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渋谷「ＮＥＷ ＰＡＲＣＯ」 10/25 よりスタート！～「ｈｅｌｌｏ，ｔｈｉｓ ｉｓ ＰＡＲＣＯ ｓｐｅａｋｉｎｇ…」 

   パルコでは、この度の渋谷パルコ パート 1 リニューアルオープンを機に、よりファッションが強くなる、 

  パルコが変わる、のメッセージを込めて、「ｈｅｌｌｏ，ｔｈｉｓ ｉｓ ＰＡＲＣＯ ｓｐｅａｋｉｎｇ…」 （パルコが渋谷を語り 

  始める…）キャンペーンを 10 月25 日よりスタートします。 

 

渋谷パルコ パート１ 今秋リニューアル  

 渋谷パルコでは、昨秋のレストランフロアのリニューアル、今春の「ＺＥＲＯ ＧＡＴＥ」オープンに次ぎ、今秋

は公園通りに面しております本館にあたるパート１を、メインエントランスの刷新をはじめ、レディ―ス・メンズを

含む６０店舗/1500坪規模を対象に、新規テーマ・新ショップの導入を図り、この度、パート1リニューアルが完

成いたします。 

 今秋のリニューアルは、＜第1弾＞8月31日（金）/ ３・４・６Ｆ レディス・メンズフロアを皮切りに、＜第２弾＞

9 月28 日（金）/ メンズ・ユニセックスゾーン５Ｆ、レディス 1･2･4F、そして今回の<最終章＞10 月25 日（金）を

もって、公園通り・メインエントランス、それに続く１・２F グランドフロア、Ｂ１Ｆカルチャーゾーン、さらには新ア

ートスペース「パルコ・ミュージアム」（パート３ ７Ｆ）の誕生など、公園通りの表情の刷新とともに「NEW 

PARCO」パート１が始動します。 

 

渋谷パルコの変遷 

 1973 年6 月にオープンした渋谷パルコは、当時、駅から５００メートル離れている坂道の上という立地のハン

デを、ウォールペイントはじめ様々な仕掛けをストリートで展開することによってファッション環境を創出、「公

園通り」という新しいショッピングエリアが生まれました。その後も街を舞台に数々の若者向けの情報発信を継

続、街がメディア化するに従って、渋谷は若者の街、ファッション・文化の発信基地として定着、支持されてき

ました。 

 この度のリニューアルは、30 周年を迎えるにあたって、渋谷パルコは、都心型のライフシーン､新しくかつ多

面的な価値観を創造するコンプレックスビルと位置付け、「ファッションスタイル」「カルチャースタイル」「ナイト

ライフスタイル」を提案することによって、もう一度渋谷の街に新しい消費スタイルを構築していこうというもの

です。200１年より、先のレストラン、新ビル「ＺＥＲＯ ＧＡＴＥ」が既にオープンし、今秋パート１が完成、以降も

パート２～３、クアトロ、ＳＲ６、など、既存の施設を段階的にリニューアル、2003 年秋にかけて、新しい渋谷パ

ルコを創り上げていきます。 

 

メインエントランスを刷新――公園通り・パルコの新しい顔へ 

  パート１では、1973 年6 月オープン来初めて、メインエントランスを刷新いたします。 

  デザインコンセプトは「ホワイト・モダニズム」として、シンプルながらもシンボリックなフォルムを表現、公園通り 

  に対して開放された空間を創出し、新しくなった１Ｆ グランドフロアへと誘います。 

 

