
いよいよ完成間近！！

リアルショップイノベーション 大規模改装
新たに約64ショップが名古屋PARCOに登場

名古屋PARCOは、昨年より3館（西館・東館・南館）の約1/3に当たる4,000坪の大型リニューアルを推進
しております。昨今の新型コロナウイルスの影響から外出モチベーションが低下する他、ECショッピングやライブ配信
などオンライン化が急速に拡大しています。

このような時代背景の中、名古屋PARCOは来店動機に繋がる「リアルショップの意義」を一から見直し、究極
の「直接出かけたい」「実際に体験したい」を具現化する最先端かつ唯一無二の遊び場を目指し、「ファッション・
ビューティー」「エンターテインメント」「アート・カルチャー」をテーマに過去最大規模でのリニューアルを行います。

より進化した新しい名古屋PARCOをぜひ、貴媒体にてご取材・ご紹介いただきますよう、お願い申し上げます。

各館の特性

1Fはファッション/カルチャー/コスメを中心にグレードアップ。年齢・性別問わず 「ボーダーレス」な
フロアに一新。こだわりを持つすべての方に向けて、上質な商品と空間を提供します。西館
MEDICOM TOY PLUS NAGOYA/NUBIAN/STUDIOUS MENS/OFFICINE UNIVERSELLE BULY and more...

東館

エンターテインメント特化型ビルに進化！イベントやライブステージなどここでしか体験できない新
たな賑わいゾーンも新設。世代を問わず、何度でも通いたくなる刺激的な東館に変わります。

エイベックス・アーティストアカデミー/矢場動物堂/ VILLAGE VANGUARD/ TOWER RECORDS and more...

南館
アパレル大手のベイクルーズが手掛けるグルーピングストア「ベイクルーズストア」が南館の4フロア
にオープン。期間限定POPUPスペースも多数！東海旗艦店・業界最先端ショップも集結します。

BAYCREW‘S STORE/島村楽器/世界堂/Fitness Shop/SPICE UP FITNESS and more...

世界中のサブカルチャーを新世代に発信するブランドや東海地区最大級の総合楽器店や画材・文具専門店
など、アート・カルチャーをテーマとした新店舗が名古屋PARCOに集結！

リアルだからこそ体感できる話題のエンタメコンテンツがさらに拡充！見て触って楽しめる進化型ペットショップや、
店内に新たな才能発掘型イベントスペースを持つ個性派雑貨店なども名古屋PARCOに登場！

ART＆CULTURE

ENTERTAINMENT

FASHION＆BEAUTY

「ジェンダーニュートラル」「ラグジュアリーストリート」をテーマにファッションをグレートアップ。新しいブランドを常に発信
し続けるPOPUPスペースを設ける大型複合店や新進気鋭のラグジュアリーストリートを展開する西日本初のセレ
クトショップが初登場。続くマスク生活やおうち時間が増える中、自己表現や暮らしの質を上げる必需品として香り
を楽しむ美容・コスメショップも続々オープン！

2022年3月10日 株式会社パルコ 名古屋店

News Release

【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社パルコ 名古屋店 営業課

西澤（nisi-yuu@parco.jp） ／ 西（nishi-kana@parco.jp） ／ 金子（kane-haru@parco.jp）
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最先端アートとTOYを世界へ発信する

「MEDICOM TOY PLUS NAGOYA」

東海初
4/23（土）NEW OPEN

「自分たちが欲しいものをつくる」をコンセプトに映画・TV・コミック・ゲームなどのキャラクター
フィギアを手がけるメディコム・トイのスペシャルコンセプトストア。「NATURE＆FUTURE」
を体現したかつて見たこともないような味わいの空間が、BE＠RBRICKを中心とした
TOYを魅力的に演出します。多彩なコラボレーションや限定アイテムも必見です。

西館１階

東海初

世界有数のトップメゾンや気鋭ストリートブランドを数多く展開

「NUBIAN」

4月下旬 NEW OPEN

世界的にも有名なトップメゾン、ラグジュアリーブランドや注目の気鋭ストリート
レーベルをいち早く展開し、ミュージックシーンをはじめ、国内外問わず多くのア
ーティストに支持されているセレクトショップ「NUBIAN」が原宿、渋谷など都内
店舗に続き東海初進出！

