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トップメッセージ／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

パルコグループは、先見的、独創的な

「パルコらしさ＝PARCO WAY」をもって、

社会と共有できる「新しい価値」を創出してまいります。

　パルコグループは、CSR（企業の社会的責任）とは経営理念の具現化であり、事業基盤そのものであると考えています。

　「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創造」。

　この経営理念を、事業を通じて、ステークホルダーのご信頼とご満足をいただきながら実現することが、パルコグループの

CSRであると考え、取り組みを進めています。 

　パルコグループは、 4つの重点テーマを「文化」「次世代の人材」「地域」「環境」と定め、パルコグループそれぞれの事業

分野の活動を通じて「パルコらしさ＝PARCO WAY」をもって、都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献することを

CSR理念としています。 

　この理念と重点テーマは、創業経緯や事業特性、社員の想いをふまえ、「パルコグループが社会に存在する意義」や「社

会に提供すべき価値とはなにか？」について、真剣に議論を重ねた結果、定めたものです。 

　パルコは、1969年の開業以来、ファッションビルの運営だけではなく、音楽、アート、演劇、映画、出版といったエンタテイ

ンメント事業によりさまざまなカルチャーの紹介をするとともに、新しい才能の発掘・応援をおこなってまいりました。

　人々の豊かさはモノだけで測れるものではなく、さまざまな精神的活動、心の豊かさもあって成立するものだと認識して

いたからです。

　2010年秋からは、「LOVE HUMAN.」というメッセージのもと、改めて「ひとりひとりに合った心豊かな生活：Quality of Life」

「新しい才能の応援、希望と夢が未来を切り開いていく」という企業の想いを発信しています。

　経済成長を遂げ、成熟した日本において、生活者は心の豊かさを満たす生活、社会的価値を重要視する消費行動へ、今

後もさらに変化していくと考えます。

パルコグループは、先見的、独創的な「パルコらしさ＝PARCO WAY」をもって、社会と共有できる「新しい価値」を創出して

まいります。 

　このような時代環境や社会背景のもと、生活者の方々の想いを汲み取り、応えるために、パルコグループは、“都市のラ

イフスタイルプロデューサー”として、「生活者の方々に心の豊かさを提供する」という強い意志を持ち、グループ一丸となっ

て、ステークホルダーの皆様と一緒に時代を切り拓いていきたいと考えています。 

　そのために、パルコグループは、先見的、独創的な「パルコらしさ＝PARCOWAY 」をもって、社会と共有できる「新しい価

値」を創出してまいります。

2013年6月

株式会社パルコ

代表執行役社長
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特集：新しい才能の発見と応援 〜パルコのインキュベーショ ン〜 |  株式会社パルコ - PARCO

パルコは1969年の池袋パルコ誕生以来、ファッションのみならず、音楽やアート、

演劇などのカルチャーを積極的に紹介し、さまざまな新しい才能の発見やその応

援をしてまいりました。

また、都市のライフスタイルプロデューサーとして、その時代ごとに「コト」「モノ」

「サービス」を融合させた、心豊かな生活を提案する店作りをしてまいりました。

いまの時代を見つめ直したときに、改めて、自信をもって未来を切り開いていく才

能のある人たちを応援していく企業としての想いを伝えていきます。

「LOVE HUMAN」メッセージについてはこちら

ニッポンが世界に誇れる"ジャパンファッション"をASEANに

PARCO クールジャパンプロジェクト

HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPOR を開催

出資先デザイナーと出資者の

交流イベントを開催

世界と地元のモノづくりを見つける

自主編集ショップ　ミツカルストア

オープン

若手クリエイターに表現の場を提供。

パルコの女子文化祭「シブカル祭。」開催

日本初。一口3万円新しいファッションを応援

するファンドFIGHT FASHION FUND by PARCO

スタート

2

http://www.parco.co.jp/parco/love_human/
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_06.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_06.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_05.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_05.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_03.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_03.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/feature_02.php


特集：新しい才能の発見と応援 〜パルコのインキュベーショ ン〜 |  株式会社パルコ - PARCO

シンガポール若手デザイナーの育成プログラム

PARCO next NEXT スタート

パルコ自主編集ショップ

once A month オープン
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FIGHT FASHION FUND by PARCO／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

