
2017年7月 
株式会社 パルコ 大津店  

『ザ・閉店セール』第2弾では、新規ＯＰＥＮの期間
限定ショップをはじめ、商品が更にお買い得に！ 

7月21日（金）より、いよいよ開催！ 
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本年8月31日（木）をもって営業を終了する大津パルコにおきまして、 
6月16日（金）より、「ザ・閉店セール」第1弾を開催致しております。 
最終日までお客様にご愛顧頂けるよう、大好評の第１弾に引き続き、 
7月21日（金）より第2弾の開催となります。 
第1弾のMAX50%のオフ率より更にお買い得！MAX70%オフのお取扱い
ショップが多数ございます。加えて、「ザ・閉店セール」第2弾の開催に
伴う、期間限定ショップが続々ＯＰＥＮ致します。 
つきましては、 

期間限定ショップの他、イベントのご案内をさせて頂きます。                                             
是非貴媒体にてご取材・ご掲載をご検討くださいますよう、 
よろしくお願いいたします。 

                                                 

2017. 7. 21（金）－ 8.17（木） 

大津パルコ 

『ザ ・閉店 セール』第２弾 開催！ 
ＭＡＸ７０％ＯＦＦ！！第１弾より更にお買い得！！ 

報 道 資 料 

Instagram&Twitter投稿キャンペーン 

５０００人のスマイルプロジェクト『真夏のイルミ』開催中！（7月31日まで募集！） 
大津パルコの象徴であるツリーイルミネーションをお客様の協力の下、最後の光を灯すプロジェクトを3月25日（土）よりスタートしております。 

一般公募（インスタグラム、ツイッター、E-MAIL）により、お客様の「“いちばんの笑顔”写真」を募集！ 

たくさんの笑顔写真が集まった時！真夏の夜空に大津パルコのツリーイルミネーションが点灯致します。 

こちらのプロジェクトは７月末までの期間中に募った、参加者からの“いちばんの笑顔”が、特設ホームページで随時公開されます。 

http://otsu.parco.jp/web/finalillumi/ 
また、募集期間内にご投稿頂いた方には、投稿画面提示で、大津パルコオリジナル缶バッジをプレゼント致します。 

（引換会場：3Ｆ PARCO・セゾンカウンター） 

目指せ！ツリー点灯！ 

 

 

 

＜開催概要＞ 

【タイトル】   
『真夏のイルミ』 
～５，０００人のスマイルプロジェクト～ 
【応募期間】 ～７月31日（金）まで 
【応募方法】   
TwitterかInstagramでハッシュタグ 
【♯真夏のイルミ】をつけて“いちばんの
笑顔”を投稿 
【点灯式日程】 8/11（金・祝）  
20:00～20:30 
※8/31（木）まで毎日点灯！ 
各日20 :00～23:00 
【点灯式開催場所】  
大津PARCO 三角広場 
【HPページ】  
http://otsu.parco.jp/web/finalillumi/ 
【主催】大津PARCO  

投稿写真一例 

■大津パルコ『ザ・閉店 セール』 第2弾 開催概要 
 

○会期：2017年7月21日（金）～8月17日（木） １０:００～２０:３０ 
 
○会場：大津パルコ全館 
 
○主催：大津パルコ 

http://otsu.parco.jp/web/finalillumi/
http://otsu.parco.jp/web/finalillumi/
http://otsu.parco.jp/web/finalillumi/
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■期間限定ショップ一覧 

ザ・閉店セール 期間限定ショップ続々ＯＰＥＮ！ 
大津パルコの「ザ・閉店セール」第2弾の開催に伴いまして、第1弾のMAX50%のオフ率より更にお買い得！MAX70%オフ商品の 

お取扱いショップが目白押し！また、館内各所にて、バラエティ豊かな期間限定ショップが続々ＯＰＥＮ致します。 

 

 

DAIMARU LIMITED STORE 
大丸松坂屋百貨店の期間限定ショップ（6月16日～） 

7月21日（金）～7月27日（木）の期間は、『婦人洋品雑貨セール』を開催！ 

 

【今後の予定】 
7/28（金）～8/2（水）：婦人靴処分セール 

8/4（金）～8/16（水）：リビング雑貨セール 

8/18（金）～8/31（木）：アクセサリー＆婦人洋品雑貨セール 

■期間：6月16日（金）～8月31日（日） 

■会場：3F 特設会場 

スポーツオーソリティPOP-UP STORE 
この夏をさらに楽しくするリゾートアイテム大集合！！ 
水着・ラッシュガード・サンダル・レジャー用品・ブランド 
Ｔシャツなどをスペシャルプライスで販売！ 
 

期間中はなんとMAX５０％オフ！！ 
■期間：～8月16日（水） 

 

■会場：3F 特設会場 

 

 
ＡＢＣマート ザ・閉店セール特別企画 

アウトレットセール 
ＡＢＣマートのアウトレット催事が7月21日（金）より 

3F特設会場にて期間限定ＯＰＥＮ！ 

アウトレットならではの格安シューズを販売致します。 

 