西館１階

LA発！限定コラボアイテムなど最新テックアクセサリーが大人気

「CASETiFY STUDiO 」

東海初
4/28（木）NEW OPEN

東海エリアに初進出する「CASETiFY」は、テックアクセサリーのカスタマイゼー
ションを特徴とし、サステナブルな活動にも取りくむグローバルライフブランド。最
高品質の素材と最先端のデザインを用いたカスタムケースがその場で作れるほ
か、限定コラボアイテムなども豊富にラインナップ！名古屋PARCO店限定カラ
ーのスマホケースも登場し、オリジナリティあふれるテックアクセサリーをお楽しみ
いただけます。

西館１階

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信！

「atmos」

3/26（土）RENEWAL

「atmos」は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッション
としてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナル
ブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダク
トのテストローンチやマーケティングなど、東京のスニーカーカルチャーを世界
に向けて発信しています。

西館１階

©︎ 2022 MEDICOM TOY
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1803年創業！香水と基礎化粧品を取りそろえる
パリ発 総合美容専門店がついに栄にオープン

「OFFICINE UNIVERSELLE BULY」

楽園から届いた香りの贈り物
世界中の美しい場所から届いた製品を揃えた香りとコスメのショップ

「AUX PARADIS」

生活シーンを彩る
「香りのサステナブルブランド」が揃うコンセプトショップ

「JARDIN DES PARFUMS」

東京発、植物の恵みを生かしたデイリープロダクトブランド

「MARKS＆WEB」

4月中旬 NEW OPEN

独自に開発した化粧品や、こだわりをもって世界中から選りすぐった最高の原料
と美容道具を提供する総合美容専門店。 代表的商品である水性香水をはじ
め、フェイス、ボディのスキンケア、オーラルケア、ヘアケア、ルームフレグランスなど幅
広いラインナップで展開。植物オイルやクレイを使ったスキンケア・アドバイスの他、
コームやリップバームの刻印サービス、カリグラフィーサービスも提供します。

配合成分や地球・社会環境に配慮するなど、サステナブルなフレグランスブラ
ンドから、フレグランス、ボディケア製品、キャンドル、ディフューザーなどを取りそ
ろえるコンセプトショップ。ライフスタイルやシーンにあわせてお好みから選べ、気
軽に香りを楽しみながら、「自分の香り」と出会える空間です。

植物の恵みを生かしたフェイスケア・ボディケア・ヘアケアをメインに、ライフスタイル
雑貨も展開。 年齢や性別に関わらず自分らしく暮らしを楽しみたい方へ向けて
生活を豊かにするデイリープロダクトを提案しています。

4/21（木）NEW OPEN 西館１階

4/21（木）NEW OPEN 西館１階

4/21（木）RENEWAL 西館１階

西館１階

産地のわかる天然香料、さとうきびから作った醸造アルコール、モロッコから届いたア
ルガンオイルやサボテンオイル、フレンチアルプスのロバのミルクなどを展開するコスメ
ショップ。できる限りナチュラルな素材を、少しだけ科学の力を借りて、世界の美し
い場所から集めた素晴らしい素材と製品は、日本人の肌や繊細な感性を意識し
た優しい香りが魅力です。香水ボトルをより便利に繰り返しお使いただけるよう、香
水の量り売りもございます。

Cosmetic & Perfume
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4/15（金）RENEWAL

日常に寄り添いながらきらめくような瞬間をもたらす
イスラエル発のナチュラルコスメブランド

3/23(水) RENEWAL

世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心に、アロマや
ハーブティー、雑貨や洗剤など、独自の基準で吟味したビューティーセ
レクトショップ。カウンセリングを通じて、心身ともに癒してくれるトータルケ
アを提案し、ナチュラルアイテム初心者からリピーターまで幅広く親しま
れています。

