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【名古屋PARCO 開業30周年】
様々な愛をテーマにしたメッセージ広告『LOVE PARCO』 スタート
ペアルックキャンペーンなど、愛をテーマにした新サービスも多数展開
家族愛、同性愛、動物への愛など、10組のカップルで愛の多様性を表現
URL : https://nagoya.parco.jp/page/30th/
名古屋PARCOは、1989年の開業から30周年を迎え、2019年5月7日（火）より30周年広告キャンペーン
『LOVE PARCO』をスタートします。
本キャンペーンでは、名古屋PARCOが様々な愛の形を尊重・応援することをメッセージの目的とし、
地元で暮らす10組の「LOVE」の形を、名古屋PARCO館内や名古屋市内で撮影し表現しています。

＜メッセージ＞

本キャンペーンには、実際に地元・名古屋で暮らす、モデル・俳優・料理人夫婦・老夫婦・国際結婚ファミリー・
同性カップル・コスプレイヤー・愛犬家・女子大生グループなど、総勢22名と1匹が出演。本キャンペーンの特設
ページでは、全出演者のコメント全文を掲載し、それぞれの愛・名古屋PARCOとの想い出などを語っています。
広告は名古屋PARCO西館正面入口を中心に館内の各所に掲出。全10パターンは特設ページでも閲覧可能です。

【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社パルコ 名古屋店 営業課 担当：貞安
TEL： 052−264−8101 FAX：052−249−1281 MAIL：sada-haru@parco.jp

グラフィック全10パターンと出演者コメント（抜粋）
・岩崎拓馬（モデル・俳優）

20代カップルのLOVE

Instagram https://www.instagram.com/takuma_iwasaki

撮影スタッフが、メイと初めて出会った時と同じスタッフで、こうして
また みん なで仕事 が一緒 に できるのが 本当に 嬉しく てずっと
笑っていました。そんな空気感まるごと、今の自分たちの全てが
詰まってる広告になったと感じました。自分たちがいいと思った
カットが使われていたのも、伝わるものがあった！と嬉しい気持ち
になりました。最高！！！
・長澤メイ（モデル）
Instagram https://www.instagram.com/xxmeixx1208

普段から仲の良いふたりですが兄ちゃん（岩崎さん）との出演は
初めて。今年はふたりで仕事がしたいねと話していたのでこんな
素晴らしい企画で夢がかなって嬉しいです！
前世姉妹だったと言われるくらい似ている私たち。
友達みたいに浅くもなく、恋愛みたいにめんどうくさくない、もはや
家族愛！だと思っています。

ペットへのLOVE
・村門ちあき（デザイナー/DIAMOND WHIPESS）、ハッチ
Instagram https://www.instagram.com/murakado_diamondwhipess

ハッチは長崎 佐世保の知り合いのところで
子犬が生まれたから見に行こうとなり、
一番最初にお腹出してゴローンと甘えてきたふかふかの犬が
ハッチだった。
可愛すぎて一瞬でコイツ！って決めてから6年目。
今も変わらない相棒であり、息子。

同性カップルのLOVE

・斎藤聖（美容師）
Instagram https://www.instagram.com/akirawkward

日本にはゲイの職場の権利を守る法律がないので、ゲイだけで
なく、LGBTQIAがもっと認知され、愛の多様性がもっと増えると
いいなと思います。自身の愛については、今までいろんな人と
付き合ってきて特別にしよう、と頑張りすぎていた気がします。
彼と同じベッドで眠る時とか、一緒にご飯を食べる時。日々の普遍
的な状況ができあがった時、この上ない愛を感じます。
・Reid Pierce （インターナショナルスクール講師）
Instagram https://www.instagram.com/his_reidness

彼が何気なく、ご飯を作って片付けてくれたり、一緒に同じ空間で
本を読んだり。ただ一緒に時間を過ごすことに愛を感じます。
日常の中に愛はあるけど、かといって誰とでもできるわけじゃない。
この広告を見た人たちが、いろんな愛のカタチに共感してくれたら
嬉しいです。

グラフィック全10パターンと出演者コメント（抜粋）
カレー屋夫婦のLOVE

・MOOLA & KAYO (YANGGAO)
Instagram https://www.instagram.com/yanggao_ngy

・MOOLAコメント
『LOVE PARCO』の撮影に誘って頂きありがとうございました。
撮影テーマが“愛の多様性”とあって、
カメラマン、ディレクター、スタッフみなさんの撮影に対する愛を
感じました。
自分で選んだそれぞれの好きな仕事に、夢中になった人が集まっ
た空間が一番心地良く愛を感じます。

