
池袋パルコ2021年秋改装全22店舗がNEWOPEN

ユニセックスファッションフロアへ本館2Fリニューアル

IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

池袋パルコは、今秋、ユニセックスファッションのさらなる拡充として、本館2Fをメインとした全22店舗の秋

のリニューアルを実施いたします。池袋エリア初出店となる「PUBLIC TOKYO」「GOOD DESIGN STORE 

TOKYO by NOHARA」や、フロア移転リニューアルとなる「FREAK’S STORE」「CA4LA」が、本館2Fに9

月17日(金)NEW OPEN！さらに、他フロアには、SNSでも話題のトゥンカロン専門店「TOKYO MACA 

PRESSO」や、フォーマルドレス「エメ」のカジュアルMIX新業態「aimer anche」も登場。ファッション＆ラ

イフスタイルを彩る、秋のNEW SHOPをご紹介いたします。
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本館2Fがユニセックスファッションフロアとしてリニューアル

池袋エリア初出店となる「PUBULIC TOKYO」「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」と、

「FREAK’S STORE」「オニツカタイガー」「CA4LA」がNEW OPEN！

TOPICS

他フロアにもユニセックスファッション＆ファッション雑貨が続々OPEN！

さらに、SNSでも話題のトゥンカロン専門店「TOKYO MACAPRESSO」や

新業態として2店舗目となる「aimer anche」など、トレンドのNEW SHOPが池袋パルコに登場。
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パブリック トウキョウ [レディス・メンズ]

本館2F ユニセックスファッション

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えた
い」という想いからスタートした1986年の創業以来、洋服、
雑貨、インテリアなど自分たちが本気でカッコ良いと思うも
のをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、
アメリカンライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクト
ショップ。

NEW / エリア初

FREAK’S STORE

フリークスストア [レディス・メンズ]

“THE TOKYO CASUAL”
日本の伝統的な技術をベースに、東京の研ぎ澄まされた
感性で創り上げる。新たな、TOKYO CASUAL BRAND。
一つひとつの生活の瞬間を、美しく彩るベーシックアイ
テム。純度の高いジャパンクオリティーが紡ぐ、機能性
と着心地。すべての日常に、優しく寄り添う。『ALL 
MADE IN JAPAN.』この価値は、真似できない。さぁ。
TOKYOのスタンダードスタイルを。

RENEWAL / 本館5Fより移転

オニツカタイガー オニツカタイガー [シューズ・アパレル]

RENEWAL

今回のリニューアルより、店頭
にてアパレル取り扱いをスター
ト。クラシックなシルエットを
アップデートしたヘリテージス
タイルからニュースタイルのト
レンドアイテムまで、ヘリテー
ジとモダンを共存させたデザイ
ンで、シューズ、アパレル、
バッグなどのアイテムを展開。

CA4LA カシラ [帽子]

RENEWAL / 本館3Fより移転

「帽子はエンターテイメント」をブ
ランドコンセプトに、独創的で世界
観溢れるオリジナルアイテムと、世
界中から選りすぐられたインポート
ブランド、そしてファッション・音
楽・映画・アートなど様々なカル
チャーとのコラボレーションを展開。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA

グッドデザインストアトウキョウ バイ ノハラ [雑貨]

NEW / エリア初

グッドデザイン賞受賞商品のみを取り扱う国内唯一のデザインストア。コン
セプトは、「良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場
所」であること。グッドデザイン賞を受賞した文具や雑貨、インテリアや食
品など、グッドデザイン賞が考える｢よいデザイン｣に 囲まれた暮らしを提案。
そして、使う人の生活をゆたかにしたいという作り手の意思からつくられて
いる一つひとつの商品は、 あなたの心地よい暮らしをデザインします。

本館2F 9/17(金)OPEN 本館2F 9/17(金)OPEN

本館2F 9/17(金)OPEN本館2F 9/17(金)OPEN

本館2F 9/10(金)OPEN
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UGG＠mos アグアトモス [シューズ]

ユニセックスファッション ＆ ファッショングッズ

NEW / エリア初

SLOW authentic goods store

スロウ オーセンティック グッズ ストア [バッグ・雑貨]

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブ
ランドのUGG®️とatmosのコラボストア。TOKYO原宿のス
トリートシーンにニューネスなUGG ®️をジェネレーション
Z世代に提唱。

バッグブランド「SLOW」より、永く愛用できるモノ創りへ
の追及をスタンスとした新しいレーベル。イギリス・フラン
ス・アメリカのトラディショナルスタイルを独自の解釈をし
て、カジュアルながらも品格漂うモノを提案。

NEW / エリア初 本館3F 9/18(土)OPEN本館1F 9/10(金)OPEN

Chikashitsu+

チカシツプラス [レディス・メンズ]

NEW / エリア初

WEGO VINTAGE

ウィゴー ヴィンテージ [レディス・メンズ・古着]