世界中からナチュラル＆オーガニックな
コスメを取りそろえる

「Cosme Kitchen」

西館１階

海
初
内側&外側からのキレイと健康を提案する

オーガニック＆ナチュラルなコスメ・フードのセレクトショップ

「Biople」
｢BioなPeople｣という造語から生まれた、オーガニック＆ナチュラルな
アイテムを取り揃えるセレクトショップ。オーガニックライフの中で、内側
から輝くようなエネルギーのある美しさに導いていくブランドです。
業界に先駆けて提案をしてきた女性の身体や健康のケアをするフェ
ムケアをはじめ、サプリメントや食品などのインナーケア、さらに前向き
になれるコスメを世界中からセレクトし、内側と外側のダブルアプロー
チを提案します。

3/11（金）RENEWAL

ニューヨークでアポセカリーとして創業天然由来成分を配合した商品を
展開するキールズがリニューアル！皮膚科医と共同開発をしたDSライ
ンに特化したカウンセリングバーやUFCを購入した方限定で製品にオリ
ジナルシールが貼れる「Customize Your Kiehl’s」も仲間入り！

日本初！カウンセリングバーを新設！
世界に一つだけのオリジナルシールが作れるスペースも登場

「Kiehl’s」

西館１階

西館１階

ミネラル豊富な死海の成分や植物オイルを贅沢に配合したボディスクラ
ブをはじめ、ボディ、フェイス、ヘアケア製品やホームアイテム、大切な方
への贈り物にぴったりなギフトを多数取り揃えております。
豊かな香りと使い心地で、五感を満たす製品の数々をご提供します。

Cosmetic & Perfume

「SABON」
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5/6（金）NEW OPEN

4月8日(金) NEW OPEN

創業当時より、ハンドメイドとフレッシュを追求し、国内外のスイーツファンを虜に
するケーキ＆カフェがついに名古屋パルコに登場！素材のおいしさをシンプルに
表現した、旬のフレッシュケーキが常時13種類揃います。

3/4（金）NEW OPEN

ハンドメイドとフレッシュネスを追求した
フレッシュケーキ＆カフェ

「HARBS」

コーヒーで日常をもっとドラマチックに。
‶名古屋市役所 発”のコーヒーショップの新業態！

「Q.O.L.COFFEE BREWERS」

原宿本店の世界観を感じられる
大型店舗が東海エリアに登場！

「STUDIOUS（MENS）」

21/10/29（金） RENEWAL

STUDIOUS（メンズ）が新宿・大阪に続き全国3店舗目の大型店舗として
移転、取り扱い商品を増やしパワーアップオープン！店内には原宿エリアの路
面店1st（モード）、2nd（カジュアル）、3rd（ストリート）の3店舗のテイ
ストが再現された3つのエリアが新たに登場し、それぞれの世界観、トウキョウブ
ランドを楽しんでいただける店舗へと生まれ変わります。

ファッションディレクター祐真朋樹氏による
2022SS 新生ランバンコレクション

「LANVIN COLLECTION」
創業130年以上の歴史を誇るフランスのクチュールメゾン〈LANVIN〉のエスプリを
巧みに引き継ぐ〈LANVIN COLLECTION〉はファッションディレクター祐真朋樹氏
をクリエイティブディレクターに迎え2022春夏シーズンに新しく生まれ替わります。
フランス最古のクテュールメゾンである「ランバン」。その伝統や歴史にオマージュを捧
げながら、今の時代に相応しい新しいメンズのエレガンスを提案します。

全国のコーヒーフリークたちが集う、市役所にある人気ローステリーカフェの2号店は
世界中から厳選したスペシャルティコーヒーを気軽に楽しめる自家焙煎コーヒースタ
ンド。店名に込めたQuality of life（生活の質）の向上を目指し、対面式カウ
ンターでTO GOはもちろん、コーヒー豆やグッズも揃います。

西館１階

西館１階

西館１階

西館１階

POPUP 
SHOP



東海初

東海
初

本当の似合うが見つかる！をコンセプトに
全国初のデジタルサイネージ導入店舗が登場

「FREAK'S STORE」
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FREAK’S STOREから
「本当の”似合う”が見つかる！」をコンセプトに、全国初のデジタルサイネージ導入店
舗が登場。AIカメラを利用し、お客様へのオススメ商品の提案や、パーソナルカラー・
顔タイプ・ファッションタイプ・12星座マインド診断など、AI×ファッションの新たなショッピ
ング体験を提供いたします。

