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広島パルコでは約 1,000 名以上のショップスタッフが働いています。その中で個性輝く魅力あるスタッフ 16 名を 

「パルコのスター★」と名付けました。ネットショッピングが普及する中で、広島パルコの強みはなんといっても『人』や『接客』

です。改めてお客様へスタッフ個人の魅力を伝え、「この人の接客を受けてみたい！」「このショップに買い物に行ってみよ

うかな」と思って頂けるスタッフを選抜！様々なジャンル・個性を持った、パルコが自信を持ってご紹介するスタッフにご注

目下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                                 

 

                                                                                                                     ※こちらはイメージです。 

画像使用ご希望の際はご連絡下さい。 

広島パルコの個性輝くショップスタッフ 16 名を選抜！ 

「パルコのスター★」 
パルコの強みである「接客」のスペシャリストが集結。  ★気になるスタッフへの取材大歓迎です！★ 
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■スター★スタッフご紹介 ※本館～新館フロア順 

① 『美意識高いキラキラ美容番長』 

本館Ｂ１Ｆ オルビス・ザ・ショップ（化粧品） 玉井さん 

 

美意識の塊!!いつも女性らしさを忘れず服も顔もﾒｲｸもかわいい完璧女子。 

【得意分野】 美容（スキンケア・コスメ・メイクアップ） 

 

② 『ゴッドハンド敏腕店長』 

本館Ｂ１Ｆ ラフィネ（リラクゼーション） 渡邉さん 

 

渡邉店長のゴッドハンドに癒される顧客様続出。パワフルな元気印！ 

【得意分野】 マッサージ・リフレクソロジー 

 

③ 『常に全力全身！ハッピーオーラ満載！』 

本館１Ｆ イア パピヨネ（バッグ・ファッション雑貨） 嘉村さん 

 

最高の笑顔でハッピーにします！面白トーク術で仲良くなれる事間違い無し。 

【得意分野】 バッグ・アクセサリー・ファッション雑貨のトータルコーディネート 

 ★2014 年度 広島パルコ接客ロールプレイングコンテスト優勝 

 

④ 『ママは美人インフルエンサー！』 

本館 3Ｆ マーキュリーデュオ（レディス） 角戸さん 

 

ファッションスナップ撮影が得意。コーディネートの達人ながら、 

小学生のお子様を持つ美人主婦スタッフです。 

【得意分野】キレイ目コーディネート・ファッションスナップ 

 

⑤ 『元気接客で皆様を笑顔にします！』 

本館 4Ｆ ロデオクラウンズ（レディス） 村岡さん 

 

2015 年度広島パルコのショップ対抗「接客ロールプレイングコンテスト」にて、 

村岡さんが決勝戦に出場しロデオクラウンズが優勝。笑顔といえば村岡さん！ 

【得意分野】カジュアルスタイル・ブログの女王・笑顔 

 ★2015 年度 広島パルコ接客ロールプレイングコンテスト優勝 
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⑥ 『甘口コーデ×辛口女子』 

本館 4Ｆ ダズリン（レディス） 辻さん 

 

抜群のアイドル系ルックスでブログのコーディネート掲載が大好評。 

【得意分野】女子力の高い甘コーディネート・写真の撮られ方 

 

⑦ 『WEARフォロワー1万2千人が支持するコーデ力』 

本館 6Ｆ レイジブルー（メンズ） 関田さん 

 

日本最大級のファッションコーディネートサイト「WEAR」にて 1 万 2 千人以上の 

フォロワーを持ち、ブランドの全国スタッフでもトップクラスの支持！ 

【得意分野】メンズカジュアル・WEAR・コーディネート提案 

 

⑧ 『雑誌でも活躍中の妹キャラ』 

本館 7Ｆ カスタネ（レディス） 小林さん 

 

10～20 代向け人気雑誌「mer」のノミネートモデル 

（モデルオーディション広島代表）に大抜擢！ 

【得意分野】ガーリーカジュアル・読モ・instagram 

 

⑨ 『何度でも会いたくなるテーマパーク接客』 

本館 8Ｆ プードゥドゥ（レディス） 越智さん 

 

接客を受けるのが苦手な方でもつい引き込まれてしまうインパクト抜群の 

キャラクター！まるでテーマパークにいるような、 

パワースポットのような、不思議な存在です。 

【得意分野】ナチュラルカジュアル・長時間接客・トーク力 

 

⑩ 『吹奏楽の楽しさ広める音男（オトメン）』 

本館 9Ｆ 島村楽器（楽器・音楽教室） 内藤さん 

 

またの名を「管楽器ソムリエ」。丁寧、迅速、そしてユーモラスな接客で 

楽器の悩みに何でも応えます！ 

【得意分野】管楽器・リコーダー・工作 
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⑪ 『大人メンズの魅力、引き出します』 

新館Ｂ１Ｆ エディフィス（メンズ） 宮本さん 

 

ベテランの安定感溢れる接客で顧客数は店舗トップ。 

スーツのフィッティングもお任せ！ 

【得意分野】大人のデイリーカジュアル・ドレスウェア 

 

⑫ 『きめ細かいさわやか接客』 

新館Ｂ１Ｆ ユナイテッドアローズ（メンズ・レディス） 山本さん 

 

さわやか笑顔で話しやすさ 100 点満点！パルコにて全店で実施した 

覆面調査員による接客実態調査でも満点で全店 1 位を獲得した実績有。 

【得意分野】メンズカジュアル・幅広い世代への提案力 

 