今秋は「ファッション」「カルチャー」強化――「ＮＥＷ ＰＡＲＣＯ」をグローバルスタイルで表現 

   昨年来、上質な大人感覚の女性をメインターゲットに、自分をスタイリングできる、ファッションスタイルをもつ 

  女性がパルコで編集できるショップの集積～新しい消費スタイルの提案をめざしてきました。 

  １～４Ｆまでのグランドフロア・レディースゾーンは、グローバル感のあるファッション・ファッションパーツ、セレ 

  クトショップの導入など、新規のみならず既存店も新業態や新規提案による商品バラエティや内装デザイン、 

  ファッション情報やショップからのメッセージ、ティストが伝わるような、渋谷パルコならでは差別性のある提案 

  を、メンズは新たにユニセックスゾーンを創出、カップルでのショッピングを楽しんでいただけるようになりまし 

  た。Ｂ１Ｆは新規業態のカフェや高感度な雑貨群を加え、デザイン・アート・ブックなどバラエティ感あるカルチ 

  ャーフロアが誕生しました。 

  ショップの内訳は、日本初登場･初業態 １２ショップを含む 30 ニューショップ、合計 60 ショップとなります。 
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「パルコミュージアム」誕生――オープニングは篠山紀信の切り撮った 21 世紀東京ドキュメント 

 この度の渋谷パルコリニューアルの流れの中で、パート１～３など各館の位置付けや機能を見直し、１９８７

年以来ご愛顧いただきました「パルコギャラリー」は閉館、パワーアップする方向で新アートスペース「パルコ 

ミュージアム  オブ アート＆ビヨンド」がパート３ ７Ｆに誕生いたします。 

  パルコギャラリーは国内外、ジャンル問わず、時代感ある先鋭的、刺激的なアーティストをご紹介・育成に

努めてまいりましたが、新スペースではその名のとおり、アート＆ビヨンド（それを越えた）なエンターテインメ

ント性の高いテーマで街に提案していきたいと考えています。展示スペースは今までの倍にあたる 約100坪

規模（３２３．４３㎡）、年間約１０本の企画展を開催する予定です。オープニングは「篠山紀信写真展  Ｔｏｋｙｏ 

Ａｄｄｉｃｔ －篠山紀信は東京中毒－」（10/26～11/１１＊前日25 日にオープニングレセプション開催）。 

また同フロアには新進アーティストの作品を随時募集、展示する「ウォールギャラリー」を併設、新しい才能を

も積極的にご紹介してまいります。 

  新しい試みとしては、①会員制度「パルコミュージアムメンバーシップ」が発足、年会費による同伴者１名も

含む年間フリーパスや年４回の会報誌の発行、パルコ内施設の優待など特典があります。②ラウンジコーナ

ー＆グッズショップコーナー設置～ポスターやオリジナルグッズ（アーティストとパルコのコラボレーショングッ

ズ）付設により、アートを堪能した後のひとときをゆったりと過ごしていただくこともできます。＊施設  Ｐ３参照 

 

  一方、リニューアルするパート 1 ＢＩＦ カルチャーゾーンにて展開する「ロゴスギャラリー」では、フィンアー

トからサブカルチャーまで古今東西問わず、こだわりをもった独自の視点で今後とも新しいテーマを提案して

まいります。 

 

「パルコ劇場」創立３０周年、「クラブクアトロ」開業１５周年――アニバーサリー企画をラインナップ 

  渋谷パルコ・パート１ ９Ｆで 1973 年オープン以来、渋谷の街に根づいて多くのファンに親しまれてきました

「パルコ劇場」（オープン時は西武劇場）が来年創立 30 周年を迎えます。民間の劇場として 30 年の長い歴史

を持ち、その運営のみならず外部プロデュースも手掛け制作カンパニーとしての実績も重ねてきました。 

それを記念してこの１０月より゛３０周年アニバーサリーロゴ”を広く一般募集しております。 

（応募〆切は 2002 年10 月31 日まで。詳細は http://www.parco-city.co.jp/play/ご参照下さい） 

30 周年記念企画の第１弾は、パルコ劇場の看板でもあります美輪明宏氏による「黒蜥蜴」（2003 年3 月／ 

ル・テアトル銀座・全国）が決定、１２/１5 発売を皮切りに、来年１年間を通してパルコ公演・外部公演合わせて

３０周年記念企画をラインナップしていきます。（詳細は、２００３年年明け発表予定） 

  

