウンターにてご利用いただけます。 
・Web サイト多言語対応：日本語・英語・中国語（簡体字/繁体字）・韓国語・タイ語に対応。 
・キャッシュレス決済・海外向けクレジットカードの導入：アリペイ、WeChat Pay、PayPay、銀聯。※銀聯は 2019 年 9 月より利用開始予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外観イメージ（南側） 

2F・センタープラザ(イメージ) 

3F・共用部(イメージ) 
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施設概要   
 

◆施設名称 サンエー浦添西海岸 PARCO CITY（サンエーウラソエニシカイガン パルコ シティ） 
◆店舗名称 PARCO CITY（パルコ シティ） 
◆所在地 沖縄県浦添市西洲 3 丁目 1-1 
◆店舗面積 約 60,000 ㎡ 
◆建物 地上 6F 建て（商業フロア 1～3F） 
◆駐車台数 約 4,000 台    
◆開業日 2019 年 6 月 27 日(木) 
◆営業時間 全館  10:00～22:00 
 サンエー食品館(1F) 09:00～23:00 
 フードテラス(1F)、フードホール(2F) 10:00～22:00 
 レストランストリート(3F) 11:00～23:00 
 上記以外のカフェ・レストラン（1～3F） 10:00～22:00 
 ※そのほか、一部店舗は営業時間が異なります。  
◆店休日 年中無休  
◆Web ページ https://www.parcocity.jp/  ※5 月下旬本サイトオープン予定 

 
 

◎PARCO CITY について 
「サンエー」が沖縄で培ってきた信頼や親しみやすさ、浦添市の新たな”まち「CITY」”として発展が期待される「浦添西海岸」エリア、「PARCO」のもつ高い感性の融合を表現すべく、 
「サンエー浦添西海岸 PARCO CITY（PARCO CITY）」と名付け、今後新たな街が作られていく開発計画の先陣として新しいスタイルの商業施設を開発してまいりました。 
 

地元生活者・国内観光客・海外観光客をターゲットに、多様なお客様が集う都市型施設を目指します。 
沖縄初出店の店舗をはじめ、沖縄地元企業、旗艦店となるエリア最大級店舗など、ファッションからグルメ・雑貨、エンターテイメントなどバラエティに富んだ店舗を取り揃えました。 

 

https://www.parcocity.jp/