8月 出資デザイナーと出資者との交流会で

は多くの出資者の方が参加され、次のシー

ズンの商品開発にむけて、活発な意見交

換を行いました。

10月 出資先ブランド「my panda」の1号店

が渋谷PARCOにオープンし、2013年春に

は池袋PARCOにも2号店をオープンしまし

た。

10月 東京コレクションには出資先ブランド

「JUN OKAMOTO」がランウェイデビューし、

今後期待される若手デザイナーとして高い

評価を受けました。

2013年5月 シンガポールで開催された

AFX(ASIA FASHION EXCHANGE)では期待

される若手日本人デザイナーとして出資先

デザイナー「JUN OKAMOTO」が招待されま

した。

日本のファッションを応援するファンド

FIGHT FASHION FUND by PARCO（ファイト ファッション ファンド）

FIGHT FASHION FUND by PARCOについて

ファイト・ファッション・ファンド（FFF）は、日本を拠点に活躍する若手ファッシ

ョンデザイナーのビジネスを「みんな」で応援する日本初のしくみとして

2011年にスタートしました。 次世代のジャパン・ファッションを担う才能と情

熱を持ちながら、「次のステージ」に行くための「資金」「ファンやビジネスサ

ポーター」「販売機会やPR機会」が充分ではないファッションデザイナーの

事業成長を、1口3万円のマイクロファンド（少額出資）を通じて応援。直接

的な「お金（ファイナンシャル・リターン）」だけでなく、出資者・出資先双方

による「仲間づくり（コミュニティ・リターン）」、「事業成長（ビジネス・リター

ン）」の3つのリターンが得られるのが特徴です。

苦境に立つ日本のモノづくり

00年代後半以降のファッション業界は、ITによる商品管理や不透明な景況

感により、売れ筋商品への同質化が進んでいます。グローバル化の波

は、個店やSC、アウトレットモールなどのドミナント化にも拍車をかけ、

2012年になった今でも、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システム

の中に呑み込まれ、こだわりのあるものづくりをしたいと考える次世代デザ

イナーが成長していくのがとても難しい状況にあります。また、商品製作も

低コストな海外への移転が進み、比較的高コストである日本の原材料や

高い技術を持った職人や工場など、ジャパン・ファッションを支える基盤を

継承することが難しい環境にあります。

新しい才能を応援し、日本のファッションを楽しくしたい。

ファッション業界におけるインキュベーションは、既に数多くおこなわれてい

ます。パルコとしても、トライアルスペースの提供や、ポップアップショップ

の企画、ネット通販などさまざまなかたちでサポートを行ってきましたが、

今回、新たに、「ファイナンシャル・リターン」「コミュニティ・リターン」「ビジネ

ス・リターン」の三位一体となった日本初の取り組みに、みなさんといっしょ

にチャレンジし、ファッションが世の中に与える意味を認識し、同じ思いを共

有できる人たちといっしょに、未来を切り拓いていく「才能」を応援していき

たいと想っています。

FIGHT FASHION FUNDオフィシャルHP

4

http://nippon-fafafa.jp/


シブカル祭。／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

2012年のテーマは「コラボレーション」

ファッション、アート、カルチャー、音楽、あ

らゆるジャンルのクリエイターが垣根を越

えて互いのクリエイティブに刺激を与えまし

た。

パルコミュージアム、クラブクアトロなどの

イベント装置での実施の他、館内ブランドシ

ョップも巻き込み、ショップ内にも作品を展

示するなど、期間中いたるところでアートを

体感できる仕掛けになりました。

期間中は渋谷のあらゆるエリアでファッショ

ンイベントが開催され、企画を連動すること

で、渋谷の街を盛上げました。

福岡PARCOでも次世代の取り組みを応援

する企画「天神ラボ」を開催。福岡エリアで

活動するクリエイターたちが福岡PARCOが

表現の場となりました。

新進気鋭の女子クリエーターたちによるパルコの女子文化祭

シブカル祭。

第1回：2011年10月28日～11月7日

第2回：2012年10月19日～10月29日

シブカル祭。について

音楽、映像、作品、パフォーマンスなどさまざまなジャンルで活躍する若手

女子クリエーター総勢約100名が渋谷パルコを表現の場とし、さまざまなク

リエイティブを紹介します。2011年からスタートし、2012年はテーマを「コラ

ボレーション」とし、さまざまなジャンルのクリエイター同士が1つの作品表

現に挑戦する取り組みを行いました。若手女子クリエイターの枠にとらわ

れない自由で、力強い作品、パフォーマンスの数々は観客を圧倒し、多く

の共感と、反響を得ています。パルコ以外のファッションイベントとも取り組

みを連動することで、渋谷の街をファッションと、アート、カルチャーで盛上

げています。

PARCO=イタリア語で広場・公園

イタリア語で広場・公園を意味する「PARCO」は、1969年の池袋パルコの

オープンより、ファッションのみならず、音楽、アート、演劇、映像などの文

化活動を積極的に紹介し、消費文化に彩を与えてまいりました。 パルコを

創造の場とし、新しい才能を持った方々や、それを楽しむ人々が集い、ム

ーヴメントを創ってきたことがパルコの強みだと思っております。

女性が消費文化をリードする

池袋パルコオープン当初の70年代初頭は、女性が社会進出を始め、女性

のライフスタイルが変化してく始まりの時期でした。パルコは力強くしなや

かに変化してゆく女性の姿を広告で表現し、積極的に女性のクリエーター

や、女性のモデルを起用することで応援してまいりました。

そして今や、プロダクツデザインでは女性の視点を意識した開発や、女性

のファッションスタイルで男性のトレンドが変化するなど、女性は強い消費

者として消費文化をリードしております。

パルコがファッションにおいてもカルチャーにおいても自らを自由に、積極的

に表現できる場として機能することでの女性の多様化するライフスタイルに

楽しさを提案したいと想っています。

シブカル祭。2013年開催決定！！最新情報はこちらから
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PARCO next NEXT ／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

東京研修ツアー 参加に選ばれたデザイナ

ーたちの育成プログラムとして毎年実施。

日本の小売ビジネスの理解を深めること

と、彼らのクリエイティビティと商業的な実

現性のギャップを埋めていくことを目的とし

て実施しました。

渋谷店期間限定ショップ実施 初めての取り

組みとして渋谷PARCOにて期間限定ショッ

プを展開し、日本のファッションマーケットを

肌で感じる機会を提供しました。

AFXランウェーショー参加 シンガポールで

年１回開催される大きなファッションイベント

「AFX」（Asia Fashion eXchange）では、

PARCO next NEXT参加生がファッションシ

ョーを実施、多くのお客様にご観覧いただき

ました。

パルコクールジャパンプロジェクトHELLO

SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPOREでは

日本の若手デザイナーとクリエイティブミー

ティングを実施し、互いのクリエイティブに

関する情報交換をしました。

海外若手デザイナーのボーダレスな活動を支援

PARCO next NEXT（パルコ　ネクスト　ネクスト）

PARCO next NEXT について

シンガポールの若手デザイナーを育成するためにパルコマリーナベイオー

プンと共に2010 年3 月にスタートしたファッションインキュベーションプロジ

ェクトです。PARCO（Singapore）Pte Ltd とTextile &Fashion

Federation(Singapore)(シンガポールファッション協会)が、スプリング

Singapore(起業家を支援する政府機関)のサポートを受け、合同運営し、こ

れまで55ブランドのサポートを行ています。シンガポーのPARCO Marina

Bay 内の販売スペースへの出店機会のほか、日本の店舗を活用し、出店

機会の提供を行うなど、グローバルな取組をしていま

す。

シンガポールは関税の撤廃・貿易システムのオンライン化などの機能を整

え、物品・人・サービス・資本・ 情報の移動の自由向上を図り、東南アジア

経済の中心的役割を果たしています。 

香港と並び、欧米諸国のグローバル企業のアジア太平洋地域の拠点が

置かれることが多く、東南アジアの金融センターとしての不動の位置を保

っています。 

また、近年は、中心地・郊外ともに新規商業施設のオープンが相次ぎ、活

況を呈しているおり、豊かな感性を持つ消費者にとってアジアの経済発展

の拠点として注目が高いマーケットです。

世界でもトップレベルにある日本のマーケットで培ってきたノウハウを活か

し、海外若手デザイナーの活発なクリエイティブ活動を応援することで、ボ

ーダレスに活躍する才能を育成いたします。

［これまでの主な取り組み］

○東京研修ツアー

参加に選ばれたデザイナーたちの育成プログラムとして毎年実施。日本の

小売ビジネスの理解を深めることと、彼らのクリエイティビティと商業的な実

現性のギャップを埋めていくことを目的として実施。

○渋谷店期間限定ショップ実施

初めての取り組みとして渋谷PARCOにて期間限定ショップを展開し、日本

のファッションマーケットを肌で感じる企画となりました。

○AFXランウェーショー参加

シンガポールで年１回開催される大きなファッションイベント「AFX」（Asia

Fashion eXchange・5/14-20・今年で3回目）の一環で、ファッションショー

イベント「Audi　Fashion　Festival」へ参加しました。

PARCO Marina bay HP
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once A month ／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

