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吉祥寺パルコ 地域の魅力アップに貢献するイベント開催

あらゆるコトモノの再定義

『THE VALUES MARKET in KICHIJOJI PARCO 』
吉祥寺パルコでは、地域活性化・共創に向けて街の中心部を盛り上げる目的で、リアルな場での楽しさを継続し
て提案してまいりました。
今春は、様々な魅力が混在する街、吉祥寺において「あらゆるコトモノの価値を再定義する。」ことを目的とし、吉
祥寺内外のアート、カルチャー、ショップ、人を発信していく全館企画を行います。各イベントを体感することで、参
加者それぞれが、新たな価値を再定義できる場になってほしいという思いを込めて開催致します。

メインビジュアル
制作：㈱クラウドボックス

■企画タイトル：THE VALUES MARKET in KICHIJOJI PARCO
■開催期間：2022 年 3 月 18 日（金）～4 月 10 日（日）
■会場:吉祥寺パルコ各所
■企画概要：吉祥寺地域内外のアートカルチャー・ショップの集合型全館イベント。期間内に 10 以上のイベントを
開催。

【THE VALUES MARKET 10days】
期間中各ショップの魅力的なイベントを開催。また「普段は通り過ぎてしまうあのショッ
プにも、誰かにとってのお宝は眠っているもの。」として、今回は「デイリーユースの最
高品」というテーマを元に、ショップが選んだリコメンドアイテムを WEB や SNS で紹
介。テーマを設けることで、お客様に新たな視点でアイテムの価値を見出していただ
けることを期待しています。

※ ㊇ 先 手 家 ・ UNITED
NATURE のデイリーユース

■日程：3 月 18 日（金）～3 月 27 日(日)

の最高品

■開催場所：吉祥寺パルコ内の各ショップ
■吉祥寺パルコ公式ホームページにて配信

https://kichijoji.parco.jp/
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イベント①

【第３回吉祥寺 ZINE フェスティバル】
昨年 3 月、11 月の２回開催し、大好評を博した、
吉祥寺 ZINE フェスティバルが帰ってきます。
美大生、イラストレーター、カメラマンなど総勢 70 名が大集合！作り手の方と直接
話をしながら ZINE の世界に触れることができます。そして次回開催の際にはぜひ
出展者側に立ってみませんか？ZINE 作りを通じて、等身大の興味や好きを形にす
ることができ、気づいていない自分を知ることができるかもしれません。ZINE の世
界にぜひ足を踏み出してみてください。
ZINE とは
個人がこだわりを詰め込んで制作した「冊子」のことで、写真やイラストなど、内容は
様々。
■開催日:3 月 19 日(土)※雨天順延 26 日(土)
■開催時間:10 時 00 分～16 時 30 分
■会場:屋上
■入場料:100 円(税込)
■主催:BOOK CULTURE CLUB
※19 日が雨の場合は 26 日に順延し、26 日が雨の場合は中止。
雨の場合の中止案内は下記の SNS アカウントで行います。
https://twitter.com/bookcultureclub

イベント②

【OPEN SkiiMa-Spring market-】
パルコが運営するコワーキングスペース「SkiiMa (スキーマ)」を開放し、普段は利
用者しか入れない SkiiMa をどなたでも自由に楽しんでいただけるオープンデイ。
施設内を見て頂けるフリー内覧会や、SkiiMa で働く人たちが出店するマーケットも
同時開催します。マーケットには吉祥寺の名物店も出店。
個性豊かなラインナップをお楽しみください。
1 日を通して SkiiMa の魅力やコミュニティを体験頂けるイベントです。
■開催日：2022 年 3 月 19 日（土）※雨天順延 26 日（土）
■開催時間：10 時 00 分～17 時 00 分（内覧可能）
■会場:8F SkiiMa KICHIJOJI
■入場料：無料

