
福岡パルコ PRESS RELEASE 2017年8月9日(水)

今秋、福岡パルコでは全32ショップ3,800㎡の改装を実施致します。

今回の秋改装では、【新館をシンカ】をテーマに、新館の開業来最大規模のリニューアルを実施致します。

今春にOPENした「BOOK AND BED TOKYO」が“過ごす場”を提供するように、新しい“出会う場”となるプロジェクト
創生型ワークスペース「ザ・カンパニー」、新しいライフスタイルのきっかけとなる“通う場”「ホットヨガスタジオ ロイ
ブ」など、ファッションビルには今までにない革新的MDを導入しビルを「新化」、さらにトレンド・モードを感じるアパレ
ルブランドや西日本初登場のベーカリー「ブールアンジュ」を導入し上質性を「深化」させます。

さらに本館ではポップカルチャーショップを集積する「福POP」ゾーンが「進化」！アニメや専門性の高いホビーアイ
テムを取り扱うコンテンツストア「文教堂JOY」がNEW OPEN。

“モノを買う”ではなくリアルでしか体験できない新しい価値をパルコ独自の目線で創造し、常に刺激を追求しながら
「シンカ」してまいります。

◆◆天神エリア初◆◆ 12月OPEN！

The Company ザ・カンパニー【プロジェクト創生型ワークスペース】

（10:00～20:30／オフィス24時間利用可） 新館5F
「ワークリンク」と「マルチロケーション」をキーワードに、単なる空間のシェアではなく、コミュニティの構築を。

オリジナルＳＮＳで繋がり、仕事をつくり、仲間を増やす。働き方が変わる時代のニュースタイルコワーキングシェアオフィス。

改装のポイント

①新館5Fフロア刷新。商業施設初導入、プロジェクト創生型ワークスペースフロアへ

②新館3Fフロア刷新。モードを感じるメンズ・レディスフロアへ

③幅広い嗜好・ライフスタイルに応じる、機能拡充・バラエティアップを実現

◆◆九州初◆◆ 7/28(金)OPEN！

ホットヨガスタジオ ロイブ 【ホットヨガスタジオ】

（平日9:30～22:00／土日祝8:30～22:00 ※毎週月曜定休） 新館6F
「ダイエット」「デトックス」「歪み改善」など女性の悩みや目的に
合わせた20種類の豊富なプログラム！

ex) セルトル美脚ヨガ（60分）：美脚の宿敵“セルライト”を撃退！

Beat Drum Diet（45分）：暗闇の中、音に合わせスティックを連打！

○ご利用料金 月4回会員（月4回までレッスン受講）8,316円（税込）

デイタイム会員（通い放題、15時スタートのレッスンまで）9,828円

フルタイム会員（通い放題）11,664円

～福岡パルコ新館を『シンカ』させます！～
全32ショップ！秋のリニューアル情報！

“集う・出会う場”・“通う場”の革新的コトMD導入、ビルを「新化」

※画像は博多店
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◆◆西日本初◆◆ 9/15(金)OPEN！

STYLE & PLAY GREAT YARD スタイル＆プレイ グレイトヤード【スポーツ（メンズ・レディス）】 新館3F
「スポーツ×ファッション」を融合した新しいセレクトショップ。「コンバーストーキョー」「ナイキ」「ホワイト マウンテニアリング×ア

ディダスオリジナルス」など人気ブランドからストリートブランドまで幅広く取り扱う。原宿キャットストリートから生まれたショップの
2号店が初ビルイン。

新館へ九州一のトレンド・モード集積！新館3Fはメンズ・レディスフロアへ

◆◆天神オンリーワン◆◆ 9/27(水)OPEN！

HARE ハレ【メンズ・レディス】 新館3F
東京発のストリートスタイルをベースに、モードやアートなどの
エッセンスを加えカジュアルでシンプル、シャープなスタイルを
提案。

◆◆福岡オンリーワン◆◆ 9/15(金)RENEWAL！

CABANE de ZUCCa カバン ド ズッカ【メンズ・レディス】 新館3F
着る人にも、見る人にも心地良く、日々に新しいオーガニック・スパイスを加える
ような“日常着”を提案。メンズ・レディスに加え、時計などの服飾雑貨も揃う。