⑬ 『物腰柔らかで聞き上手な完璧イケメン！』 

新館 B１Ｆ アダム エ ロペ（メンズ・レディス） 橋本さん 

 

イケメンなだけじゃない！物腰柔らかでお客様の内面まで 

引き出す接客が得意。 

【得意分野】メンズカジュアル・居心地の良い会話術 

 

⑭ 『相談力も家具も持ち上げる力もおまかせ！』 

新館 5Ｆ ビーカンパニー（インテリア・雑貨） 淡路さん 

 

お客様の生活スタイルに寄り添う丁寧で落ち着いた接客。そして見た目に反し 

二人掛けソファを軽々持ち上げ、引っ越し業者にも驚かれるほどの力持ち。 

【得意分野】インテリア・雑貨・力仕事 

 

⑮ 『歩く衣食住相談所』 

新館 7・8Ｆ 無印良品（インテリア・生活雑貨等） 佐藤さん 

 

現在は衣料品担当だが、インテリア担当歴も長いマルチスタッフ。 

お客様の家族構成や生活習慣・身体に合ったインテリアを瞬時に提案。 

【得意分野】衣料品・インテリア・家電・文具・書籍・食 
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⑯ 『NO CARP NO LIFE』 

新館 9Ｆ タワーレコード（CD・DVD・マガジン） 岡さん 

 

邦楽売り場のメインバイヤーとして販促を担当。またカープをこよなく愛し 

タワレコ×カープコラボ商品のプロモーションも手掛けています！ 

【得意分野】邦楽全般・Mr.Children・広島東洋カープ 

 
 
 
  ★★★★★ 

TV 出演等 

承ります！ 

   ★★★★★ 

 
 

 

■【特設 WEB サイト】と【twitter】から魅力情報発信していきます！ 

【特設 WEB サイト】にてパルコのスター★スタッフの詳しい紹介を掲載。「こんな接客を心がけています！」「趣味・休日の過

ごし方」など普段お客様があまり耳にする事の出来ないショップスタッフの素顔を紹介しています。 

又、【パルコのスター★公式 twitter】にてパルコのスター★の情報を更新します。【広島パルコ公式 twitter】には現在

22,000 人以上のフォロワーがおりパルコ担当者が日々情報を更新していますが、今回新たに開設する【パルコのスター★

公式 twiter】ではパルコの運営担当者だけでなく、スター★スタッフからの直接のツイートもありますので、お客様により身

近に感じて頂けるツールとなります。 

・特設 WEB サイト…広島パルコ HP 内（http://hiroshima.parco.jp） ※9/1 より公開 

・公式 twitter アカウント…＠parco_no_star ※9/16 より運用開始 

 
■パルコのスター★の接客体験＆お買い物資金 1 万円分プレゼント企画実施 

お客様の中から抽選で、ご希望のパルコのスター★スタッフの接客体験＆その際のお買い物資金 1 万円分をプレゼント致

します。【特設 WEB サイト】にて 9/16（金）～9/30（金）まで申し込み受付。10 月にお買い物を実施し、その際の写真やレ

ポートを WEB サイトにて掲載致します。 

 
■スター★の魅力を引き出す写真を、ライブカメラマン岸田哲平さんが撮影！ 

広島市出身（本通にある「キシダ写真館」の長男）であり、マイケルジャクソン・マドンナ・星野源・横山健など国内外、数々

の大物アーティストを撮影しているライブカメラマン岸田哲平さんに「パルコのスター★」スタッフの写真を撮影して頂きまし

た。自然に接客をしている姿を中心に、各スタッフの魅力が詰まった写真を、ライブカメラマンらしく動きのある形で収めて

頂いています。個人別のポスターを作成し、9 月より館内に掲出致します。 

 

広島パルコ 広島市中区本通 10-1 TEL.082542-2111（大代表） 

本件に関するお問い合わせ 広島パルコ担当：坪井・柏木・山口     

 

建物 フロア ショップ名 名前 得意分野
B1F オルビス・ザ・ショップ 玉井さん 美容（スキンケア・コスメ・メイクアップ）
B1F ラフィネ 渡邉さん マッサージ・リフレクソロジー
1F イア パピヨネ 嘉村さん バッグ・アクセサリー・ファッション雑貨
3F マーキュリーデュオ 角戸さん 【レディス】キレイ目コーディネート・instagram
4F ロデオクラウンズ 村岡さん 【レディス】カジュアルスタイル・ブログ
4F ダズリン 辻さん 【レディス】女子力の高い甘コーディネート
6F レイジブルー 関田さん 【メンズ】カジュアル・WEAR
7F カスタネ 小林さん 【レディス】ガーリーカジュアル・読モ・instagram
8F プードゥドゥ 越智さん 【レディス】ナチュラルカジュアル
9F 島村楽器 内藤さん 音楽・管楽器・リコーダー
B1F エディフィス 宮本さん 【メンズ】大人のデイリーカジュアル・ドレスウェア
B1F ユナイテッドアローズ 山本さん 【メンズ】カジュアル
B1F アダム エ ロペ 橋本さん 【メンズ】カジュアル
5F ビーカンパニー 淡路さん インテリア・雑貨
7・8F 無印良品 佐藤さん 衣料品・インテリア・家電・文具・書籍・食品
9F タワーレコード 岡さん 邦楽全般・Mr.Children・広島東洋カープ

本館

新館