期間中はなんとMAX７０％オフ！！ 
■期間：7月21日（金）～8月16日（水） 

 

■会場：3F 特設会場 
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クロシードシューズバーゲン 
大都市圏に通勤するOL・ビジネスマンや 
ファミリーを対象に、新たなファッショントレンド 
商品からデイリーシューズまで、よりリーズ 
ナブルな価格で提案します。 
 
■期間：7月21日（金）～8月31日（木）  

 

■会場：6Ｆ 特設会場 

 

 

その他にもお買い得セールが盛りだくさん！ 
  

ザ・閉店セール第2弾 特別企画開催！ 
大津パルコ大津パルコ「ザ・閉店セール」第2弾に先行し、 

特別企画として、大津パルコへのメッセージ企画の他、パルコ象徴でもある広告ビジュアル（Ｂ全ポスター）の変遷をたどるポス

ター展を開催致しております。 

 

1.『大津パルコＢ全展』 5Ｆ特設会場にて開催中！ 

1969年の池袋パルコオープンから現在に至るまでの、 
パルコ象徴でもある広告ビジュアル（Ｂ全ポスター）の 
変遷をたどるポスター展が 
大津パルコ５F特設会場にて開催。 
パルコのポスターと言えば、B全ポスター。 
休業中の渋谷パルコ、昨年11月に閉店した 
千葉パルコにて好評を博した、『B全展』です。 
パルコの広告の歴史を体験頂けます。 
 
■期間：～8月31日（木） 
■会場：5F 特設会場 

 

2.『ありがとうパルコ』大津パルコの思い出や感謝を込めたメッセージを大募集！  

滋賀に大津パルコが開店して20年あまり、多くの思い出を残して、2017年8月31日（木）に閉店します。 
滋賀での商業施設の先駆けとして、多くの人が訪れ、 
パルコが発信するファッションや文化に影響を受けた人も多いのではないでしょうか。 
e-radioでは「ありがとうパルコ」と題して、大津パルコでの思い出や感謝の気持ちを込めたメッセージを大募集！ 
２Fローズマリー前にタペストリーが出現！ 
大津パルコへのメッセージをお待ちしております。 
また、e-radioの番組へのメッセージ投稿もお待ちしております！ 
 
■期間：～8月31日（木） 
■タペストリー会場：2F ローズマリー前 
■公式ＨＰ：http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/ 

 

 

 

http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
http://www.e-radio.co.jp/parco-arigatou/
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この夏公開のユニバーサル・スタジオ／イルミネーションが贈る全世界待望の最新作 
「怪盗グルーのミニオン大脱走」とパルコ グランバザールがコラボレーション！ 
※大津パルコは ザ・閉店セール 

 
全国10店舗にて「ミニオン大脱走POP-UP SHOP」を開催！ 
パルコでしか買えない「怪盗グルーのミニオン大脱走」のグッズを中心に展開します。 
 
また東京・名古屋・大阪・福岡・札幌の全国５か所で「ミニオン大脱走CAFE」を期間限定オープン！ 
 
ミニオンイヤーになること間違いなしの今年の夏を 
映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」と「ミニオン大脱走POP-UP SHOP」、「ミニオン大脱走CAFE」でお楽しみください！ 

 
■会期：7/21(金)～7/30(日) 
 
■会場：1F・特設会場 
 
■公式HP： http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108 
 
 
 

店舗 開催期間

池袋パルコ 本館7F THE GUEST CAFE＆DINER 7月１日（土）～8月29日（火）

福岡パルコ 本館5Ｆ THE GUEST CAFE＆DINER 7月1日（土）～9月12日（火）

札幌パルコ ４Ｆ THE GUEST CAFE＆DINER 7月7日（金）～9月6日（水）

心斎橋161 2F THE GUEST CAFE＆DINER 7月7日（金）～9月10日（日）

名古屋パルコ 西館8F THE GUEST CAFE＆DINER 7月12日（水）～9月3日（日）

店舗 開催期間

宇都宮パルコ・1Ｆ 特設会場 7月7日（金）～7月18日（火）

吉祥寺パルコ・6F 特設会場 7月7日（金）～7月18日（火）

静岡パルコ・1F　特設会場 7月7日（金）～7月18日（火）

広島パルコ・本館1F 特設会場 7月13日（木）～7月20日（木）

仙台パルコ・本館1F エスカレーター横特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

浦和パルコ・4F　青のエスカレーター横 特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

津田沼パルコ・A館3Ｆ 特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

松本パルコ・1F　特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

大津パルコ・1F 特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

熊本パルコ・8F 特設会場 7月21日（金）～7月30日（日）

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
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http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108
http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108
http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108
http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108
http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=1108
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ミニオン大脱走 LIMITED CAFE&GOODS SHOP限定 グッズ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
 