◆◆九州オンリーワン◆◆ 9/15(金)RENEWAL ！

mercibeaucoup, メルシーボークー、【メンズ・レディス】 新館3F
清く・楽しく・美しく。メルシーボーク―、きちんとしているけどちょっと笑える。主

張はあるけど気どっていない。そんな庶民的で、遊び感のある、ちょっときれい
な服をつくりました。

◆◆天神オンリーワン◆◆ 8/11(金祝)RENEWAL！

デミルクス ビームス【レディス】 新館1F
仕事もプライベートも充実した女性に向けて、上質でベーシッ
クなアイテムを大切にしながら、モダンなスタイルを提案する
「Demi-Luxe BEAMS（デミルクス ビームス）」が新館1F・ビーム

ス内にショップインショップで登場！メンズ・レディス複合ショッ
プに。

◆◆天神オンリーワン◆◆ 9/13(水)RENEWAL！

ステュディオス ウィメンズ【レディス】 新館2F
人気のステュディオスが品揃えを倍増し拡大！新館2Fはレ
ディスオンリーショップ「ステュディオス ウィメンズ」へ9/13(水)
に、本館3Fはメンズオンリーショップ「ステュディオス」へ
9/15(金)RENEWAL！

◆◆九州オンリーワン◆◆ 9/21(木)RENEWAL！

プリティーグリーン【メンズ】 新館3F
リアム・ギャラガー（元OASIS）が立ち上げたUKメンズブランド。1960年代以
降に台頭したUKロックやモッズカルチャーなどのイメージをベースに、現代
風に表現したクールでスタイリッシュなアイテムを提案。
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◆◆西日本初◆◆ 8/18(金)OPEN！

BOUL’ ANGE ブール アンジュ【ベーカリー・カフェ】 （7:30～21:00） 新館1F
ジャーナルスタンダードなどを展開する㈱ベイクルーズが手掛ける初のオリジナルベーカリー！遂に西日本初上陸！

本場フランスのパン作りをベースに国内外を問わず世界中から厳選した小麦粉を使用し、シーズンごとに届く旬の素材を掛け
合わせ、見た目にも美しく美味しいパンを提案。

ベイクルーズ初のオリジナルベーカリー、美味しさを「深化」！

◆◆福岡オンリーワン◆◆ 10/3(火)RENEWAL！

PERFECT ONE パーフェクトワン【化粧品】 新館B1F
キレイを楽しむ女性の為に作られた機能性のある化粧品がズラリ。

◆◆九州オンリーワン◆◆ 9/15(金)OPEN！

文教堂JOY【ホビー・アニメ・コミック】 本館7F
日本最大級の書店チェーン「文教堂」がプロデュースするアニメ専門店「アニメガ」と専
門性の高いホビー商材を取り扱う「文教堂ホビー」が融合した夢のコンテンツストア。

アニメ、コミック、プラモデル、文具、ホビー、ゲームなど盛りだくさんな品揃え！

◆期間限定イベントショップ◆

福POPとの親和性が高く、ポップカルチャーの発信力を更に強化

バンダイ presents 魂キャラバン in 福岡PARCO
9/15(金)～10/2(月)／本館8F・パルコファクトリー

多数の人気キャラクターが勢揃いする「バンダイフィギュアの祭典」が全国初開催！

会場内では、各コンテンツの人気定番フィギュアの他、大注目の新商品も展示。さら
に「イベント限定商品」を会場内にて販売。ファン必見のレアアイテムも多数品揃え。

本館のポップカルチャーゾーン「福POP」が「進化」！

ショップラインナップが「進化」！

◆◆九州初◆◆ 8/10(木)OPEN！

羽根つき焼小籠包 鼎’ｓ（ディンズ）【台湾料理】 （11:00～23:00） 本館B1F
小籠包の有名店「京鼎樓」発の新ブランド。名物「羽根つき焼小籠包」とともに台湾夜
市の「わらじから揚げ丼」「四川風マーボー丼」などボリューム満点の定食を提供。