「九州」企画では熊本県の営業部長「くまモ

ン」とネ・ネットの人気キャラクター「にゃー」

とのオリジナルコラボ商品を企画販売。そ

の後、吉祥寺、名古屋、仙台、新所沢、福

岡のPARCO各店を巡回

「ロンドン」企画ではロンドンでのＤＪ経験を

もつ「Sｕｍｉｒｅ」さんとコラボレーションした

H.I.Sによるロンドンオプショナルツアーを企

画

福岡PARCOではパルコシティで運営する

若手クリエイターのオンラインショップ「クリ

エイターズマンション」を定期的に実施し、

好調に推移

取り扱いブランドのリアルショップ実現－

Once A month立上げより取り扱っているス

ウェーデンの靴下のブランド「Ｈappy Ｓ

ocks」の日本1号店を渋谷PARCOに、春に

は原宿にも2号店がオープンしました。

パルコの自主編集ショップ

MEETS CALストア(ミツカルストア)／once A month (ワンス ア マ

ンス）

「クリエーション力のある若手作家」「こつぶだけどきらっと光るメーカー」

「季節が限定される旬の商材」をマーケットに提案し、販売していく場所とし

て、短いサイクルで「季節のテーマ」や、「国や地域文化」を「編集」し、展

開しております。

クオリティ維持のために大量生産できないもの、季節商品のため長期で販

売できないもの、才能はあるがショップを持つまでの資金力と規模を持って

いないブランドなど、「ヒト」と「モノ」を繋ぐ「場所＝コト」を求めている才能あ

ふれるデザイナーや、作家、メーカーはたくさん存在しています。

パルコでは新しい才能を開花させる「場所＝コト」を一緒に創り、新しいコト

消費のストーリーを提供したいという思いでディベロッパー業としては異例

の「自主編集」という取り組みを立ち上げました。

全国パルコのネットワークを活かした商品提案

渋谷パルコでは「meets culture meets local」をキーワードに国／地域の

人や文化に出会えるショップとして、その国・地域出身のデザイナーによる

「ファッション」や、そこから生み出される「雑貨」、その土地に根ざした「食」

を販売します。時には、その土地を満喫して楽しむための「旅」も販売しま

す。

「人」と「場所」にスポットをあて、「モノ」の作り手の紹介や映像や音でその

場の空気を伝えていきます。商品や企画のセレクトはパルコ各店特派員

や、各雑誌社、周辺のクリエイターなど様々な人たちと一緒に行っていま

す。

福岡パルコでは東京情報の受け入れだけではなく、福岡をベースに活躍

されている方々ともチームを組み、福岡・九州でゆかりのある商品を常に

取り扱かっています。

ご一緒に取り組みをされた方の中には、「ミツカルストア」「ワンスアマン

ス」をきっかけに急速に事業展開をされている方々もおり、着実に自主編

集ショップで培ってきたネットワークは広がりを見せています。

MEETS CALストア・Once A month HP

7
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ポップアップショップ

－日本の次世代クリエイターのファッショ

ン、雑貨、食などの編集売場－

シンガポール中心部、オーチャードエリア

の商業施設「プラザシンガプーラ１Ｆ メイン

アトリウム」にて開催

「今の渋谷」を体現する旬なデザイナーと、

現地で活躍するクリエイターなど計30 ブラ

ンド26 ショップが参加したポップアップショッ

プ会場。期間中には約5 万人が来場。

本プロジェクトフェイスブックを開設したとこ

ろ期間で約30,000 いいね/90,000 人リーチ

に達しました。

ファッションショー

2 月22 日＠レッド・ドット・デザインミュージ

アムにて開催。ファッションショーでは注目

の次世代デザイナーとPARCO next

NEXT（リンク）を卒業したデザイナーが参

加、非常に高い評価を得ました。

ニッポンが世界に誇れる”ジャパン・ファッション“をASEANに

PARCOクール・ジャパンプロジェクト

HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE

（ハローシブヤトキョウウィズシンガポール）

2013年2月22日～3月10日

新しい才能とともに成長してきた企業として、日本の次世代を担うファッショ

ンブランドにASEAN での事業成長機会を提供するプロジェクトを国内外の

幅広い協業先と共に、シンガポールにて開催し、ジャパン・ファッションを海

外で発信する取り組みを行いました。本プロジェクトは経済産業省の2012

年度クール・ジャパン戦略推進事業の受託事業として実施し、パルコが持

つノウハウを活用し「インキュベート」「インバウンド視点での渋谷の街への

貢献」「現地協業による市場創造」の3つをテーマに掲げ、日本の次世代デ

ザイナー、クリエイターによる

① ファッション、雑貨、食などの編集売場（ポップアップショップ）

② ファッションショー

③ 商談会

を行いました。

「インキュベート」

～PARCO のノウハウを活かしたジャパンブランド編集売場。会場演

出にもこだわった次世代デザイナーのファッションショーなどのPR が

高い評価に結実～

PARCO グループのノウハウを活かしたマーケティングや売場編集により、

東京コレクションブランドや新進モード、ストリート、カジュアルと国内約20

ブランドを品揃え、販売。日本のファッションブランドのデザイン、素材、技

術、ブランドイメージに対する現地マーケットの評価や期待、ニーズは想定

以上に大きく、ポップアップショップでは高単価なモード系ブランドが好調に

動く。

「インバウンド視点での渋谷の街への貢献」

～売場立地を厳選し、幅広い客層へのアプローチ。売場スタッフへ

の商品レクチャーを通してジャパンカルチャーの理解を深める～

高感度ファッションに関心のある方以外にも幅広い現地の方が商品に触

れていただくことが出来るように、会場立地も厳選し、トラフィックの良い人

気商業施設で開催。販売スタッフを全員現地スタッフにして、国立大学で

日本文化を学んでいる学生、日本に留学を予定している学生、ファッション

やアート系学校の学生など、現地の日本文化やファッションに関心が高い

層を中心に構成し、実学に触れるチャンスとなりました。

「現地協業による市場創造」

～PARCO のマーケティグ力を活用や現地との協業により、現地マ

ーケットニーズにマッチさせた商品提供・情報発信。ジャパンブランド

の認知浸透を図る～

東京・渋谷の良さは、現地の文化と混ざり合って新しい市場を創造するこ

とだと認識しています。本プロジェクトは単なる日本製品の「紹介」ではな

く、日本/シンガポール両国の積極的な協業により新しい「市場創造」を目

指し、国内外の有力協業先と連携し、現地ファッション専門店やシンガポ

ールで活躍するクリエイターとのコラボ商品開発を行い、大きな反響を得ま

した。
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CSRの考え方／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