※前回開催の様子

PRESS RELEASE

2022 年 3 月 14 日
吉祥寺パルコ

【出展者ラインナップ】
<Event>
・旅する写真館 （ポートレート撮影）
<Goods>
・フーコー株式会社
・おみごとスナック 御美娘：グッズ販売（ https://www.instagram.com/omigoto_snack）
＜Art>
・浜田一平：作品販売、スクリーンプリント （ https://www.instagram.com/hamadaippei）
・Chisa Baba： 作品販売（https://www.instagram.com/chisa.baba）
・百年：作品販売（ https://www.instagram.com/momotose90）
<Food>
・manamint：ノンアルドリンク販売（ https://www.instagram.com/manamint8）
・ミンキッチン：お菓子（ https://kishiii.wixsite.com/min-kitchen）
SkiiMa KICHIJOJI とは
パルコが運営するコワーキングスペース「SkiiMa」の関東一号店として、2021 年 4 月 12 日オープン。
職住近接な街の特性に合わせ、クリエイター・事業者・地域にお住まいの方など、街で活動する人々の拠点となるよう、
様々な人の働き方に合わせたファシリティ・プランを用意。またオフィススペースには、アートウォール、ショップ、イベン
トスペースとしての機能も備え、単なる働く場という枠を超え、地域の新しいコミュニケーションの場所となることを目指
します。

イベント③

【第 1 回吉祥寺本と T シャツ蚤の市】
吉祥寺 ZINE フェスティバルを企画した中西功が仕掛ける本と T シャツ市。出展数は約 50 グループで、ZINE フェス
ティバルに参加しているグループも多数出店。
蚤の市とは言いつつも、デザイナーさんによる新品の T シャツも多数用意されます。
■開催日:4 月 2 日(土)※雨天順延 9 日(土)
■開催時間:10 時 00 分～16 時 30 分
■会場:屋上
■入場料:100 円(税込)
■主催:BOOK CULTURE CLUB
※2 日が雨の場合は 9 日に順延し、9 日が雨の場合は中止。
雨の場合の中止案内は下記の SNS アカウントで行います。
https://twitter.com/bookcultureclub
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イベント④

【コーヒー豆市】
全国 20 以上の焙煎所のコーヒー豆が大集合！
京都の大山崎 COFFEE ROASTERS や山梨の寺崎コーヒーなど、
全国各地、地元で愛されているお店の豆を購入いただけます。
■開催日：4 月 10 日（日）
■開催場所：B1F 特設会場

イベント⑤

【フリーマーケット】
吉祥寺で定番のフリーマーケット。トレンドの洋服、雑貨、古本、子供服、
アクセサリーなどバラエティ豊かなラインナップ。
■開催日:3 月 20 日(日)、4 月 3 日（日）、10 日（日） ※雨天中止
■開催時間:9 時 30 分～14 時 00 分
■開催場所：屋上

期間限定 POP UP SHOP
吉祥寺パルコでは、刺繍、本など出店者の好きなものを表現していただき、その価値観に触れて、体験でき
る期間限定の POP UP SHOP を展開いたします。
BOOK TRUCK(ブックトラック)
BOOK TRUCK は公園や駅前、野外イベントなどの行く先々に合わせ
て、その都度品揃えや形態が変わるフレキシブルな移動本屋です。新
刊書、古書、洋書、リトルプレス、雑貨などを販売しています。
■日程：3 月 19 日(土)～21 日(月)
■会場：1F 正面入口イベントスペース
※雨天時 2F エスカレーターサイドで展開予定
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グッドウォーキン上田
よしもとのお笑い芸人として活動し、
スニーカー芸人として「アメトーーク！」にも出演。
彼女に振られたことをきっかけに刺繍をはじめ、2017 年より、手刺繍を
施したキャップブランド「goodwalkin」を展開。
今回はキャップなどを中心に新作のアイテムを販売いたします。
過去の作品も展示、販売予定。
■日程：3 月 18 日(金)～31 日(木)
■会場：１F ターンザテーブル
■3 月 26 日(土)に 8F SkiiMa KICHIJOJI にてワークショップを開催。

SLAT（スラット）
東京の高円寺で人気のパル商店街内にある,アメリカ古着を中心にした古着
屋。POP UP SHOP は今回で 3 回目の開催となる。期間中は「ガレッジセール」
と題して、仕入れで本店には並ばない商品を集め、4,000 円以下に価格設定を
して展開。
■日程：3 月 16 日(水)～29 日(火)
■会場：１F 公園通り口

【本件に関するお問い合わせ先】
担当：株式会社パルコ 吉祥寺店 金子（kane-nao@parco.jp）・吉川 (kikka-gou@parco.jp)・奥（oku-kazu@parco.jp）

