
報道関係各位                                                       2018 年 10 月 30 日 

株式会社パルコ 

1 

 
【パルコ 2018 年度秋冬のリニューアル】第 2 弾 

心や五感を刺激するショップが続々登場 
全国で 181 区画、約 21,000 ㎡のリニューアル実施中 

 

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、2018 年秋から初冬に    

かけて、全国の PARCO にて 181 区画、約 21,000 ㎡のリニューアルを進めてます。 

 

第 1 弾のリニューアルでは、スポーツクラブやドッグカフェ、話題のサービスショップや飲食店、新業態となる

レディス・メンズアパレルショップなど暮らしや感性を豊かにするショップを導入しました。 

第２弾のポイントは、①新たな自己表現のひとつとして SNS などでの話題性や情報発信を創出するコト消費 

ニーズへの対応、②デイリーライフをより豊かにする食バラエティの充実や多様なコミュニケーションの機会を 

創出するカフェやレストランの強化、③自分磨きとともに心も豊かに美しくできるコスメショップの導入や  

「ヘルスケア」に対応した「エイジングケア」をキーワードに身体の内外から美しくなるサービスの強化、④「NEXT

ファッションテーマ」に加えライフスタイルを彩るファッション雑貨を強化します。 

 

池袋 PARCO では、今の時代にマッチした新たな「旅」のありかたの提案や、多忙な女性が気軽に立ち寄り心身

ともに美しく健康にするヘルス＆ビューティショップを導入し、多様化する女性のライフスタイルへの対応を強化

します。浦和 PARCO では、厳選された食品や雑貨が、何気ない日常のちょっと贅沢を提供し、様々なライフ   

スタイルをより豊かにします。吉祥寺 PARCO では、映画を見る体験を特別なものにするミニシアターのシネコン

や、エリア初登場のベーカリーカフェがオープンし訪れる人の楽しみを拡大します。調布 PARCO では、2020 年

に向けて駅周辺が大きく変化する中、食品ゾーンを大きくリニューアルし、アイテムバラエティの拡大やライブ型

販売を拡充、エリアのお客様により愛される FOOD MARKET に進化します。広島 PARCO では、グランドフロア

に地元企業と共同開発したパイ専門カフェやフラワーショップを導入し、幅広い層のお客様がデイリーにご利用い

ただけるようになります。 

 

① 刺激的な体験・体感型ショップ  

池袋 PARCO 本館 M2F には、H.I.S.が全国初となる新たなコンセプトショップ「H.I.S. The ROOM of journey

（エイチ・アイ・エス ザ ルーム オブ ジャーニー）」に全面リニューアル。「旅のはじまりは、ここから。」を   

コンセプトに旅好きな人の部屋をイメージしたショップ内には、H.I.S.初の自主運営カフェやイベントスペースを

併設、様々な仕掛けを持った新しくリラックスできるトラベルカウンターへ生まれ変わります。吉祥寺 PARCO  

地下 2F には、5 スクリーンで計 300 席の新たなミニシアターコンプレックス「アップリンク吉祥寺パルコ（通称：

アップリンク吉祥寺）」がいよいよ 12 月に開場。世界の映画祭で話題の作品をはじめ、アート系作品、       

インディーズ作品など、現在「アップリンク渋谷」で映画ファンの皆さまにお楽しみいただいている作品のほか、

地域の方々にも楽しんでいただけるファミリー向け作品も上映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋 エイチ・アイ・エス ザ ルーム オブ ジャーニー 
11/2(金)NEW 

吉祥寺 アップリンク吉祥寺 
12/14(金)NEW 
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② 食バラエティ  

調布 PARCO では、地下 1F の食品ゾーン・PARCO FOOD MARKET を大規模リニューアルします。和・洋・     

アジアの野菜いっぱいの SOZAI を提案する惣菜のセレクトショップ「グリーン・グルメ」や、手づくり・安心   

安全・美味しい・健康・便利をテーマにした惣菜弁当店「咲菜（さかな）」などの特色あふれる惣菜店がオープン。

また製菓・製パン材料はもちろん、調理器具や食材も 7000 種類以上取り揃える製菓・製パン材料専門店「TOMIZ

（トミーズ）」などを新規導入するとともに既存店のリニューアルも実施。アイテムバラエティを拡充し、さらに

地域のお客様にご利用いただきやすくなる食品ゾーンへと進化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台 PARCO 本館 1F には、テキサス(TEX)とメキシコ(MEX)を融合したテクス・メクス料理の「Aguila de perro

（アギーラ デ ペロ）」と玄米おむすび・和惣菜の「寝かせ玄米と日本のいいもの いろは」を導入、同フロアの   

一部店舗の営業時間を 24 時までとし駅近のライフスタイルフロアとしてエリアでの存在感を高めます。池袋

PARCO 本館 7F には、恵比寿のティースタンド「comma tea（コンマティー）」が商業施設初出店。高品質なこ

だわりの茶葉を使用したストレートティーから自家製のチーズフォームを使ったチーズティー、もちもち食感が特

長のタピオカティーなど、ちょっと一息つけるドリンクを提供します。浦和 PARCO 1F には、全国各地から厳選

した様々な酒類のお米、食品、雑貨などこだわりの商品をラインナップし、お米に焦点をあてたライフスタイルシ

ョップ「AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）」がオープン。様々なライフスタイルにお応えし、さらに   

