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【パルコのプレミアムフライデー】 
全国の PARCO 6 店舗で地元企業と連携したイベントや飲食店でのサービスを実施！ 

2017 年 2 月 24 日（金）スタート！  
 

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表執行役社長：牧山 浩三、以下パルコ）は、「プレミアムフライデー」に   
合わせ、2 月 24 日（金）から全国の PARCO6 店舗で、地元企業と連携したイベントや飲食店でのサービス、ノベルティ    
プレゼントキャンペーンなどをおこない、週末の新たな過ごし方を提案します。 
 
＜パルコのプレミアムフライデー 特徴＞ 
①地元企業と連動したイベントの開催 
札幌 PARCO では、地元ラジオ局「FM 北海道（AIR-G’）」とコラボレーションし、 
同局が主催する街コン「G コン」を館内レストランで 2 月 24 日（金）に開催します。 
 

②飲食店でのサービス 
池袋 PARCO、静岡 PARCO、名古屋 PARCO の対象レストランでドリンクサービスや限定メニューの提供などをおこないます。 
また、名古屋 PARCO では松坂屋名古屋店と連携し、レストランでプレミアムフライデーサービスを実施します。 

 
③プレゼントキャンペーンの実施 
仙台 PARCO では対象のコスメショップにてパルコカードで税込 10,000 円以上   
お買い上げごとに、1,000 円分の仙台 PARCO 内コスメショップで使えるお買物券を 
プレゼントする「コスメの日」を、プレミアムフライデーに合わせ、月末金曜日に実施   
します。また、仙台 PARCO、池袋 PARCO、静岡 PARCO、名古屋 PARCO、   
広島 PARCO では各ショップでノベルティのプレゼントをおこないます。 

＜プレミアムフライデー 企画実施店舗一覧＞ 
店舗 企画内容 

札幌 PARCO 
・地元ラジオ局「FM 北海道（AIR-G’）」と札幌 PARCO がコラボレーション。「FM 北海道」が主催する街コン
「G コン」を２月 24 日（金）、札幌 PARCO 8Ｆのレストランで開催します。 

仙台 PARCO 

・対象のコスメショップにてパルコカードで 10,000 円以上お買い上げごとに、1,000 円分の仙台 PARCO 内  
コスメショップで使えるお買物券をプレゼントする「コスメの日」を、 プレミアムフライデーに合わせ、月末金曜日に
実施します。※これまでは毎月 10 日に開催 

・館内約 20 店舗でセールやノベルティフェアを実施します。※詳細別紙 
池袋 PARCO ・館内レストラン対象店舗で、ドリンクサービスや限定メニューのご提供などをおこないます。 
静岡 PARCO ・館内 16 店舗で、割引サービスやノベルティのプレゼントをおこないます。 

名古屋 PARCO 

・毎月末金曜日にパルコがセレクトしたフードを半額でご提供します。2 月は昨年秋にオープンした「ブリジェラ」の
ブリオッシュＭサイズを先着 200 名様限定で半額にてご提供します。 

・毎月末金曜日 17 時以降は、パルコ第一駐車場の夕方利用券を半額（400 円）でご利用いただけます。 
・松坂屋名古屋店と連携し、レストランでプレミアムフライデーサービスを実施します。 
・館内約 50 店舗で金曜日限定の OFF やノベルティプレゼント、ポイントサービスを実施します。 

広島 PARCO ・館内 21 店舗で、OFF やノベルティフェアを実施します。※詳細別紙 
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＜参考資料＞ 
仙台 PARCO 企画実施予定店舗 

本
館 

B1F 

ザ・ボディショップ 税込 6,480 円以上お買い上げでフルーツ シャワージェルプレゼント 
生活の木 税込 1,080 円以上お買い上げでハーバルライフメンバーズカードプラス 1 ポイント 

プレゼント 
リラクゼーションスペースラフィネ 当日施術を受けられた方にオリジナルハーブティプレゼント 
プチバトー 対象品を含み税込 10,800 円以上の購入でマリニエールバック 1 点プレゼント 

（3 月 9 日（木）まで） 
1F マディファブリカ ギフトラッピング無料 

2F 
A・D・A 10%OFF キャンペーン実施 
VA ヴァンドーム青山 店内全品 10%OFF 

3F カリテ ギフトボックス無料（予定) 
4F ジェイダ 店内全品 10%OFF 

6F 

アースミュージックアンドエコロジー メールマガジン提示で 20%OFF（当日登録でも可） 
ふりふ 限定着物展示会を開催 
ウィゴー 100 円ソックスをご用意 
プードゥドゥ 春物 20％OFF、お買い上げでポストカードプレゼント 