   また、現在国内４ヶ所（渋谷・名古屋・心斎橋・広島／いずれもパルコ内）でチェーンオペレーション展開する   

  ライブハウス「クラブ・クアトロ」は１９８８年の渋谷がオープン第1 号店であり、2003 年6 月に開業１５周年を迎  

  えます。「渋谷クラブクアトロ」では、15 周年アニバーサリー企画を同期間を中心に展開、先鋭的なアイテム   

  からスタンダードなものまで、ジャンルを問わずラインナップしていきます。  

 

＊公園通り/渋谷区の取組み――変わる公園通り 

 パルコ周辺の公園通りのショッピング環境も徐々に整いつつあります。 

パルコの加盟する「渋谷公園通商店街振興組合」では、５月 25 日にオフィシャルサイト（事務局＝パルコシテ

ィ内）が開設しました。丸井・西武百貨店、パルコや東急ハンズ等の大型店はもとより、ファッションショップが

多く加盟する同商店街のショップ情報や街の風景、地図・駐車場・サービスなどが検索できます。 

 

  また渋谷区では公園通りの交通渋滞を緩和し歩道の安全を確保するため、車道を縮小し、全国初の「有料荷   

  さばき専用スペース」（7 ヶ所）を設けることとなり、１０月２１日に歩道の拡幅工事を終えリニューアルされます。   

  渋谷のなかでも家族連れや年齢が高い層が多い公園通りでは、これからはゆったりと街を歩いていただける   

  ようになり、人気セレクトショップが乱立する神南～原宿への回遊感もさらに高まることと思われます。 
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 渋谷パルコ 概要  

所在地      渋谷区宇田川町15－1（TEL03-3464-5111 代表） 

              パート１、２、３、クアトロ、ＳＲ6、ZERO GATE 

  営業時間    10:00～20:30 

              ・パート 1  B１F～21:00、ｲﾄﾞﾛﾊﾟｯﾄﾞ（B1F）～26:00（深夜2:00）、ﾓﾌ（１F）～24:00 

              ・パート１  ﾚｽﾄﾗﾝ 11:00～24:00 

              ・クアトロ  11:00～21:00、ZERO GATE  8:00～29:00 

  年間休日    3 日   

  店舗数      250 

店長名      阿部 正明 

 

［ 渋谷パルコ パート 1  ゾーニング ］ 

 

９Ｆ シアター/           パルコ劇場 

８Ｆ レストラン/           ダイニング＆ガーデン 

７Ｆ レストラン/           ダイニング＆ガーデン 

６Ｆ メンズ/              メンズフアッションﾊﾞﾗｴﾃｨ  

５Ｆ メンズ・レディス/      クロスファッション セレクション 

４Ｆ レディス/             レディスフアッション ﾊﾞﾗｴﾃィ 

３Ｆ レディス/            インターナショナル デザイナーズ 

２Ｆ レディス/            インターナショナル ファッション セレクション 

１Ｆ レディス/            インターナショナル パーツ コレクション 

Ｂ１Ｆカルチャー/         アート、ブック、カルチャー、デザイン 

 

 

［ パルコミュージアム 概要 ］ 

 

●名  称    PARCO MUSEUM ｏｆ ａｒｔ ａｎｄ ｂｅｙｏｎｄ パルコ ミュージアム  オブ アート アンド ビヨンド 

●オープン日  2002 年10 月26 日(土)   *オープニングレセプションは 10 月25 日(金) 

●所在地    渋谷パルコ パート３ ７F  〒150‐8377 渋谷区宇田川町15‐1  Ｔel．03‐3477‐5873 

●営業時間   10：00 AM ～ 8：30 PM  （入場は閉館時間の 30 分前、20:00 まで） 

●施設概要    床面積  97.84 坪／323.43 ㎡  *会場は A（40 坪）、B（60 坪）２つに分割して使用可能 

ウォールギャラリー *展示面積 Ｈ2400×Ｗ6050、Ｈ2400×Ｗ1800 （作品公募受付） 

●その他      入場料割引サービス  （団体割引、平日午前割引、遠方居住割引、他） 
               メンバーシップ制導入（年間フリーパス、会報誌送付、ｼﾈｸｲﾝﾄ優待、ｶﾌｪ優待、他） 