3/4（金） NEW OPEN  

3/18（金）RENEWAL

インテリアショップのショールーミングストアがOPEN

「B-COMPANY Showrooming Store」

「インテリアをファッションのように楽しむ」をテーマにはじめての一人暮らしか
ら二人暮らしの方をターゲットにしたデザイン性の高いアイテムを取り揃え
ております。実際の商品に気兼ねなく触れて、お買い物はPARCO ONLINE 
STOREで。新しいショッピングスタイルを提案する無人ショールミングストアです。

西館2階

西館8階

東館4階

サブカルイベントを発信！東海初ヲタ活コミュニティ型

「VILLAGE / VANGUARD」

全国3拠点目！店内に新たにイベントステージが登場！

「生のライブを気軽に見て頂く」がコンセプトの才能発掘型イベン
トステージでは様々なイベントをお楽しみいただけます！

また、キャラクター系ポップアップスペースが新たに併設！

人気コンテンツのポップアップイベントを期間限定で開催します。

更に「喫茶マウンテン」や「湯～とぴあ宝」など、地元企業とのコラ

ボ企画「東海のヴィレヴァン」など、イベント盛りだくさん！

「遊び心」を提案するヴィレヴァンが、新しいエリアと共に未だ見ぬ

出会いや素敵な発見をお届けします。

21/10/16（土） RENEWAL

週末を中心に、店内にて
LIVEイベントを多数開催中！

東館4階
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【最先端サービス・新設コーナー】

・楽器をスキャン(1/1000mm単位での計測)し、ネックの状態を可視化

する「PLEK」を設置したギターカスタマイズ＆リペアブース

・珍しい1本物ギターを集めた「リミテッドモデルストア」コーナー

・個人製作家、工房製作のオーダーギター受注サービス

・楽器個人売買サポートサービス (メンテナンス・撮影・配送対応)

・動画配信機材、楽曲制作、ガジェット系シンセサイザー、モニタースピー

カー視聴室などデジタルゾーンをさらに拡充

・楽器メーカーの新製品発表会やミニ催事、イベント、配信セミナーなどを

定期開催する常設の多目的スペース

東海最大級のフラッグシップショップ 「島村楽器」

21/12/4（土）RENEWAL 

2/24（木） RENEWAL 

ブライトリングブース
RENEWALを記念して期間限定フェアも開催！

「A.M.I NAGOYA PARCO」
新作の腕時計はもちろん、人気モデルのラインナップなど、通常500点
以上の腕時計を展示しているA.M.I NAGOYA PARCOのブライトリ
ングニングブースがリニューアル！改装を記念して、2月25日（金）～
4月17日（日）期間中、ご購入特典もご用意しております。

東館7階

南館6階

総合楽器店として全国展開する「島村楽器」がリニューアル。よりプロフェッ

ショナルのお客様にも満足いただける広域型ショップへ進化し、専門性の高

いミュージックライフをサポートします。

全国170店舗展開中のペットショップ
「ワンラブ」がプロデュースする

体験型テーマパークペットショップ！

「矢場動物堂」

名古屋市内に本社を構えるペットショップ「ワンラブ」が全国初の
新感覚体験型テーマパーク「矢場動物堂」を4月下旬にオープン！
子犬、子猫、小動物はもちろん、専門店ならではの珍獣たちの放し
飼いスペースやミニブタとふれ合えるスペースも新設！
ご家族にお迎えしたい方には、店頭にお探しの子がいない場合も全
国店舗のネットワークを駆使した幅広いご紹介が可能です。

全国初
4月下旬 NEW OPEN 東館5階

ミニブタとふれあえる
全国初のスペースを新設



東海初
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東海旗艦店として大型リニューアル！

「世界堂」
日本最大級の画材・文具の専門店「世界堂」が店内面積を大幅に拡
大し、大型リニューアルオープン。文房具はもちろん、画材・額縁・デザイ
ン用品・コミック用品や絵画など、名古屋エリア最大級のラインナップを取
り揃えます。