シンプル且つニュアンスで提
案するユニセックスファッ
ションを表現し、ディテール
にこだわった独自のセレクト
を展開。また、アジアをはじ
めとする世界中から様々な感
性をMIXし、新鋭ブランドや
韓国デザイナーズブランドも
数多く取り揃える。

東京・原宿のストリートから
発信されるスタイルをメイン
に、幅広いテイストを網羅す
るオリジナルアイテムを展開
するWEGOによる、個性的な
ユーズドMIXブランド。“半歩
先”の最新トレンドを提案。

NEW / エリア初 P’PARCO 2F 9/10(金)OPEN

本館3F 9/17(金)OPEN

FABRIC TOKYO

ファブリックトウキョウ [オーダースーツ・メンズ]

NEW

ⅢPIC

スリーピック [メンズ・レディス]

“Fit Your Life”をブランドコン
セプトに、体型だけでなくお
客さま一人一人の価値観やラ
イフスタイルにフィットする、
オーダーメイドのビジネス
ウェアを提供。一度ご来店い
ただき、店舗で採寸した体型
データがクラウドに保存され
ると、以降はオンラインから
オーダーメイドの一着を気軽
に注文することもできる。

ⅢPIC / luvia-tokyo（ルビア
トーキョー）/Ailien2child
（エイリアントューチャイル
ド）の複合ショップ。全て個
性溢れるデザインでユニセッ
クスなサイズ展開。次世代の
アパレルとして積極的な活動
と感動を皆さんと共有してい
くエネルギッシュなブランド
集団。

LIMITED SHOP P’PARCO B1F9/17(金)OPEN

本館6F 9/10(金)OPEN
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AMPHI

アンフィ [ランジェリー]

レディスファッション＆アクセサリー

RENEWAL

HANANONA

ハナノナ [雑貨・アクセサリー]

Meet ＆Sweetie ～ 新しい、かわい
い、に出会う場所 ～
『洋服のセレクトショップみたいな
感覚でいろいろなテイスト&アイテ
ムが探せる下着屋さんがあれば』そ
んな楽しい発想から生まれた下着の
セレクトショップ。いつでも“新し
い、かわいい”が見つかるインナー
ウェアショップの新しいカタチ。

お花屋さんがセレクトした花瓶や、
本物のお花を使ったアクセサ
リー・雑貨を豊富に取りそろえた
フラワー＆ギフトショップ。

NEW

aimer anche エメ アンシェ [レディス]

RENEWAL / 本館2Fより移転 / 新業態2店舗目

ROJITA

ロジータ [レディス]

フォーマルドレス「エメ」よりカジュアルMIXの新業態が2店舗目としてOPEN。
「Dress up your Life」をコンセプトに、特別な日の姿から心まで着飾るファッションスタイ
ルを提案。結婚式のお呼ばれやパーティなど華やかなフォーマルシーンから、ライトな二次
会・食事会・セレモニーまで着られるドレス・ワンピース・アクセサリーを中心にラインナッ
プ。【ドレス】美しさ、繊細さ、上品さ、上質さを大切にした、ドラマチックなドレススタイ
ル。袖を通せばその完成度の高さを感じられるはず。【ワンピース】幅広いライフシーンに寄
り添うトレンドMIXなワンピーススタイル。気軽ながらも華のあるデザインは、着る度に背中
を押してくれます。

こだわりのディテールと旬なカ
ラーパレットで新しいsweetス
タイルを提案。可愛さに敏感な
現代的な女の子へ向けたリアル
クロージング。

RENEWAL

本館2F 9/17(金)OPEN本館2F 8/20(金)OPEN

本館B2F 9/11(土)OPEN

本館B1F 9/9(木)OPEN

JolieToujours

ジョリトゥジュール [アクセサリー]

ジョリトゥジュール＝フランス語
で”いつも素敵に” フェミニンとエ
レガンスに満ちた空間で気分を高め
るライトジュエリー＆アクセサ
リー。”トレンド・フェミニン・
ワードローブ” 3つのキーワードを
大事にしたアイテムを展開。

RENEWAL 本館B1F 8/28(土)OPEN

スウィーツ －SNSでも話題！新大久保発のトゥンカロン専門店が池袋エリア初出店ー

TOKYO MACAPRESSO

トウキョウ マカプレッソ [トゥンカロン専門店]

NEW / エリア初

MACAPRESSOという店名の由来はマカロンのMACA、エスプレッソの
PRESSOから引用。かわいらしい見た目のマカロン、豊富な種類のド
リンク、そして流行に引きを取らない落ち着いた雰囲気のインテリア。
『甘すぎなく、大きくてコスパが良い、可愛い』これが一般のマカロ
ンと差別化を置いているマカプレッソのコンセプト。年中12種類以上
のマカロンと40種類以上の豊富なメニューで、いつでも、何度でも来
店したくなるメニューを展開。

本館B2F 9/18(土)OPEN
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コスメ & 専門店

PRiSiLA

プリシラ
[ウィッグ・エクステ専門店]