               ＊年間フリーパス券／有効期限１年間、カード提示により本人＋同伴者１名が入場無料     

                ①フリーパス会員       入場無料・会報・ポスター進呈など ／     入会金 ３，０００円 
               ②特別フリーパス会員   ① ＋ 各展覧会のレセプションへご招待 ／ 入会金 ７，０００円 

 

[ 渋谷パルコ 沿革 ] 

  1973 年（昭和４８年 6 月）       パート １   オープン 

  1975 年（昭和50 年12 月）      パート ２   オープン                                                

  1980 年（昭和56 年 9 月）       パート ３   オープン   

  1988 年（昭和63 年 6 月）       パルコクアトロ   オープン  

2002 年（平成14 年 4 月）       ZERO GATE    オープン 
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参考；ショップリスト 

   ＜第 １弾＞   ８月３１日（土）   レディスフロア ３・４Ｆ、メンズフロア ６Ｆ       

   ＜第 ２弾＞   9 月２８日（土）   レディスフロア １・２・４Ｆ、メンズフロア ５Ｆ 中心    

                ＊１０月１２日（土）  メンズフロア ５F                          

   ＜最終章＞   １０月２５日（金）  カルチャーゾーン B1Ｆ、グランドフロア １・２F            

  ＊日本初登場（初業態含む）１２店舗を含む、60 店舗が NEW ＆ RENEWAL オープン。 

                                                 ■NEW □RENEWAL★印 １０/２５OPEN（１9 店）   

 ＢＩＦ／  Ａｒｔ ｂｏｏｋ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｄｅｓｉｇｎ   

■Ａｐｒｅｓ－ｍｉｄｉ Sereｃａｏ（ｱﾌﾟﾚﾐﾃﾞｨ・ｾﾚｿﾝ）          音楽ソフト・インテリア・雑貨・フードｅｔｃ（４５㎡）★ 

   ハイセンスな音楽観とライフスタイルの提案で絶大な信頼を集める「アプレミディ」のセレクトショップが  

   日本初登場。テーマは゛贈っても贈られてもうれしい大人のギフトショップ”。フードのテイクアウトもあ

り。 

    ■ＷＥＳＴＲＥＡＭ（ウｴｽﾄﾘｰﾑ）                                        インテリア・雑貨（１０４㎡）★ 

      ＮＹ、パリ、ロンドン、ミラノ等からセレクトした家具・小物のインポート。 

      ヨーロッパモダンを最新のインテリアとミックスさせ提案いたします。 

■Ｌｅｓ Ｈｙｄｒｏｐａｔｈｅｓ（イドロパット）                        カフェ・ベルギービールバー（１０８㎡）★ 

   ベルギー・ワロン地方限定のベルギービールの専門店が日本初登場。 

   ワロン地方のビールは「農産物」でオーガニック、手作りでつくられる味わいは格別です。 

■ＯＩＬ ｂｙ ＧＥＮＥＲＡＬ ＳＴＯＲＥ（ｵｲﾙｂｙｼﾞｪﾈﾗﾙｽﾄｱ）          ﾚﾃﾞｨｽ・メンズ･ｲﾝﾃﾘｱ雑貨（５９㎡）★ 

   「ワーク」を基本コンセプトに、メンズ・レディスファッションを表現。 

   雑貨とウエアを融合させ、より身近に「ワーク」を提案します。 

■Ａ２ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ（ｴｰﾂｰコレクション）                                ｲﾝﾃﾘｱ雑貨（５３㎡）★ 

   ‘心地よい生活’をテーマに、ｵﾘｼﾞﾅﾙ商品を中心に作家ものなどを取り揃えています。 

    □Ｄｅｌｆｏｎｉｃｓ（ﾃﾞﾙﾌｫﾆｯｸｽ）                                           ｽﾃｨｼｮﾅﾘｰ・雑貨（86 ㎡）★ 