グループトップ パルコグループのCSR CSRの考え方

パルコグループのCSR基本方針

パルコグループはCSR活動の定義を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組み」

と考え、さまざまな活動を展開してきました。2010年には環境活動方針を定め、環境負荷の少ない商業空間の創造をはじ

めとした環境保全活動を推進しています。

2011年には「CSR基本方針」を策定し、「お客さま」「ご出店テナント」「従業員」「株主／投資家」「地域／社会」「地権者」

「お取引先」という7つのステークホルダーと円滑な関係を構築しながら、経営の透明性確保などコーポレート・ガバナンス

強化にも取り組み、CSR活動の質の向上につなげています。

お客さま ご出店
テナント

従業員 株主/
投資家

地域／社会 地権者 お取引先
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CSRを支える基盤／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

パルコの経営理念体系 コンプライアンス コーポレート・ガバナンス

パルコは、CSR 活動を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組み」と考え、この基

盤としてCSR 委員会とリスクマネジメント委員会から成るCSRマネジメント体制を構築しています。

また、持続的な企業価値向上のためには効率的で遵法かつ適切な経営体制の実現が重要という考えに基づきコーポレー

ト・ガバナンス体制を強化し、経営の透明性の向上、有効な経営監視体制の構築、株主をはじめとするステークホルダーの

皆様との対話の促進および権利の確保を図っています。
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活動実績 4つの重点テーマ／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

パルコグループは、次世

代を担う人材や才能を応

援し、活力と多様性のあ

る社会の実現に貢献しま

す。

パルコグループは、ファッ

ション、エンタテインメント

をはじめ、文化面で常に

新しい価値提供や情報発

信、市場創造をおこない

ます。

パルコは、イタリア語

で“公園”を意味します。

パルコグループは“公

園”すなわち、「人々が集

い、時間と空間を共有し、

楽しんだりくつろいだりす

る場（空間）」を提供し、地

域や街の魅力向上に努

めます。

パルコグループは、全社

一丸となって環境負荷の

少ない商業施設の創造を

推進します。

4つの重点テーマについて

パルコグループは、２０１０年に発表した「中期経営計画」において、企業ビジョンとして「心豊かな生 活提案をする都市の

ライフスタイルプロデューサー」を掲げました。

この企業ビジョンを具現化するＣＳＲ政策として、「文化」「次世代の人材」「地域」「環境」の４つを重点テーマと設定しまし

た。

12

http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_02.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_03.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_03.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_03.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_04.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_04.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_04.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_05.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_05.php
http://www.parco.co.jp/group/csr/theme_05.php


次世代／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

【PARCO next NEXT/Fight Fash ion Fund by PARCO】アジア最大のファッションイベント「Asia Fash ion

exchange」に参加いたしました。

2013年5月18日

シンガポールにて毎年開催される東南アジア最大のファッションイベント「AFX」（Asia

Fashion exchange）（5/13－19）のランウェイショーイベント「AFF」(Audi Fashion

Festival)にPARCO next NEXTに参加しているデザイナーとFight Fashion Fundの

Jun Okamotoの２つのショーで参加し、大盛況のうち終了しました。また、Jun

Okamotoデザイナー岡本順さんとPARCO next NEXT参加デザイナーたちの交流会

も開催。Jun Okamotoのクリエイションに関する質問や、シンガポールと日本でデザ

イナーを取り巻く環境の違いに関する議論を通じて双方の交流を深めました。

開催報告についてはこちら

【Fight Fash ion Fund by PARCO】出資ブランド「ｍｙ　panda」が出資者懇親会を開催いたしました。

2013年5月10日

3月には池袋パルコに2号店を出し、順調に活躍を広げるmy　pandaがリクープ達成を

記念し、渋谷パルコにて出資者懇親会を行いました。

懇親会ではデザイナーの感謝のスピーチと共に出資者限定のプレゼントを渡し、暖

かな会となりました。

【ヌーヴ・エイ TiC TAC事業部】フレッシャーズキャンペーン「フレッフレー割」開催いたしました。

2013年2月15日～5月6日

チックタック事業部ではフレッシュな新社会人・学生と被災地の子供たちを応援する

企画として、お買い上げ時に学生証をご提示いただくと10％ポイント還元するととも

に、お買い上げの腕時計1点につき100円を「あしなが育英会」の東日本大震災遺児

支援活動の「東北レインボーハウス建設募金」として寄付するキャンペーン「フレッフ

レー割」開催いたしております。

本年も23,706名のフレッシャーズの皆様にご協力いただき、2,370,600円を寄付する

ことができました。

【吉祥寺PARCO】女子美術大学のプロジェクト“b・tanぬぐい”期間限定ショップ開催

2013年3月20日～3月26日

これまでは処分品として扱われていたB反手ぬぐいを、実用的で華やかな小物へと

蘇らせて販売する女子美術大学のキャリア育成プロジェクト“b･tanぬぐい”の期間限

定ショップを開催いたしました。

手拭で作った花飾り“びいたん花”、持ち手の長さが自由に変えられる“さんかく

袋”、海や山でもシートとして使える“花つなぎの布”など実用的で華やかな製品を販

売いたしました。

【パルコ】パルコアラ×さくらパンダチャリティピンバッチ販売

2013年3月1日～3月26日

パルコアラ×大丸松坂屋 さくらパンダ コラボレーションデザインのピンバッチをパルコ・大丸松坂屋全店舗にて一斉販いた

しました。売上金の一部を認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV）が行っている東日本大震災被災地

支援「JCV子どもの笑顔プロジェクト（KSP）」の活動支援金として寄付いたしました。 13
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ポップアップショップでは期間中約5万人が

ご来場くださいました。

企画をサポートしてくださった大学生の皆さ

ん

福岡パルコ館内ライブペインティングの様

子

【渋谷PARCO】文化服装学院生による期間限定ショップ「en」開催

2013年3月20日～3月25日

未来のアパレル業界を担う人材育成のための取り組みとして、渋谷パルコ、文化服装学院、クラボウが協業し、期間限定

ショップを開催いたしました。学生たち自らがデザインしたファッションアイテムを実際にマーケットで販売する体験を通して、

もの作りの流れや流通の役割などアパレル業界のさまざまな仕組みを理解するとともに、自分たちのクリエーションが市場

でどのような評価を受けるのかを学ぶ機会となりました。

【熊本PARCO】ヒロ・デザイン専門学校生による期間限定ショップ開催

2013年3月20日～3月24日

熊本市のヒロ・デザイン専門学校の学生が制作する衣料品を販売する期間限定ショ

ップ「HIRO’S（ヒロズ）」を熊本PARCOで開催いたしました。

デザインから縫製、価格設定や売場運営などを学生が全て手がけ、製造から販売ま

でを学ぶ機会となりました。

パルコクールジャパンプロジェクト「HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE」多くの方の高い評価を頂き、