地域のお客様にご利用いただきやすくなります。吉祥寺 PARCO では、1F にエリア初となるベーカリー・カフェ

「ザ シティ ベーカリー」を、2F にスペシャルティコーヒーストア「スターバックス」を導入、普段使い     

しやすく日常の暮らしを豊かにする食テーマを強化します。広島 PARCO 本館 1F には、地元企業の株式会社商業

藝術とパルコが共同考案した新業態のパイ専門カフェ「Pieee Parlor Parisien（パイ パーラー パリジャン）」が 

全国初登場。デザートパイからお肉や野菜を使ったお食事としても楽しめるパイ(セイボリーパイ)まで、多種多様

なパイを提供し幅広いお客様の入店へつなげます。福岡 PARCO 新館地下 2F には、世界で話題沸騰の台湾ティー

カフェ「Gong cha（ゴンチャ）」が九州初上陸、誰かに教えたくなるような話題創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋 コンマティー 
12/14(金)NEW 

仙台 アギーラ デ ペロ 
11/9(金)NEW 

浦和 アコメヤ トウキョウ 
11/9(金)NEW 

調布 グリーン・グルメ  
9/28(金)NEW 

調布 咲菜  
10/27(土)NEW 

調布 TOMIZ  
11/22(木)NEW 



報道関係各位                                                       2018 年 10 月 30 日 

株式会社パルコ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ コスメ、ヘルス＆ビューティ  

仙台 PARCO では、PARCO2 3F に東北初出店のセミセルフ型コスメセレクトショップ「アミューズボーテ」が  

オープン、フロアのコスメアイテムを強化し幅広いサービスを提供します。池袋 PARCO では、本館 7F に新たな

ビューティゾーンを設け、ネイルサロン「ネイルズユニーク」やフェイス専門の整体サロン「ジャストフェイス  

ケアサロン カオ 20」、マウスピース矯正専門の審美歯科「おとなと 10 代の矯正歯科クリニック」と、足を運び  

たくなる上質なサービスショップを導入します。 

 

 

 

④ ファッションバラエティ  

浦和 PARCO では、1F に最新トレンドを発信する「ZARA（ザラ）」が拡大リニューアル、レディスのフルライン

を揃えたラインナップを充実させ、ファッションテーマを強化します。吉祥寺 PARCO では、1F にニューヨーク

発の「MICHAEL KORS（マイケル・コース）」がオープン。9 月に同フロアへオープンした同じくニューヨーク発

の「kate spade new york（ケイト・スペード ニューヨーク）」とともに、ちょっと先をいくトレンド感と    

こなれた雰囲気を併せ持ち、ファッションとライフスタイルを楽しめるフロアへと生まれ変わります。広島PARCO

では、新館地下 1F にレディス・メンズ複合ブランド「ジースター ロゥ」と「リーバイス®」がオープン、店舗の    

アイテムバラエティをさらに強化するとともにフロアや周辺エリアとの回遊性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

福岡 ゴンチャ 
10/26(金)NEW 

広島 ジースター ロゥ 
11/9(金)NEW 

吉祥寺 マイケル･コース 
11/17(土)NEW 

広島 パイ パーラー パリジャン 
11/9(金)NEW 

吉祥寺 ザ シティ ベーカリー 
11/30(金)NEW 

広島 リーバイス® 
11/9(金)NEW 

仙台 アミューズボーテ  
11/1(木)NEW 

池袋 おとなと 10 代の 
矯正歯科クリニック 

12/14(金)NEW 

池袋 ジャストフェイスケアサロン 
カオ 20 

12/14(金)NEW 
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テナント名 アイテム 概要 店 期間
広島 10/3-10/9
札幌 10/24-10/30
仙台 11/1-11/7
福岡 11/19-11/25

Nora Lily
（ノラリリー） レディス モデル・女優として活動する「内田ゆうほ」プロデュースのブランド。

あくまで自分らしく、さりげなくトレンドを取り入れた新しいstyleを提案。 池袋 11/7-11/19

le reve vaniller
（ルレーヴヴァニレ） レディス

ファッションモデル「中田絵里奈」プロデュース。
甘く柔らかいロマンティックな世界観を日常に落とし込み、

着心地やディテールの質にこだわった等身大の女性に向けたブランド。
池袋 11/15-12/3

COHINA
(コヒナ) レディス

Sサイズ女性のための綺麗めカジュアル。
小柄でも、綺麗で大人な女性に見られたい。

そんなSサイズ女子の願いを叶えます。
池袋 12/6-12/11

REAL DESIGNER SITE
（レアル　デザイナーサイト） アクセサリー・雑貨 TOKYO、PARISなどで活躍するデザイナーブランドの合同ショップ。

 