国内メーカー製ファイバーを
使用した高品質なウィッグ・
エクステの専門店。

NEW / エリア初 本館B2F 9/9(木)OPEN

C/L.T.L

シーエルティーエル
[コスメ]

海外ブランドコスメのアウト
レットショップ。プチプラコ
スメがたくさん。

NEW / エリア初 本館B2F 10/16(土)OPEN

SuiSavon-首里石鹸-

スイサボン シュリセッケン [コスメ]

「香りひろがる、記憶よみがえる」をブランドコンセプトとして、沖縄の植物や果物
をベースに、天然の香料や色、配合する原料にとことん沖縄らしさを追求した商品を
販売している沖縄・首里のスキンケアブランド。美容液が溢れ出すハンドクリームや
沖縄の海底泥を使用したマリンクレイ洗顔石鹸、香り豊かなボタニカル石鹸などを取
り揃える。沖縄の風景を思い起こさせる香りをお楽しみください。

NEW / エリア初 本館1F 9/10(金)OPEN

アンファミエ

アンファミエ [看護師向け専門店]

ウェアやシューズ、衣料雑貨まで看護
師の必需品が揃う、カタログ通販アン
ファミエの直営店。 機能面はもちろ
んデザインにもこだわった白衣やエプ
ロン、疲れにくく美脚見せ効果のある
サンダルやシューズ、キュートな医療
雑貨やトップブランドの聴診器などが
勢揃い。

NEW P’PARCO 2F 9/10(金)OPEN

THE PROOF FACTORY

ザ プルーフ ファクトリー [スマホ関連アクセサリー]

NEW / エリア初

スポーツ・ファッションブランドの
スマートフォンアクセサリーや、デ
ジタルライフに密着しファッション
感度やデザイン性を用いた生活に欠
かせないガジェットグッズと、「捨
てずに使う」の認識の広がりから、
新品から中古品へと新たな魅力を見
出すリユース事業をお届けします。

P’PARCO 2F 9/15(水)OPEN

10月中旬以降のNEW OPEN 情報は近日公開予定！

https://ikebukuro.parco.jp/page/newopen/

池袋パルコ公式サイトにて

「NEW&RENEWAL Autumn」

特設WEBページ公開中！

https://ikebukuro.parco.jp/page/newopen/


ショップ名（カナ表記） カテゴリ フロア OPEN日 NEW/RENEWAL

トウキョウ マカプレッソ トゥンカロン専門店 本館B2F 9月18日(土) NEW / 池袋エリア初

ロジータ レディス 本館B2F 9月11日(土) RENEWAL

プリシラ ウィッグ・エクステ専門店 本館B2F 9月9日(木) NEW / 池袋エリア初

シーエルティーエル コスメ 本館B2F 10月16日(土) NEW / 池袋エリア初

エメ アンシェ レディス 本館B1F 9月9日(木) RENEWAL / 本館2Fより移転

ジョリトゥジュール アクセサリー 本館B1F 8月28日(土) RENEWAL

アグアトモス シューズ 本館1F 9月10日(金) NEW / 池袋エリア初

スイサボン シュリセッケン コスメ 本館1F 9月10日(金) NEW / 池袋エリア初

パブリック トウキョウ レディス・メンズ 本館2F 9月17日(金) NEW / 池袋エリア初

フリークスストア レディス・メンズ 本館2F 9月17日(金) RENEWAL / 本館5Fより移転

オニツカタイガー シューズ・アパレル 本館2F 9月17日(金) RENEWAL

カシラ 帽子 本館2F 9月17日(金) RENEWAL / 本館3Fより移転

アンフィ ランジェリー 本館2F 8月20日(金) RENEWAL

グッドデザインストアトウキョウ バイ ノハラ 雑貨 本館2F 9月10日(金) NEW / 池袋エリア初

ハナノナ 雑貨・アクセサリー 本館2F 9月17日(金) NEW

チカシツプラス レディス・メンズ 本館3F 9月17日(金) NEW / 池袋エリア初

スロウ オーセンティック グッズ ストア バッグ・雑貨 本館3F 9月18日(土) NEW / 池袋エリア初

ファブリックトウキョウ オーダースーツ・メンズ 本館6F 9月10日(金) RENEWAL

スリーピック メンズ・レディス P’PARCO B1F 9月17日(金) LIMITED SHOP / 池袋エリア初

アンファミエ 看護師向け専門店 P’PARCO 2F 9月10日(金) NEW

ウィゴー ヴィンテージ レディス・メンズ・古着 P’PARCO 2F 9月10日(金) NEW / 池袋エリア初

ザ プルーフ ファクトリー スマホ関連アクセサリー P’PARCO 2F 9月15日(水) NEW / 池袋エリア初
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≪ 本件に関するお問合せ ≫ 株式会社パルコ 池袋店営業課 浅尾

TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043／Mail：asa-mido@parco.jp

NEW&RENEWAL SHOP LIST （フロア順）