    □パルコブックセンター                                                       書籍（577 ㎡）★ 
    □洋書ロゴス                                                                 洋書（223 ㎡）★ 
    □ＬＯＧＯＳ ＧＡＬＬＥＲＹ（ﾛｺﾞｽｷﾞｬﾗﾘｰ）                                         ｷﾞｬﾗﾘｰ（62 ㎡）★ 

 

 

 １Ｆ／インターナショナル パーツ コレクション   

    ■ｍｏｐｈ（ﾓﾌ）                                                                ｶﾌｪ（１０２㎡）★ 

       気鋭デザイナー、クラウディオ・コルッチがディレクターを務め、フランスの映像クリエーター集団 

       ‘ｂｄｖ’とのコラボレーションが実現し日本初登場です。 
    ■ＭＺ ＷＡＬＬＡＣＥ（ｴﾑｼﾞー ｳｫﾚｽ）                                              ﾊﾞｯｸﾞ（４６㎡）★ 

       「マロノ・ブラニク」やさまざまなｷｬﾘｱを重ねたデザイナー２人が作り出すバッグは、その表情の豊かさ 

       で世界中を魅了。待望の日本初オンリーショップでは、パルコ店のみのアイテム展開予定。 
    ■ｒｕｓｓｅｔ（ﾗｼｯﾄ）                                                      ｼｭｰｽﾞ＆ﾊﾞｯｸﾞ（４０㎡）★ 

       実用性とデザイン性の高さで人気のバッグは、限定色のピンク・カラーも登場。 

       「russet」「OLD by NEW」を中心に、インポートのシューズ＆バッグのセレクトショップです。 
    ■ｓａｂｒａ（ｻﾌﾞﾗ）                                                            ｱｸｾｻﾘｰ（６８㎡）★ 

      「アダヤ」や「ｻﾞ・ボディ＆ソウル」など、イスラエルのアクセサリーのセレクトショップ。日本初登場。 

    ■Les Nereides（ﾚ ﾈﾚｲﾄﾞ）                                        ｼﾞｭｴﾘｰ＆ｱｸｾｻﾘｰ､ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ 

  自然な美しさを愛するエンゾーがデザインするロマンティックなアクセサリーブランド。 

   ’８０年にニースに１号店、‘８５年にパリ、サンジェルマン・デ・プレに２号店。 

   日本ではこの秋より本格的な展開をスタート、青山に次ぐ２号店となります。 

    ■ LOVE＆HATE（ﾗｳﾞ＆ﾍｲﾄ）                                            ｼﾞｭｴﾘｰ＆ｱｸｾｻﾘｰ 

       ｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、ローリー・ロドキンのシスターブランドとして誕生。モダンアンティークなデザイン、 
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       大胆さと繊細さが絶妙に絡み合った作品で、自分らしさの新しい価値観を提案します。 

   □ＶＩＡ ＢＵＳ ＳＴＯＰ ＡＣＣＥＳＳＯＲＹ                            ｱｸｾｻﾘｰ･ｼｭｰｽ・ﾊﾞｯｸﾞ（９８㎡）★ 

   □ＳＡＭＡＮＴＨＡ ＴＨＡＶＡＳＡ ＥＳＴＩＮＹ（ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻ ｴｽﾃィﾆｰ）                   ﾊﾞｯｸﾞ（67 ㎡）★ 

      ますますパワーアップ、新しく「エスティニー」ラインで登場 

   □ヴィヴィエ                                                                         ﾚﾃﾞｨｽ   

   □ダイアナ                                                                     ｼｭｰｽﾞ・ﾊﾞｯｸﾞ 

   □ローリーロドキン ゴシック                                                  ｼﾞｭｴﾘｰ&ｱｸｾｻﾘ  ー

   □エッセイ                                                                          ｼｭｰｽ  ゙

    
 

 ２Ｆ インターナショナル ファッション セレクション   

   ■Ｑ （ｷｭ  ー ）                                                                ﾚﾃﾞｨｽ（１６５㎡）★ 