⑤ 「UP NEXT（アップネクスト）」   

全国 7 都市の PARCO に、新たなショップやブランドの発掘と育成を目的 

とするインキュベーションスペース「UP NEXT」を 2018 年 3 月から新設。

ジャンルに捉われず、ファッション・雑貨・食品など多方面で活躍を目指す

新規企業や起業間もない新進ブランドを期間限定で展開しています。 

 

■今秋展開スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3～9 月展開実績 7 店舗合計（札幌、仙台、池袋、静岡、名古屋、広島、福岡）  

イ ベ ン ト 数 ：109 本  

テナント取扱高：176,303 千円（前年区画対比 163.8％）  

レ ジ 客 数：29,759 人（前年区画対比 157.6％） 

前年に対してイベント数、売上、レジ客数とも大幅伸張。 

 

 

 

ノラリリー 

ノラリリーディレクター 内田ゆうほ 
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■2018年秋冬　オープン・リニューアルショップ一覧（抜粋）
施設名 フロア 店名 アイテム オープン日 備考

仙台PARCO 本館1F Aguila de perro（アギーラ　デ ぺロ） テクス・メクス料理 11月9日 新規/エリア初
本館1F 寝かせ玄米と日本のいいもの いろは 玄米おむすび・和惣菜 11月22日 新規

PARCO2　3F アミューズボーテ セルフ型コスメセレクトショップ 11月1日 新規/エリア初
池袋PARCO 本館M2F H.I.S. The ROOM of journey（エイチ・アイ・エス　ザ ルーム オブ ジャーニー） トラベルカウンター 11月2日 リニューアル/全国初　　

本館7F comma tea(コンマティー) ティースタンド 12月14日 新規/ビルイン初
本館7F ネイルズユニーク ネイル 12月14日 新規
本館7F ジャストフェイスケアサロン　カオ20 顔の施術・小顔矯正 12月14日 新規/エリア初
本館7F おとなと10代の矯正歯科クリニック マウスピース矯正・審美歯科 12月14日 新規/全国初　　

浦和PARCO 1F ZARA（ザラ） レディス・メンズ 10月18日 リニューアル
1F AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ） 食品・雑貨 11月9日 新規

吉祥寺PARCO B2F アップリンク吉祥寺 ミニシアターコンプレックス 12月14日 新規/エリア初
1F MICHAEL KORS（マイケル・コース） バッグ・ファッション雑貨 11月17日 新規/エリア初
1F ザ シティ ベーカリー ベーカリー・カフェ 11月30日 新規/エリア初
2F スターバックス カフェ 11月1日 新規

調布PARCO B1F 崎陽軒 シウマイ 9月1日 新規
B1F ファクトリーシン ケーキ・洋菓子 9月5日 リニューアル
B1F フーシェ・尾張松風屋 洋・和菓子 9月5日 リニューアル
B1F グリーン・グルメ 惣菜 9月28日 新規
B1F 横浜昇龍園 中華惣菜 9月28日 リニューアル
B1F 咲菜 惣菜・弁当 10月27日 新規
B1F デリカさぼてん とんかつ 10月27日 リニューアル
B1F おこわ米八 おこわ・弁当 10月27日 リニューアル
B1F 京樽 米飯・寿司 10月27日 リニューアル
B1F 調布松月堂 和菓子 11月9日 リニューアル
B1F TOMIZ（トミーズ） 製菓・製パン材料 11月22日 新規
B1F 武田ハム ハム加工品 11月22日 リニューアル
B1F 好餃子 手づくり餃子 11月22日 リニューアル
B1F 八王子一丁庵 豆腐・惣菜 11月22日 リニューアル
B1F 丸越 漬物 11月22日 リニューアル
B1F 菓心たちばな 和菓子 11月22日 リニューアル
B1F 銀座あけぼの あられ・煎餅 11月22日 リニューアル
B1F 東京風月堂 ゴーフル・洋菓子 11月22日 リニューアル
B1F モロゾフ ケーキ・洋菓子 11月22日 リニューアル

広島PARCO 本館1F Pieee Parlor Parisien（パイ パーラー パリジャン） パイ専門カフェ 11月9日 新規/全国初　　
本館1F 青山フラワーマーケット 花・フラワーギフト 11月9日 新規/エリア初　　
新館B1F ジースターロゥ レディス・メンズ 11月9日 新規/エリア初　　
新館B1F リーバイス® レディス・メンズ 11月9日 新規

福岡PARCO 本館5F プリンセスベベ 輸入雑貨・インテリア 11月21日 新規/全国初　　
新館B2F Gong cha（ゴンチャ） 台湾ティーカフェ 10月26日 新規/エリア初　　

名古屋PARCO 【予告】西館7F　レストラン増床・大型改装 19年2月予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

株式会社パルコ 広報/IR 室  TEL03-3477-5710 