7F サマンサキングズ ノベルティプレゼント 

パ
ル
コ
２ 

2F 

45R 「歳時記 T シャツ（上巳）」販売 
カガエカンポウブティック メンバーズポイント 2 倍押印 
ジョンマスターオーガニックセレクト メンバーズカードお作りの新規のお客様に税込 5,400 円以上ご購入でサシェを    

プレゼント 
タビオ お買い上げの方にタビオのポイント 3 倍プレゼント 

3F ドロワット・ロートレアモン 全商品 15%OFF(セール商品は除く) 

4F 
エルディープライム 一部商品スペシャルプライス 
ラフィネプリュス 当日施術を受けられた方にオリジナルハーブティをプレゼント 

5F パーツクラブ 税込 1,620 円以上お買い上げの方にオリジナル本プレゼント 
 
名古屋 PARCO 企画実施予定店舗 

西
館 

Ｂ1F 

ブリジェラ 通常税込 410 円のブリオッシュ M サイズを先着 200 名様限定で税込 205 円で  
販売 

ワウワウ ハワイアン レモネード 
ワエナ 

17 時からハッピーアワープライス 

1Ｆ ジョンマスターオーガニックセレクト 頭皮スコープを体験された方にサンプルプレゼント（なくなり次第終了） 

2Ｆ 
OMK 17 時以降お食事の方 アルコール 1 杯 324 円（お１人様 1 杯限り）（一部   

対象外のドリンクあり） 

7F 
ラケル 15～17 時までサントリープレミアムモルツ小瓶 480 円を半額でご提供 
ユソーシ 18 時以降次回ご利用いただける 10％OFF クーポンプレゼント 

8F 
スイーツパラダイス 17 時以降ハーゲンダッツ付きのバイキングをご注文で 100 円キャッシュバック 
ABC クッキングスタジオ 15 時以降ご来店で ABC オリジナルエコバッグ＋レシピ本プレゼント。さらに体験会 

ご予約で通常 4,000 円のレッスンに 0 円でご招待 
他、多数予定 
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広島 PARCO 企画実施予定店舗 

本
館 

B1F 

アテニア 税込 6,000 円以上お買い上げでコラーゲンドリンク２本プレゼント 
スイーツパラダイス HP・SNS 関連の提示で ハーゲンダッツ＆イルジェラート 12 種類サービス 

（バイキングご利用の方限定） 
スキンフード 17 時以降にパルコカード利用もしくは新規ご入会の上、2 点以上お買い上げで 

全商品 10％OFF 

1F 
ジョンマスターオーガニックセレクト 税込 8,640 円以上購入の方、先着 10 名様に人気のクレンジング 1 週間サイズ  

プレゼント 
オージュドウィ 税込 3,240 円以上お買い上げの方先着 15 名様にオリジナルノベルティプレゼント 

2F ミラオーウェン 携帯会員のお客様に W ポイントプレゼント 

3F 
ミッシュマッシュ パルコカードご利用または新規ご入会で 10%OFF 
マーキュリーデュオ お買い上げでマーキュリーデュオのポイント 5 倍プレゼント 
ビッキー 税込 21,600 円以上お買い上げでノベルティプレゼント 

4F 

アイショップファイブ カラーコンタクトのみ 5％OFF 
デュラス 一部商品 20%OFF 
リップサービス 春物新作 2 点以上で 20％OFF 
エモダ パルコカードご利用または新規ご入会で 15％OFF 

7F ワンアフターアナザーナイスクラップ 対象商品＋1 点以上お買い上げで全商品 20%OFF 

8F 

ページボーイ ページボーイのアプリをご利用のお客様に 500 ポイントプレゼント 
アールエヌエイメディアダブルコ
ロン 

税込 16,200 円以上お買い上げで RNA members.com のお買い上げポイント
2 倍、税込 32,400 円以上お買い上げで 5 倍プレゼント 

プードゥドゥ 春物新作 20％OFF（一部除外あり） 

新
館 

5F 

オリヒカ オリヒカメンバーズカードポイント 2 倍 
ビーカンパニー 一部商品 50～10%OFF 
フランフランデザインフォーライフ 一部商品 OFF、人気のマッサージクッションが 1,000 円 OFF（税込 10,800 円 

以上の商品が対象）（2 月 24 日（金）～2 月 26 日（日）） 

6F 
ヒステリックミニ 税込 5,400 円お買い上げのお客様にステッカーをプレゼント（お一人様 2 枚 

まで） 
 