2002 秋デビューするセレクトショップＱ  は、「ずっとここで遊んでいたい」お店。 

ガーリーでカジュアルな自分だけのスタイルを提案。 

   ■ＧＲＡＣＥ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ（ｸﾞﾚｰｽ ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ）                              ﾚﾃﾞｨｽ（１１０㎡）★ 

   アジア・ヨーロッパから中米まで、世界中を巡って発見した素材や職人たちの優れたハンドクラフト技術を    

   グラマラスなデザインで仕上げる「グレース」と小物がそろう「グレースイースタン」が融合して初登場。 

   ■Paradise Picnic（ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ･ﾋﾟｸﾆｯｸ）                                        ﾚﾃﾞｨｽ（59㎡）★ 
   ■INTERMIX（ｲﾝﾀｰﾐｯｸｽ）                                                 ﾚﾃﾞｨｽ（87㎡）★ 
   □ブティック リリー                                                                 ﾚﾃﾞｨｽ 

   □アルフレッド・バニスター                                                     ｼｭｰｽﾞ･ﾊﾞｯｸ  ゙

   □レストローズ パリ                                                                 ﾚﾃﾞｨｽ 

 
 

 ３Ｆ  インターナショナル・デザイナーズ   

   ■ＲＯＹＡＬ ＯＲＤＥＲ（ﾛｲﾔﾙｵｰﾀﾞー ）                                  ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｼﾞｭｴﾘｰ（５２㎡） 

  イギリス王室をもとにした大胆かつ繊細なジュエリーは、マドンナ、ブラッド・ピットをはじめ世 

  界中のセレブリテｨをとりこにしています。今回の日本初登場となるショップでは、アクセサリーに 

  とどまらずレディス＆メンズファッションも取扱います。 

   ■ＰＡＵＬ＆ＪＯＥ（ﾎﾟー ﾙ＆ｼﾞｮｰ）                                            ﾚﾃﾞｨｽ・化粧品（７４㎡） 

      パリのデザイナー、ソフィー・アルボーの創り出すクリエーションの世界をさらに深く表現する 

      ために、人気のコスメラインも並ぶショップとなります。 

   ■ＡＮＮＡ ＳＵＩ（ｱﾅ ｽｲ）                                     ﾚﾃﾞｨｽ・化粧品・ﾌｧｯｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ（９４㎡） 

      インポートウエアと国内ライセンス企業の雑貨関連商品を集約し、ウエアが５０％雑貨が 50％、ＮＹ 

      からのインポートウエアに加え、化粧品（コスメ、スキンケア、フレグランス）、バッグ、財布、シューズ、 

      ソックス、ストッキング、アクセサリー、時計と商品の取扱いが充実した店内装飾もこだわりが随所に 

      見られるアナスイワールドショップとなります。 

   ■Ｅａｒｌ Ｊｅａｎｓ（ｱｰﾙｼﾞー ﾝ）                                                  ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ（６７㎡） 

      デニムトレンドの先駆者としてスタート、デザイナーSuzanne Freiwald がファッションに対する夢や希望で   

      作り出したブランドは、秋よりメンズコレクションの展開をスタートするなど、現在ではフルコレクションが 

      揃う魅力を発揮。「スタイル良くみせる」という付加価値も依然健在です。 

   □アバハウスドゥヴィネット                                                          ﾚﾃﾞｨｽ 

   

 

4Ｆ  レディス ファッション バラエティ   

   □オゾンロックス                                                             ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ 

   □ルラシェ トァフォン                                                              ﾚﾃﾞｨｽ 
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 ５Ｆ クロス・ファッション セレクション   

   ■LUKE SHIBUYA／LUKE＆RONI（ルーク渋谷／ルーク＆ロニ）         ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ（83㎡） 
     音楽・アート・文学といったサブカルチャーを背景に旬なインポートアイテムがそろうセレクトショップ。 

   ■LUI’S AIMA（ルイス アイマ）                                               ﾒﾝｽ・ﾚﾃﾞｨｽ（１７２㎡） 