無事終了いたしました。

2013年2月22日～3月10日

日本の次世代を担うファッションブランドにASEANでの事業成長機会を提供するプロ

ジェクトとして国内外の幅広い協業先と共に、「HELLO,SHIUBYA TOKYO WITH

SINGAPORE」をシンガポールにて開催いたしました。期間中には多くの方にお越し

いただき、ジャパンブランドへの高い評価を得ることができました。

詳しい報告についてはこちらから

パルコ11店舗80飲食店で実施。「カラダがヨロコブヘルシーメニューフェア」18,000食分の給食をアフリカの子ども

達に届けることが出来ました。

2013年1月17日～2月28日

パルコ11店舗80飲食店にて「カラダがヨロコブ　ヘルシーメニューフェア」を開催いた

しました。栄養バランス、カロリー考慮をした対象メニューをご注文いただくと1品につ

き1食分の学校給食がアフリカの子ども達に届けられる社会貢献プログラムと連動し

た企画です。期間中は地元大学で活動する社会貢献団体と連動し、企画をPRし、期

間で18,000食分の給食を届けることが出来ました。

新世代カルチャーウィーク　天神ラボ開催いたしました。

2012年11月9日～11月18日

「シブカル祭。」のように、若い才能を応援するイベントを福岡パルコでも開催いたしま

した。

福岡パルコで始まったパルコの自主編集ショップonce A monthで培われたネットワ

ークや一般公募を行い、福岡・九州で活動されているクリエイターやアーティストの

方々のクリエイションの場として多くの方々に楽しんでいただきました。

天神ラボ　参加クリエイター、イベント内容についてはこちらから

「シブカル祭。2012」　開催いたしました。 14
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シブカル祭。2012　開会式

2012年10月19日～10月29日　渋谷PARCO

ファッション＆カルチャー界の新しい未来を切り開く女子クリエイターの才能を一堂に

集め、アート作品の展示やライブ、ダンスパフォーマンスなどを披露しご好評いただ

いた「シブカル祭。」を、今年も開催いたしました。

本年は「カルチャーとカルチャーの出会い」をテーマに、女子クリエイター同士のコラ

ボレーションやアパレルブランドとの共同制作の作品の展示等を行い、さらに同時期

に開催する渋谷区発信のファッションイベント「シブヤ▲ファッションフェスティバル」と

の連動も実施し、多くの方に楽しんでいただきました。

【FIGHT FASHION FUND by parco】 my pandaの1号店がオープン

2012年10月5日　渋谷PARCO

ＦIGHT FASHION FUND by parcoの出資デザイナーの1人であるmy pandaの1号店が

渋谷パルコにオープンいたしました。オープニングレセプションには出資者をはじめ、

多くの関係者が集まり、好調なスタートとなりました。

ミツカルストアby once A monthがオープン

2012年9月14日　渋谷PARCO

昨年渋谷パルコにオープンしたパルコの自主編集ショップ。once A monthがリニュ

ーアルオープンしました。“Meets Culture, Meets Local” をキーワードに、国/エリ

アを編集テ-マとし、国内・国外各一つのエリアをセレクト。その国/エリアに縁のある

旅、ファッション、雑貨、食品を販売。四季にあわせて年間4回特集するエリアが入れ

替わり、モノを通じての、知らなかった場所や、それを作っている人との「出会い」を

提供します。

PARCO next NEXT参加デザイナーが日本のファッションの合同展示会に参加しました。

2012年9月　Parco Mar ina Bay（Singapore)

シンガポールの次世代デザイナー育成プロジェクトPARCO next NEXTに参加してい

るデザイナーが日本のファッションの合同展示会roomsに参加しました。多くのバイ

ヤーが集まる中、自身の商品を日本国内に展示し、海外でのビジネスチャンスを得

る機会となりました。

PARCO next NEXTオリジナルチャリティー企画「Nat ion Pr ide」を開催いたしました

2012年8月3日～8月12日　Parco Mar ina Bay（Singapore)

シンガポールの若手ザイナー育成プログラムPARCO next NEXTでは、特別養護支

援を行うNPO法人「The Everyday Revolution(TER)」と連動し、自閉症の子供たちの

芸術作品（シンガポールの国をイメージした絵）から、若手デザイナー達がインスピレ

ーションを受けた限定商品を作成し、展示・販売を行い、売上の一部を寄付いたしま

した。

小学生の就業体験を実施

2012年8月8、9日　福岡PARCO

快適な環境の形成・地域経済の活性化などを目指す地元組織の「We Love天神協会」及び「西日本新聞社」主催の『夢叶

う夏休み・天神ワーク体験』に協力し、福岡PARCO館内で小学生の就業体験を行い、働くことの楽しさや意味を学んでもら

う機会となりました。

FIGHT FASHION FUND by parco1号ファンド募集満了

ファンド運用開始に伴いKick Off Partyを開催いたしました 15
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2012年8月8日　渋谷PARCO

ファンドの募集金が満額となり、運用をスタートするに伴い、出資者とデザイナーが初

めて一堂に会する 「Kick Off Party」を開催いたしました。各デザイナーたちの今後

の活動の発表や、それぞれの出資者と一緒に、商品開発会議、秋のコレクションサ

ンプルを使ったトークショー、応援ＳＮＳサイトのデモなどを実施し、活発な意見交換を

行いました。

台湾実践大学　海外研修協力

2012年7月13日　渋谷PARCO

台湾実践大学の海外研修コラボレーション科目の講義の一環として館内の見学や、

当社スタッフによるマーケティング、ブランディングなどのレクチャーを実施し、海外の

学生達が日本の消費文化、商業施設の取り組みについて学ぶ機会となりました。

渋谷パルコ×文化服装学院の期間限定コラボレーションショップ

2012年6月5日～6月10日　渋谷PARCO

渋谷パルコでは、未来のアパレル業界を担う人材育成のための取り組みとして、文

化服装学院とコラボレーションし、期間限定ショップを2度開催いたしました。文化服

装学院の中で選抜された生徒達の手がけた商品を学生達自身が販売し、商品開発

から販売にいたるまでのプロセス、販売に関する基礎知識を学ぶ機会となりました。

フレッシャーズ・キャンペーン「フレッフレー割」

2012年2月15日～5 月6日

腕時計専門店のTiCTACでは、期間中、新社会人・学生のお客様の腕時計購入１

点に付き100 円を、「あしなが育英会」の東日本大震災遺児支援活動「東北レインボ

ーハウス建設」資金に寄付に寄付いたしました。（寄付金総額　1,648,700円）。

若手写真家パトリック・ツァイ写真展　「モダンタイムス」実施

2012年4月6日～4月18日　渋谷PARCO

（アメリカ人写真家パトリック・ツァイは、トル）キヤノンが開催する2011年写真新世紀

にて優秀賞を受賞し、今年初の写真集「モダンタイムス」がナナロク社から刊行され

るなど、今一番注目されている若手写真家、パトリック・ツァイの写真展を実施いたし

ました。

世界が注目する若手ダンサーのライブKENTO MORI 1st  DANCE LIVE『DREAM&LOVE』を実施

2012年3月 24日・25日　恵比寿ザ・ガーデン・ホール

2012年「LOVE　HUMAN.」キャンペーンモデルとして起用した世界が期待する若手ダンサー「KENTO MORI」（ケントモリ）の

ライブを開催し、パワフルなライブを披露いたししました。
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ファッション専門学校生による期間限定ショップ開催