国際結婚ファミリーのLOVE

・菜々（モデル）、Piers（夫）、Ruka（娘）
Instagram https://www.instagram.com/wombatnana

・菜々コメント
子供が産まれてからバタバタと忙しかった日々も最近は少し
づつ落ち着き、休日には名古屋PARCOで親子3人、ショッピング
やカフェを満喫しています。
お洒落に目覚めた学生時代、よく2人でデートしていた独身時代、
そして家族3人になった現在と、色々な場面で一緒にいた名古屋
PARCO。
沢山の思い出が詰まった場所でファミリーの思い出がまた一つ
増えました。

コスプレイヤーのLOVE

・M@73（フォトスタジオblooom）／シャリュパル（キャラクター）
Instagram https://www.instagram.com/ma73cos

この企画には、私の人生を丸ごと詰め込みたいと思い、二次元
キャラへの“オタク愛”を表現させていただきました。可愛らしい
キャラクターを演じることは少ないのですが、このコスチュームは
とても作りがいがあり、撮影当日もとても楽しかったです。
みなさんはゲーム･マンガ･アニメ、様々な作品の中で生きる
キャラクターに心が動いたことはありませんか？
たとえ自分の愛が届かなくてもいいんです。
自己満足でも、壁打ちでも、いいんです。
それが何もない毎日をキラキラさせてくれたり、生きる希望を
くれたりするんです。
この写真にはそんな想いを込めました。
最後に一言、｢オタクって楽しい！！！！｣

グラフィック全10パターンと出演者コメント（抜粋）
仲良し女子グループのLOVE

・川瀬麻由（大学生） ※前列左
Instagram https://www.instagram.com/__grma

いつもお買い物しているPARCOとこうやって関われてとても嬉しく
思っています。私たち5人の普段のような様子を、こんな素敵な
写真にしていただけてとても嬉しいです。
・池田円華（大学生） ※前列中央
Instagram https://www.instagram.com/dmm.comm

いつも大学で一緒にいる子たちとの撮影だったので、自然と笑顔
になれて楽しく撮影ができました。
笑顔の元はやっぱり友情だなと思いました。
・伊藤瑞姫（大学生） ※前列右
Instagram https://www.instagram.com/_m__z__k_

自然体で楽しげな雰囲気の1枚が選ばれて嬉しかったです。
「愛」は自由なんだと考えさせられましたし、現在の日本での愛の
表現について偏見を持たれる方もいるこの時代を変えて行くべき
写真だと思いました。
・加藤綾莉（大学生） ※後列左
Instagram https://www.instagram.com/riiinrin__04

大好きなPARCOの30周年記念に携わることができてとても嬉しく思います。大学でいつも一緒にいるメンバーで
撮影させていただいたため、普段とは違う撮影現場に緊張しましたが楽しむことができました。
・加藤ゆい（大学生） ※後列右
Instagram https://www.instagram.com/__u.yiny

名古屋PARCOは沢山の人に愛され続ける。そんな素敵な場所です。この企画に参加させていただき、私も改めて
愛を大切にしていきたいと考えるきっかけになりました。

長年寄り添う夫婦のLOVE

・仲野憲光
結婚して今年で44年になります。
撮影して頂いた自分たちをみて、知り合った時は、こうして二人で
スタートしたんだなぁと、初心に戻った感があります。
日本には旅は道連れ世は情けという言葉がありますが、右も左も
わからない知らない国で、よくぞここまでと妻には感謝してます。
・仲野クレア
44年前、カナダに２度目の旅行の夫と、ケベック州で出会いました。
春に出会ってその年の冬には、わたしを日本から迎えに来てくれ
ました。何も分からないわたしを日本の空港までお義父さんが
出迎えてくれお姑さんは温かい食事、温かいお風呂、温かい布団
を用意してくれて、心まで温かくなり、家族の愛を感じました。
子供３人、遊び上手で優しい夫と大変なこともありましたが、日本
とカナダ、自分たちにとっての大きなファミリーができました。
今までも、これからも、いつでも希望を持って共に歩んでいきます。

グラフィック全10パターンと出演者コメント（抜粋）
・古川流唯（BOYS AND MEN 研究生 名古屋）
Link http://zenkoku-bmk.com