株式会社パルコ 大津店 
住所：〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-30 4F   

TEL ： 077-527-7001   
FAX ： 077-528-5870 

担当：那須 陽友 nasu-haru@parco.jp 
 

タッパー３個セット ￥1,200 
リングノート 各￥550 

                                              

ミニオン限定くじ 1回 500円 
クリアファイルセット、ダイカットメモ帳 
ステッカーセット、おきがえメッセージカードセット 
ICカードドレスステッカー、バナナアメボックス 
ボールペン、コットントート 

                                                 

アクリルキーホルダー 各￥750 
ポストカード 各￥350 

クリアファイル 各￥350                                                  

iphone ケース 各￥2,200 

マルチスマホケース 各￥3,600                                

ポラロイド風ステッカー 各￥180 

頭文字ステッカー 各￥150                                     

マイクロファイバークロス 各￥500 
金平糖 各¥1,000 / 
 ハンドタオル 各￥850 

アートキャンパス 各￥2,800                                                 

ラバーストラップ 各￥680 / ビッグ ¥800 
マスキングテープ 各￥300 / 歯ブラシセット 
¥1,600 

缶入りメモ 各￥600 / ミニボックスティッシュ ¥350                                

てぬぐい ￥1,200 / アクリルミラー 
各¥1,200 
ランチトートバッグ ￥1,200 
缶バッジ 各¥350 / リユースボトル 

￥1,600                               

アクリルスマホスタンド 各￥1500 
バンダナ ¥1,000 / 
 マグネット 各￥650 

Tシャツ(S.M.L サイズ) 各￥2,800                                                 

〜７月中旬より発売予定商品〜（新入荷！） 
 
豆皿 各¥700 / マグカップ 各￥1,500 
ピルケース 各￥650 / メガネケース ¥2,200 
四角缶入りクッキー 各￥1,300 
 
マスコットクリーナー 各￥900  
パスケース 各￥1,200 / ぬいぐるみがま口 
各 ¥1,600 
 

ポーチ ￥1,800 / 巾着 各 ¥850                                               

湯のみ 各￥900 
ステンレスボトル 各¥2,500 

小皿セット ¥1,400                                                
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★MAX BRENNER (マックス ブレナー) 
ニューヨーク発のチョコレートブランドで、世界中で50店舗以上を展開しています。 
チョコレートのテーマパークのような店内には、五感を刺激するインテリア、ユニークな食器、ポップなパッケージが並び、新しいチョ
コレートの楽しみ方など、今までにないチョコレートエンターテインメントを提供致します。 
 一番人気はチョコレートチャンクピザ。 
もっちり生地にミルクとホワイトチョコレートのチャンク、マシュマロをトッピングしてトースト。 
誰かも愛される大人気メニューです。 

 
■会期：7/21(金)～ 取扱いスタート！ 
 
■会場：サテライト 3F『ICE MONSTER POP UP SHOP』内 
 
 
 

 

好評営業中！世界一のかき氷『ICE MONSTER POP UP SHOP』にて、 
MAX BRENNER CHOCOLATE BARの人気メニュー取扱い開始！！   

7/21（金）には関係者様向けの内覧会開催！ 

 

MAX BRENNER CHOCOLATER BAR 商品一覧 

＜店舗情報＞ 
【店名】      『ICE MONSTER POP UP SHOP』 
【開催日】     8/31（木）まで  
【会場】       大津PARCO サテライト 3F 
【住所】     〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-30  
【HPページ】  http://otsu.parco.jp/ 
【営業時間】  10:00～20:30（L.O.20:00)  
【休日】    不定休    

MAX BRENNER 『マスコミ向け内覧会』のご案内 

『MAX BRENNER』取り扱い開始に伴いまして、関係者様向けの内覧会を7月21日（金）に開催いたします。開催時間（10:00～11:00） 
（予定）時間変更の可能性有） 
サテライト3F店舗まで直接お越しください。ご参加頂ける方は、下記用紙に必要事項をご記入の上、ファックスまたはメールにて 
ご連絡のほどお願い申し上げます。ぜひ記者媒体にてご取材頂きたく、お願い申し上げます。 
 
広報用画像につきましては大津パルコ那須/西井までお問合せください。 
Mail:nasu-haru@parco.jp nisi-taku@parco.jp  TEL:077-527-7001 
※広報を目的とする場合に限り、ご使用下さい。その他でのご利用にあたっては固くお断り致します。 
※掲載前に情報の確認をいたしますので原稿、もしくは校正の段階で担当宛にお送りください。 
※後日掲載紙・誌・メディアを担当宛にお送りください。 

■ご担当者名：                                     / 
■貴社名：                                        / 
■mail：                                                  /  
■電話番号：                                       / 
■媒体名・番組名（必ず明記下さい）：                      / 
■発行予定日          年           月       日      /  

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
 

株式会社パルコ 大津店 
住所：〒520-0806  

滋賀県大津市打出浜14-30 4F   
TEL ： 077-527-7001   
FAX ： 077-528-5870 

担当：那須 陽友 nasu-haru@parco.jp 
 