2012年3月17日～25日　熊本PARCO

熊本PARCOでは地元ファッション専門学校「ヒロ・デザイン専門学校」の生徒に販売

スペースを提供し、30名の生徒が半年に渡って制作した商品約150点を生徒達自ら

が接客・販売いたしました。

次世代型セレクトショップ「ぴゃるこ」

2012年3月スタート　渋谷PARCO

「デザイン」「スクール」「WEB」「コミュニケーション」をミックスした情報発信型ショップ

としてこの春スタート。 日曜日から金曜日は高感度な人気デザイナーズ/ストリート

ブランドを扱うセレクトショップ、土曜日にはデザイナーが講師を勤めるファッションス

クールを実施しております。

次世代デザイナーの商品を共同開発

ヌーヴ・エイのアイウェア事業部ポーカーフェイスでは、日本のメガネ技術を伝承しな

がら新しいスタイルを創っている福井県を拠点としている「JAPONISM」の若手デザイ

ナー笠島 博信氏、脇 聡氏両名とのコラボ商品を製作し、全国のポーカーフェイスで

販売しました。福井県鯖江市の福井県眼鏡組合とは、めがねリサイクル活動でも協

業しています。

【ヌーヴ・エイ/パルコグループ】2012年度ピンクリボンキャンペーン

ヌーヴ・エイでは2009年よりスタッフの意見を反映し、ピンクリボンキャンペーンに参

加しています。年間を通してヌーヴ・エイの各ショップで、スタッフのピンクリボンバッ

チ着用と、お客様からの寄付金のお預かりやリーフレットの配布を行い、啓発活動を

実施。10月1日～11月30日には、ピンクリボンキャンペーン強化月間として、各ショッ

プで対象商品をお買い上げいただくと1点につき100円以上を寄付するキャンペーンを

実施し、総額192,720円を認定NPO法人乳房健康研究会の活動資金として寄付い

たしました。

また、パルコグループインナーキャンペーンも同時に開催し、スタッフのピンクリボン

バッチの購入/着用、リーフレットの配布などを行い、総額120,285円を同団体の活

動資金として寄付いたしました。

ECサイト内での次世代クリエイターショップ展開

オンラインショッピングモールPARCO CITYでは通常のECサイトではなかなか扱って

いない次世代クリエイターやデザイナーの稀少な商品を紹介し、販売する独自サイト

「クリエイターズマンション」を運営しています。当初32ブランドから始まった本企画は

現在64ブランドに成長しました。また、パルコ各店への期間限定リアルショップ出店

もおこなっており、『ネットからリアルへ』ブランドの認知/ファン拡大機会を提供してい

ます。」

http://mansion.parco-city.com/index.php?num=1

若手作家、演出家の作品を積極的に公演

PARCO劇場
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2011年8月「クレイジーハニー」

作・演出：本谷有希子

主演：長澤まさみ

池袋PARCO

若手クリエイター瀬谷ゆみこ氏が手がけた

動くマネキンを使ったウィンドーディスプレ

イ

東京コレクション2013S/S

「PARCO劇場」では、長塚圭史、本谷有希子ほか、小劇場で人気の作・演出家をいち早く取り上げるなど、 新進気鋭のク

リエーターとジャンルを問わず新しい作品づくりに取り組んでいます。

http://www.parco-play.com/

多分野で活躍されるアーティストの作品も出版

PARCO出版

フォトグラファーP,M.Kenによる日本の風景と海外の風景、文化も歴史も違う二つの

地域を融和することで、新たな風景を創造する「crosspoint」や、数々の書籍装画等

で活躍中の新進気鋭のイラストレーター、ワカマツカオリの初作品集「KAORI

WAKAMATSU ART BOOK」、そして、才能あふれる女性アーティスト100名の作品集

「THIS IS ME」など、さまざまな分野で活躍している若手アーティストの初出版作品も

多数出版しています。

http://www.parco-publishing.jp

若手クリエイターを起用した館内装飾演出

パルコスペースシステムズ

商業空間の企画・デザインから内装・設備・電気工事などを手がける総合空間事業

パルコスペースシステムズではパルコ館内の装飾演出に若手クリエイターを起用

し、話題性のある取り組みを行っています。

若手クリエイターの遊び心のある演出の数々をお客様にお楽しみいただいていま

す。

【FIGHT FASHION FUND by parco】 JUN OKAMOTOが東京コレクションデビューをいたしました。

FIGHT FASHION FUND　出資デザイナーの１人であるJUN OKAMOTO（岡本順）が

JAPAN Fashion Weekの「次世代を期待する若手デザイナー：新世代枠」として選ば

れ、Mercedes-Benz Fashion Week TOKYOの東京コレクションで初のファッションシ

ョーを行いました。また、渋谷パルコとオンラインショッピングパルコティではJUN

OKAMOTO期間限定ショップを開催、新作を先行販売いたしました。
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LEGO,the LEGO logo and Minifigure are

trademarks of the LEGO Group.(C)2012

The LEGO Group.

「PIECE OF PEACE―『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 ＰART-３―」多くの方にお越しいただきました。

世界遺産条約採択40周年を記念し、「世界遺産」を世界中で愛されている玩具・レゴ

（Ｒ）ブロックで作るチャリティアート展「PIECE OF PEACE －「レゴ（Ｒ）ブロック」で作

った世界遺産展PART-3－」を渋谷PARCOを皮切りに名古屋、福岡、札幌、仙台、

浦和の各店舗で開催し、多くの方にお楽しみいただきました。2013年夏には香港で

開催を予定しています。

展覧会オフィシャルＨＰ

「kokesh i pop ～ポップでカワイイこけしの世界～」

2012年3月2日～3月12日　渋谷PARCO

豊かな文化背景と、地域によって異なる表情をもつ日本の民芸品「伝統こけし」を新

しい視点で再評価する展覧会を実施し、幅広い世代の多くの方にご来場いただきま

した。また本展覧会で販売した「伝統こけし」の売上の一部をKOKESHIEN！などを通

じて東北への復興支援をいたしました。

オンライン・アートショップ「Living with ARTS」

2011年10月～

オンラインショッピングモールPARCO CITYでは、「TOKYO FRONTLINE」と組み、世

界的アーティスト名和晃平さんをはじめ、若手作家の作品を中心にセレクト＆セール

スするオンライン・アートストア「Living with ARTS」を運営しています。

WEBの技術を用いて、リアルの画廊に足を運べない方へも、アートに触れる機会を

提供いたします。

http://www.parco-city.com/livingwitharts
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【新所沢PARCO】東北支援チャリティーイベント「ツナゲル」開催いたしました。