※画像は他店舗
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本件の問合せ窓口：㈱パルコ 福岡店広報担当 吉田 TEL：092-720-9000

2017年度秋　主な開店店舗
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B1F ステラおばさんのクッキー ステラオバサンノクッキー 洋菓子 新規 7月26日 ●

B1F 羽根つき焼小籠包 鼎's ハネツキヤキショウロンポウ ディンズ 台湾料理 新規 8月10日 ● ● ●

3F STUDIOUS ステュディオス メンズ 自店 9月15日

3F ALPHA SHOP アルファショップ メンズ・レディス 新規 9月15日

4F PEAK&PINE ピークアンドパイン レディス・メンズ水着 移動 8月9日

5F GooTee グーティー メンズ・レディス 移動 8月21日

5F Francfranc フランフラン インテリア・雑貨 増床 9月8日

5F polcadot ポルカドット 帽子・ファッション雑貨 移動 9月20日

5F ACID GALLERY アシッドギャラリー ファッション雑貨 移動 9月23日 ●

5F WRAPPLE ラップル ラッピング・クラフト・ウェディンググッズ 移動 9月29日 ● ●

5F PORCO ROSSO ポルコロッソ 鞄・財布・雑貨 移動 10月6日

７Ｆ 文教堂JOY ブンキョウドウジョイ ホビー・アニメ・コミック 新規 9月15日 ● ●

８F ナムコキャラポップストア ナムコキャラポップストア キャラクターグッズ 移動 8月21日

B1F PERFECT ONE パーフェクトワン 化粧品 移動 10月3日 ●

1F BEAMS ビームス メンズ・レディス 自店 8月11日

1F BOUL' ANGE ブール アンジュ ベーカリー・カフェ 新規 8月18日 ● ● ● ●

2F STUDIOUS WOMENS ステュディオス ウィメンズ レディス 新規 9月13日

3F STYLE & PLAY GREAT YARD スタイルアンドプレイ グレイトヤード スポーツ（メンズ・レディス） 新規 9月15日 ● ● ● ●

3F CABANE de ZUCCa カバン ド ズッカ メンズ・レディス 移動 9月15日 ●

3F mercibeaucoup, メルシーボーク―、 メンズ・レディス 自店 9月15日 ● ●

3F PRETTY GREEN プリティーグリーン メンズ 移動 9月21日 ● ●

3F HARE ハレ メンズ・レディス 新規 9月27日

5F The Company ザ・カンパニー プロジェクト創生型ワークスペース 新規 12月

6F ホットヨガスタジオ loIve ホットヨガスタジオ ロイブ ホットヨガスタジオ 新規 7月28日 ● ● ●

※OPEN日は変更になる場合がございます。

2017/8/9現在

新館

出店状況

本館

建物 フロア 店名 店名（フリガナ） オープン日出店種別カテゴリー



合同記者会見のお知らせ

092-720-9003

福岡パルコ・㈱Zero-Ten 合同記者会見

日 時： 2017年8月15日（火） 14:00

会 場： 福岡商工会議所 4Ｆ・401会議室

住 所： 福岡市博多区博多駅前2丁目9-28

御出席 御欠席

※個人情報の使用目的は、本内覧会の円滑で安全な運営及び今後のプレスリリース等の資料送付に使用させていただくためのもので
あり、第三者に提供することはございません。個人情報は、当社が責任を持って安全に管理いたします。

恐縮ではございますが 8月14日(月) 迄に上記FAXへご返送くださいますと幸いです。

貴 社 名

媒 体 名

ご 芳 名

ご 同 伴 者 名

ご 連 絡 先 TEL

E-mail

ムービー ・ スチール
（どちらかに◯をご記入下さい）

福岡パルコと㈱Zero-Tenは、今期開業のプロジェクト創生型ワークスペース
「The Company （ザ・カンパニー）」について合同記者会見を実施致します。

合同記者会見へ参加をご希望の方は、以下の項目にご記入いただき、FAXにてご返送ください。

【FAX返送先】 福岡パルコ 営業課 吉田

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

福岡パルコ 営業課 吉田 yosi-nao@parco.jp

電話 092-720-9000 ／ FAX 092-720-9003