     大人が楽しむＭＯＤＥ×ストリートの融合を提案、「エミット」「マー」「ジェネティック・マニピュレーション」 

     など世界中から旬なスタイルを集めるセレクトショップ。日本初登場 

   ■ HEATHEN（ヒーズン）                                                          メﾝｽﾞ（６０㎡） 

ミッドウエストが新たな挑戦～世界中からエッジのきいたブランドをセレクトした新型ショップ。日本初 

   ■GLASTONBURY（グラストンベリー）                                               ﾒﾝｽﾞ（５２㎡） 

      ヨーロッパからのインポートを中心にデイリーウエアや実力メンズブランドがそろうほか、ロンドンの 

      TATE MODERN などのアートグッズも勢揃い。 

 ■STYLE YOURS（スタイル ユアーズ）                                               ﾒﾝｽﾞ（４５㎡） 

   オリジナルを中心に、ワークスタイルとインポートをミックスしたセレクトショップ。日本初登場 

   ■ＰＡＴＲＩＣＫ ＣＯＸ ｗａｎｎａｂｅ（ﾊﾟﾄﾘｯｸｺｯｸｽ ﾜﾅﾋﾞー ）                          ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ（１３９㎡） 

    日本では特にシューズが人気のパトリックコックス。 

    シューズをはじめメンズ・レディスのフルアイテムを揃えてオープン。 

   ■ＡＣＯＵＳＴＩＣ ＪＥＡＮＳ（ｱｺｰｽﾃｨｯｸ ｼﾞー ﾝｽﾞ）                                 メﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ（４４㎡） 

      ジーニングカジュアルスタイルをベースに、定番スタイルから一歩先を行くクオリティの高い素材を 

      国内外問わず提案。ライフスタイルのさまざまなシーンに活躍するデニムスタイルです。 

   ■ａｇｎｅｓ ｂ．ＨＯＭＭＥ（アニエスベ― オム）                                        メンズ（７８㎡） 

    アニエスベーとしては、国内唯一のメンズ・オンリーショップが誕生。 

      他に「スポーツベー」「ベーエヴァーラスト」などのカジュアルラインも充実です。 
   □アシッドヘッド プロデュースド by ルパート    日本初登場                           ﾒﾝｽﾞ＆ﾚﾃﾞｨｽ 

   □ＦＩＮＡＬ ＨＯＭＥ                                                              ﾒﾝｽﾞ＆ﾚﾃﾞｨｽ 

   □ライオンハート                                                               ｼﾙﾊﾞー ｱｸｾｻﾘｰ 

   □ウォッシュ                                                                         ｼｭｰｽﾞ 

   □Ａ．Ｉ．Ｐ                                                                            ﾊﾞｯｸ  ゙  

   □クラチカ                                                                            ﾊﾞｯｸ  ゙

 

 

６Ｆ メンズ ファッション バラエティ   

■Creative works gallery  ｇｌａｍ（ｸﾘｴｲﾃｨｳﾞﾜｰｸｽｷﾞｬﾗﾘｰ ｸﾞﾗﾑ）                          ﾒﾝｽﾞ（37 ㎡） 

   モリシタキミノリのデザインする上質でシンプル、洗練された男性のための「静かだが存在感を放つ   

    服」。日本初登場ショップです。 

   □キャサリンハムネット    

   □トルネードマート     

   □メンズメルローズ 

   □ハイストリート            

   □ビリドゥーエ     

   □マリテ＋フランソワ ジルボー 
   □メンズビギ        

   □ムッシュニコル 

   □ハロルズギア（モーターズサイクルウェア） 

 □白山眼鏡店（メガネ） 

 

パート３  ７Ｆ      

   ■パルコミュージアム（アートスペース） 
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渋谷「ＮＥＷ ＰＡＲＣＯ」OPEN！イベント 

 