●専門スタッフによるサポートサービス
額装や商品のご提案など専門店ならではのサービスを提供します。
●法人営業担当を新設！
教材や事務備品のご相談、お見積りやお届けサービスなど、地域の学
校様、企業様の多様なニーズにお応えします。

21/11/29（月）RENEWAL 南館8階

東海最大級のトレーニングサポートセンター

「FITNESS Shop」
東海地区最大級を誇るフィットネス専門店がオープン。
サプリメントはもちろん、自宅で簡単に始められるトレーニング
グッズや本格的なトレーニング器具、格闘技用品などフィット
ネスに関わるあらゆる商品を豊富に展開。
さらに店内には10台以上のトレーニング器具を展開し
実際に比較してお試しいただくことも可能です。

21/10/20（水）NEW OPEN 南館8階

フィットネスショップ内女性専用ボディメイクジム

「SPICE UP FITNESS」

【美尻の魔術師】岡部友が手がける、お尻を鍛える女性
専用ジム。オリジナルのヒップトレーニングメソッド「Glutes 
in Action」を取り入れお尻を重点的に鍛えます。
SPICE UP FITNESSは、体重に縛られず、一生健康
でいられる身体作りを目標に、ひとりひとりの骨格・体質
に合った指導を行い運動を習慣化するためのジムです。

1/4（火）NEW OPEN 南館8階

体験トレーニングのご予約受付中
https://coubic.com/spiceupfitness_nagoya/897912

●必要なサプリメントや栄養バランスを見直したいお悩みを解決
●お部屋の広さ、行いたいトレーニングに合った器具のご提案
●トレーニング器具ご購入後も安心のアフターケア完備



【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社パルコ 名古屋店 営業課

西澤（nisi-yuu@parco.jp） ／ 西（nishi-kana@parco.jp） ／ 金子（kane-haru@parco.jp）

フロア ショップ名 ショップ名（カナ） 業態 オープン日 NEW RENEW
東海

初

名古屋

初

atmos アトモス メンズ 3月26日 ●

AUX PARADIS オゥパラディ コスメ・香水 4月21日 ●

OFFICINE UNIVERSELLE BULY オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー コスメ ４月中旬 ●