2013年6月16日

所沢市の飲食店オーナーや商店主、農家などの有志で結成された東日本大震災支

援企画「所沢チャリティプロジェクト」を開催いたしました。今年で2回目となる本イベ

ントは「所沢チャリティプロジェクト」に参加するメンバーのボランティアで行われ、東

北の特産品の販売などを行い、売上金の710,542円は現地で復興支援活動を行う、

市民団体「原発事故から命と環境を守る会」へ寄付されました。

【福岡PARCO】福岡エリアの産業を支える活動や商品を紹介するイベントを開催

2013年5月11日～19日

福岡パルコでは、地元で活躍するクリエイターやアーティストや地元産業を支える人

たちの商品や活動を紹介する企画「天神ヴィレッジ－ココで作り、ココで生きる、僕ら

のココ」を開催いたしました。

週末には地元米を使った田植えを行うワークショップや産直品を販売する夜市を行う

など、地域活動の活性化を応援する取り組みとなりました。

【大津PARCO】福祉作業所から生まれたプロダクツの期間限定ショップを開催

2013年4月25日～5月6日

大津パルコでは、特定非営利活動法人「滋賀県社会就労事業振興センター」による

「ポッピングアラウンドデパートメント」として、全国の福祉作業所から生まれたプロダ

クトのセレクトショップを期間限定で開催いたしました。

約60点の本格的な商品を多くの方に知っていただく機会となりました。

防災体験講座

2013年2月　仙台PARCO

仙台パルコ前にて防災体験講座を実施し、｢消火器操作｣　｢濃煙体験ハウス｣「１１９

番通報」の３つを実際に体験してもらいました。 参加者はショップスタッフ約３０名、

仙台マークワンのオフィスから約２０名と大変盛況となりました。事後アンケートで

も、「実際に体験できて勉強になった」など、大変高い評価を頂きました。

合同普通救命講習会

2012年11月　津田沼PARCO

地元商店街・消防署と合同での普通救命講習会を開催しました。 

講義終了後、津田沼パルコには「救命講習(団体)修了証」と「応急手当協力認定事

業所の証」が授与されました。

「救命講習(団体)修了証」は、救命技能を有する団体としての認定で、「応急手当協

力認定事業所の証」は応急手当の重要性を理解し救命に関する知識・技術の習得

を図り、ＡＥＤ設置等の自主救護体制の確立に取り組んでいる事業所とされます。

総合防災訓練への地域防災会・日本赤十字社の参加

2012年11月　松本PARCO
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総合防災訓練には、松本第一地区防災会の皆様に加え、新たに日本赤十字社、長野県支部の奉仕団のスタッフにご参

加いただき、万一に備えた対応の確認をすることができました。訓練では、所轄消防署長自らショップスタッフに救護訓練

の指導をして頂きました。

地域間防災の連携が必然となり、松本パルコもその中核としての役割が求められています。

ムーフェスタに参加・協力いたしました。

2012年10月21日　吉祥寺PARCO

武蔵野消防署のご協力のもと災害時の対応、防災知識を体験し学べる地域の取り

組み「ムーフェスタ」に参加・協力し、吉祥寺パルコの建物を使った救護訓練や体験

ゾーンでの煙ハウス、AEDの取り扱い、初期消火訓練を一般の方に体験していただ

きました。

福祉施設で作ったスイーツの販売

2012年10月　浦和PARCO

大丸浦和パルコ店ではさいたま県内の障害者福祉施設で作られたパンやクッキー

などの商品を販売し、ハンディを持った人々への理解をスイーツを通して広げていく

試みを実施、今後も販売していく予定です。

救急キャンペーンを実施

2012年9月　新所沢PARCO

所沢市消防本部の協力で「救急キャンペーン」を開催いたしました。

ご来店されるお客様に救急車の公開やAEDの展示などを通じて救急業務に対する

理解を深めてもらいました。

自衛消防隊訓練に参加

2012年9月　池袋PARCO　吉祥寺PARCO

日々の安心・安全な店作りのために毎年、地域で開催する自衛消防隊防災訓練に

参加し、災害時の対応について指導を受けております。

チャリティ自動販売機設置

2012年9月　千葉PARCO

千葉PARCO館内各所に設置されている飲料自動販売機を各事業団体と連動し、対

象自動販売機の売上の一部が寄付金となるチャリティ自動販売機にリニューアルい

たしました。

寄付金は、アフリカの子供たちの学校給食支援を行うTABLE FOR TWO、女性の乳

がん早期発見と定期健診を呼びかけるピンクリボン活動、緑化活動などを取り組む

団体に寄付されます。

はちみつプロジェクト

2012年8月　札幌PARCO
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地元有志による「南一条はちみつプロジェクト」に参加し、札幌PARCO屋上にミツバチの巣箱を設置いたしました。環境改

善の呼びかけと共に、採取されたはちみつは地元の有志飲食店の食材として使用/販売され、地域の新しい特産品として

活用されます。

びわ湖一斉清掃

2012年7月1日　大津PARCO

びわ湖一斉清掃は、大津市民にとってなにものにも代え難い琵琶湖から受ける恩恵

を保持するための昭和47年より行われている市民運動です。大津PARCOではこの

びわ湖を美しくする運動に2009年より参加し、本年も近隣住民の皆様方ととも心地

よい汗をかきました。

【パルコエンタテインメント事業部】復興支援コンサート　ジェーン・バーキン「VIA JAPAN」開催

2011年4月にいち早く、東日本大震災の復興支援に来日し、以来2年間に渡り、日

本のミュージシャンと共に世界27カ国74公演の日本支援コンサートを敢行した女優

ジェーン・バーキンさんが再び来日。復興支援コンサートを開催いたしました。

また、甚大な被害を受けた宮城県石巻市を訪れ現地を視察し、「石巻ニューゼ」「松

華堂菓子店」でミニコンサートを実施し、松島中学校吹奏楽部との演奏交流をし、音

楽を通してたくさんの人たちと触れ合いました。
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環境／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