高校生カップルのLOVE

ファンの皆さんは、いつも僕の事を家族のように気遣ってくれま
す！何時間もかけてライブに来てくださり、早くから開場待ちをして
ライブを観てくれ、ライブ終了後も特典会待ちをしてくれたり、
そして何より、特典会やチラシ配りの時に掛けてくれる第一声が
「体大丈夫？」「ごはん食べてる？」「ちゃんと寝てる？」といった、
いままで家族にしか言われなかった事を気遣ってくれることで
す！！！！！これからもファンの皆さんの「愛」をしっかりと受け
止め、応援してくれるファンの為、名古屋の為、頑張って行きたい
と思います！！！
・今枝桜（女優、タレント）
私が思う愛は、家族の愛、友達との愛、それからまだ見ぬ未来の
恋人との愛。愛は見えないけど、私の周りにはたくさんの愛がある
と感じています！
恋人だけでなく、大切な方と！大切な日に！
ぜひ、一緒に名古屋パルコで過ごして欲しいです！
この度はありがとうございました！

・松本みなみ（モデル）

ビジネスマン&OLカップルのLOVE

Instagram https://instagram.com/__minaami__

モデルの仕事を始める原点となった場所であり、学生時代の思い
出の場所である名古屋PARCOの30周年広告に出演できてとても
嬉しいです。
そして、今のモデル事務所に所属したのも、名古屋PARCOで友達
と買い物している時にマネージャーにスカウトしてもらったのが
きっかけです。今回の『LOVE PARCO』を通して様々な世代に
色んな形で愛されていることを知り、私もいくつになってもPARCO
に通い続けたいと思いました。
・鈴木大介（モデル、役者、シンガーソングライター）
Instagram https://instagram.com/utabaka726

僕はモデル、役者、シンガーソングライターをしています。
僕の表現を通して、目には見えない様々な想いを形にして皆様に
受け取って頂く仕事。
好きを仕事にしているからこそ、その仕事に感謝し、愛し、暮らす。
僕らが思ってるよりもずっと、世界は沢山の愛に溢れてる。
皆様の側に様々なLOVEがありますように。
それは全ての人に平等に与えられる権利。

制作スタッフクレジット
クリエーティブディレクター / 三浦崇宏（GO）
ビジネスプロデューサー / 田中陽樹（GO）
プランナー / 折茂彰弘（GO）
アートディレクター / 横山ノリ（GO）
フォトグラファー / 古川義高

フォトディレクター / 山本雄平（MAISONETTE inc.）
ヘアメイク / 片岡起久江、marina.
スタイリスト / 西川容代（MAISONETTE inc.）
アシスタント / 山内美友（MAISONETTE inc.）
アニメキャラクターデザイン / ぴこ
プリンティングディレクター / 林隆教

“LOVE PARCO”キャンペーン
LOVE PARCOの一環として“LOVE”にまつわる企画も多数実施いたします。
LOVE PARCOキャンペーン① LOVEアート
お客さまやPARCOで働くショップスタッフで集結した「愛」のフォトスポットを
作成＆展示いたします。
期間中、お客様をインスタントカメラで撮影し、写真を用いて愛を表現する
モザイクアートを作成します。撮影した写真にはメッセージを記入することも
でき、各々の愛を表現。完成したモザイクアートはフォトスポットとして展示い
たします。
■撮影場所：西館1階 コスメキッチン前 期間：5月24日（金）～26日（日）
■展示場所：西館8階 特設会場

期間：～6月27日（木）

※フォトスポットイメージ

LOVE PARCOキャンペーン② ペアルックキャンペーン
男女、親子、友達同士などで楽しめるペアアイテムやペアコーデなど、
「一緒」を楽しめるアイテムや「LOVE」にまつわるアイテムを展開します。
レストランではペアを楽しむセットメニューも販売いたします。
■期間：5月22日（水）～6月20日（木）

LOVE PARCOキャンペーン③ 結婚30周年カップル限定「パール婚式」を挙げよう
オープン30周年を迎える名古屋クレストンホテルから30周年を迎える夫婦に
真珠婚式“パール婚式”をプレゼント。チャペルでのパールウェディング
セレモニーと披露宴をご用意します。
■プレゼント内容：
①チャペル挙式 ②夫婦ドレスレンタル ③披露宴（最大30人までの宴席）
④名古屋パルコからのお土産
事前にプランナーと詳細を打ち合わせします。
■応募条件：1989年1月1日～12月31日に結婚した夫婦
■当選数：1組
■実施時期：2019年9月中旬
■応募締切：2019年7月12日（金）

●その他にも2019年12月まで様々な「LOVE」に関するキャンペーンを実施してまいります。
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社パルコ 名古屋店 営業課 担当：貞安
TEL： 052−264−8101 FAX：052−249−1281 MAIL：sada-haru@parco.jp