Kiehl's キールズ コスメ 3月11日 ●

Q.O.L. COFFEE BREWERS キューオーエル コーヒー ブリューワーズ コーヒースタンド 4月8日 ●

CASETiFY STUDiO ケースティファイ スタジオ アクセサリー・雑貨 4月28日 ● ● ●

Cosme Kitchen・BEOPLE コスメキッチン・ビープル コスメ 3月23日 ●

SABON サボン コスメ 4月15日 ●

Samantha Thavasa サマンサタバサ レディス 2月11日 ●

Samantha Thavasa Petit Choice サマンサタバサ プチ チョイス レディス 2月11日 ●

JARDIN DES PARFUMS ジャルダン デ パルファム コスメ 4月21日 ● ●

STAR JEWELRY スタージュエリー アクセサリー 3月18日 ●

STUDIOUS ステュディオス メンズ 21年10月29日 ●

NUBIAN ヌビアン メンズ・レディス 4月下旬 ● ● ●

HARBS ハーブス カフェ 5月6日 ●

MARKS&WEB マークスアンドウェブ コスメ・生活雑貨 4月21日 ●

MEDICOM TOY PLUS NAGOYA メディコム トイ プラス ナゴヤ フィギュア 4月23日 ● ● ●

４℃ ヨンドシージュエリー アクセサリー 3月19日 ●

LANVIN COLLECTION ランバン コレクション メンズ 3月4日 ●

FREAK'S STORE フリークスストア メンズ・レディス 3月18日 ●

Lui's/EX/store ルイス/イーエックスストア メンズ・レディス 21年11月6日 ●

UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ メンズ・レディス 3月25日 ●

西館3F ナガノマーケット ナガノマーケット キャラクター雑貨 3月12日 ● ● ●

evelyn エブリン レディス 3月19日 ●

RESEXXY リゼクシー レディス 21年9月10日 ●

B'2nd ビーセカンド メンズ・レディス 3月4日 ●

RATTLE TRAP ラトルトラップ メンズ 21年9月4日 ●

西館8F B-COMPANY Showrooming Store ビーカンパニーショールーミングストア インテリア・雑貨 3月4日 ● ● ●

東館2F WEGO ウィゴー メンズ・レディス 21年10月2日 ●

東館3F UNBY GENERAL GOODS STORE アンバイ ジェネラル グッズ ストア バック・小物 3月30日 ●

東館4F VILLAGE/VANGUARD ヴィレッジ/ヴァンガード
書籍・雑貨・CD・

バラエティ雑貨
21年10月16日 ●

東館5F 矢場動物堂 ヤバドウブツドウ 総合ペットショップ 4月下旬 ● ● ●

エイベックス・アーティストアカデミー名古屋校 エイベックス・アーティストアカデミーナゴヤコウ ダンススタジオ 4月1日 ●

TOWER RECORDS タワーレコード CD・DVD 2月11日 ●

東館7F A.M.I NAGOYA PARCO エイエムアイナゴヤパルコ
メンズ＆レディース

腕時計
2月24日 ●

BAYCREW'S STORE ベイクルーズストア 大型複合店 3月24日 ● ● ●

　JOURNAL STANDARD 　ジャーナル スタンダード レディス ●

　JOURNAL STANDARD relume 　ジャーナル スタンダード レリューム レディス ●

　JOURNAL STANDARD L'ESSAGE 　ジャーナル スタンダード レサージュ レディス ● ● ●

　journal standard luxe 　ジャーナル スタンダード ラックス レディス ● ● ●

　JOURNAL STANDARD FURNITURE 　ジャーナル スタンダード ファ二チャー 雑貨・インテリア ● ● ●

　Uhr Residence Store 　ウーア レジデンス ストア レディス ●

　enasoluna 　エナソルーナ アクセサリー ●

　Harpo 　アルポ アクセサリー ●

BAYCREW'S STORE ベイクルーズストア 大型複合店 3月24日 ● ● ●

　IÉNA 　イエナ レディス ●

　SLOBE IÉNA 　スローブ イエナ レディス ● ● ●

　LE TALON 　ル タロン 婦人靴・バッグ ●

　IÉNA LA BOUCLE 　イエナ ラ ブークル レディス ● ● ●

　EYETHINK HIROB 　アイシンク ヒロブ アイウェア ● ● ●

　EMILY WEEK 　エミリーウィーク ランジェリー ● ● ●

　HIROB 　ヒロブ 時計・アクセサリー ●

BAYCREW'S STORE ベイクルーズストア 大型複合店 3月24日 ● ● ●

　JOURNAL STANDARD 　ジャーナル スタンダード メンズ ●

　JOURNAL STANDARD relume 　ジャーナル スタンダード レリューム メンズ ●

　 OUTDOOR PRODUCTS The Recreation Store 　アウトドア プロダクツ ザ レクリエーション ストア バッグ ● ● ●

　ÉDIFICE 　エディフィス メンズ ●

　L’ÉCHOPPE 　レショップ メンズ・レディス ● ● ●

　Paris Saint-Germain 　パリ・サンジェルマン
メンズ・レディス・

キッズ
●

BAYCREW'S STORE ベイクルーズストア 大型複合店 3月24日 ● ● ●

　CITYSHOP 　シティショップ レディス ● ● ●

　Oriens JOURNAL STANDARD 　オリエンス ジャーナル スタンダード メンズ・レディス ● ● ●

　WISM 　ウィズム メンズ ● ● ●

　REDWING 　レッドウィング 靴 ●

南館6F 島村楽器 シマムラガッキ
楽器･楽譜･スタジ

オ･スクール
21年12月4日 ●

世界堂 セカイドウ 画材・文具・額縁 21年11月29日 ●

FITNESS Shop フィットネスショップ フィットネス関連商品 21年10月20日 ●

SPICE UP FITNESS スパイスアップフィットネス
女性専用ボディメイ

クジム
1月4日 ●

※OPEN日は状況により変更となる場合がございます。

南館3F
3月24日

南館8F

南館2F

東館6F

3月24日

3月24日

3月24日

南館B1F

南館1F

西館1F

西館2F　

西館4F

西館5F