●オープニング レセプション   10/25（金）パート１ 全館夜２１:００まで営業 

   「NEW PARCO」パート１ オープンを記念して、当日17：００～21:00 まで館内にてシャンパンサービス！ 

   また店頭にて、ＨＥＡＶＥＮアーチストによるストリートパォーマンス他、を開催。 

○オープン記念 ３ＤＡＹＳ     10/25（金）～27（日） 

   パート１・今秋リニューアルオープンした約６０店舗を中心に、３日間限りのお買い上げノベルティプレゼント 

   やサービス企画など、各店にてご用意しております。同時に、全館でのお得なショッピング企画も。 

  ・パルコの＜PEC カード＞ご利用で請求時、５％OFF 開催中～10/31（木）まで 

  ・4000 円で抽選1 回、恒例のお買い上げ抽選企画「GET! PARCO」全館あげて開催 10/17（木）～11/20（水） 

 

「パルコミュージアム」（パート３・７F） 

  ■オープニング企画「篠山紀信写真展  Ｔｏｋｙｏ Ａｄｄｉｃｔ －篠山紀信は東京中毒－ 

  ■２００２年１０月２6 日（土）～１１月１１日（月）／  10:00am－8:30pm（入館は8:00pmまで） 

  ■入場料； 一般700 円/学生500 円 小学生以下無料 

    写真家・篠山紀信が東京の様相を全て 8×10 の大型カメラで撮るドキュメント。六本木・森ビル工事現場、   

    Ｗ杯のパブリック・ヴューイングまで多岐にわたり 21 世紀東京のカオスを細部まで写し撮ります。 

        ＊トークイベント  「篠山紀信×村上 隆」            11 月 3 日（土）/14：00～ 

                         「篠山紀信×小池 栄子（予定）」   11 月１７日（日）/14：00～ 

 

「ウォールギャラリー」（パルコミュージアム 併設） 

  ■Ｃｏｃｃｏ絵本原画展  南の島の星の砂」 

  ■２００２年１０月２6 日（土）～１１月１１日（月）／10:00am－8:30pm  
    音楽活動を中止しCoccoが絵本作家として12色のクレヨンで描いた豊かな闇と光、20点展示 
  ●お問い合わせ；  宣伝局  コンテンツ開発  有坂   ＴＥＬ０３－３４７７－５７８１ 

 

「ロゴスギャラリー」（パート１・BIF） 

  ■「旅する絵葉書・集める楽しみ～絵葉書に見る１９２０～３０年のパリと観光旅行」 

  ■２００２年１０月２５日（金）～１１月１１日（月）／入場無料 

    最近、日本でもブームの兆しが見える絵葉書コレクション。 
    本展では１９２０～３０年代の欧米諸国・日本で発行されたものを中心に絵葉書約５０００点、 
    海外旅行記や万博関係の古書・雑誌、観光案内、豪華船や列車など旅行に関する冊子など展示販売。 
  ●お問い合わせ；  宣伝局 コンテンツ開発  野辺田   ＴＥＬ０３－３４７７－５７８１ 
 

「SR６」 (渋谷パルコパート１・スペイン坂入口正面) 

  ■三浦憲治×奥田民生「Ｅｚ」(ｲｰｼﾞｰ)展 
  ■2002年10月25日(金)～11月4日(月・休) 会期中無休10:00am－8:30pm*最終日は6:00pm閉場 
  ■＜会場1F展示概要＞三浦憲治×奥田民生「Ｅｚ」(ｲｰｼﾞｰ)写真展 
      三浦憲治×奥田民生写真集「Ｅｚ」(ｲｰｼﾞｰ)発売に合せ、写真展を開催。 
      魚眼レンズを手にした写真家・三浦憲治の“丸い”視点が、奥田民生のライブとオフを、 
     “グニョーンとまーるく”撮り卸し。大熱狂する観客×バンド×民生を1枚に封じ込めた丸写真は、 
      誰も見たことのない、ロックンロールな宇宙を展開。 
    ＜会場2F展示概要＞奥田民生の部屋･･･奥田民生の私物を展示、ほか物販コーナーも展開予定。 
 ●お問い合わせ；  宣伝局 コンテンツ開発  大石   ＴＥＬ０３－３４７７－５７８１ 
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