目に障害を持つお客様への接客研修を実施

12月5日・6日　新所沢PARCO

目の不自由なお客様にも安心してお買い物を楽しんでいただけるようにショップスタ

ッフの接客研修を実施いたしました。国立障害者リハビリテーションセンター病院よ

り社会福祉士の方を講師としてお招きし、目の不自由な方への商品の説明方法や

正しいアテンド方法を学びました。

胡子大祭（えびすたいさい）で「えべっさん」おそうじ隊に参加

11月18日　広島PARCO

広島の三大祭りの一つであり約400年続いている「胡子大祭（えびすたいさい）」で

実施している「えべっさん」おそうじ隊の一員として期間中、中心市街地の美化活動

に参加いたしました。

下取りキャンペーン開催いたしました。

クーポン配布期間：7月17日～8月31日／クーポン回収期間：7月31日～9月30日　ヌーヴ・エイ

コレクターズ（ファッション雑貨）事業部では、全国のショップでバッグ・財布・帽子の下取りキャンペーンを実施いたしまし

た。下取りした商品はサーマルリサイクル処理（焼却の際に発生する熱エネルギーを電力に変換し再利用するリサイクル

方法）をおこなう取り組みを実施し、下取り品1点につき20円を寄付金とし、82,300円が日本赤十字社を通じて東日本大震

災の被災地へ寄付され、下取り品総重量1.08をサーマルリサイクル、628kwhの発電量に変換しました。

ごみ減量キャンペーンへの協力【主催：調布市環境部ごみ対策課】

2012年7月　調布PARCO

夏期は水分を含むごみが特に多くなり、ゴミ焼却によりエネルギーを使うことになります。水切りネットの配布を行いなが

ら、ごみ減量の呼びかけを行いました。

【ヌーヴ・エイ　チックタック事業部】「もったいないウォッチエクスチェンジ」実施いたしました。

2012年6月1日～6月30日/10月1日～10月31日

チックタック事業部では「もったいないウォッチエクスチェンジ」を開催し、使用しなくな

った腕時計を1本につき2,000円のクーポン券と引き換えに下取りを実施。期間合計

で10,535本回収し、使用できるものは「MOTTAINAIフリーマーケット」で再販され、売

上金236,500円が「東日本大震災義援金（緑の募金）」と「宮城県災害対策本部」に

それぞれ寄付されました。使用できない腕時計は「社団法人 電池工業会」を通じて

安全に分別され、処理されました。 

また、MOTTAINAIキャンペーンサイトから、バナーをクリックするだけでクリックをした

人に代わって1円をグリーンベルト運動に募金する「クリック募金」に総額300,000円

寄付しました。
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CSRの基本活動／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

CSRの取り組みは｢事業活動=本業｣を通じた活動だと定義しています。当社ではステｰクホルダｰを経営理念に謳われてい

る「お客さま」「ご出店テナント」をはじめ、「従業員」「株主／投資家」「地域／社会」「地権者」「お取引先」の7つと定義し、

ステークホルダー皆様から共感を得、支持されることにより企業価値が向上すると考えています。

お客さま ご出店テナント IR活動 従業員 安全・安心
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お客さま／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

津田沼PARCO分煙室

お客さま

お客さまの声を反映したサービスの向上

販売員やインフォメーションスタッフが接客の中でお伺いしたご意見などを当社スタッフが情報収集、お電話やお手紙、メー

ルにて頂戴したお客さまからのお褒めやお叱りの声をデータベース化し、全社にて共有し、これらをもとにサービスの改善

に取り組んでいます。

授乳室・パウダールームの改善

 

池袋PARCO本館2F  札幌PARCO6F

お客さまのご意見を反映させながら、授乳室の設置、パウダールームの新設や改善などを行っております。

ベビーカーの貸出し

館内にベビーカーを設置し、館内で必要とされるお客さまにお貸出ししています。

救護室の設置

館内で体調が悪くなったお客さまのために救護室をご用意しております。

喫煙室の設置

お客さまからの声により、お客さま用喫煙室を順次、新設しています。

今後も、より快適な商業空間作りのため、ビルの環境改善に取組んでいきます。

ポータルサイトでの情報発信

お客さまとのコミュニケーションの一つとしてポータルサイトを公開し、当社に関するさ

まざまな情報を提供しています。サイトでは、PARCO各店舗情報や企業情報、ニュ

ースリリース、各種お知らせを掲載するなど、タイムリーな情報を公開しています。ア

クセス集中時にも快適にご利用いただける改修や、見やすさ、使いやすさに配慮し

てリニューアルするなど、安定的･機能的にポータルサイトを運営しています。
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ご出店テナント様／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

パルコ会活動

パルコは、ご出店いただいている約830 社、2,400テナン

トの皆様とともに成長を目指す「イコールパートナーシッ

プ」を店舗活動の基本としています。その関係性の維持・

発展を推進しているのが、ご出店テナントで構成されて

いるパルコ会です。

パルコおよびパルコ会メンバーは、イコールパートナーシ

ップの精神のもと、地域への貢献と共同の繁栄を目指し

て一体となって取り組みます。

テナントスタッフサポート体制

パルコでは店頭に立つテナントスタッフの皆様をサポート

するため、入店前のオリエンテーション研修に始まり、リ

スク管理研修、接客力向上を目指したスタッフ育成研修

を実施しています。都心型店舗、コミュニティ型店舗にあ

った研修プログラム「チームで輝く★接客ロールプレイン

グコンテスト」「接客実態調査」を用意し、各店舗で積極

的に取り組んでいます。

ご出店テナント様

イコールパートナーシップ

パルコの大きな特徴は、ご出店テナントとの「イコールパートナーシップ」です。私たちは、ご出店テナントをお互いの価値観

の共有によってともに成長・発展していくパートナーと捉えています。

「パルコショップスタッフ・コンプライアンス通報窓口」

社員の通報制度に加え、テナント従業員の当社にかかわる法令・コンプライアンス違反事項に関する相談・通報窓口を、

2010年に新設しました。パルコのショップで働くすべてのテナント従業員を対象に、職場のルール違反をなくし、テナント従

業員が安心して日々の仕事に取り組むことで、より働きやすい職場を作ることを目指しています。
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IR活動／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

IR活動

IRに関する基本方針

パルコは、株主や投資家の皆様に向けた、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報提供に努めています。金融

商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則等を遵守した情報の開示に努めるとともに、当社をご理解いた

だくために有効な情報を、積極的に開示しています。パルコサイト内の「企業情報・ＩＲ」を充実、メディアへの情報発信をお

こない、また、国内外での説明会、各種印刷物をはじめとするさまざまな情報媒体を通じて、株主や投資家の皆様がアクセ

スしやすい環境でわかりやすい開示をおこなうよう努めています。さらに情報を受け取りやすくするために、RSS、

facebook、Twitter、による情報も発信しています。

半期ごとの決算説明会

半期ごとに決算説明会などのアナリスト説明会を開催しています。

国内での個人投資家説明会

個人投資家の皆様に、パルコへのご理解を深めていただくため、個人投資家説明会を不定期におこなっています。
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従業員の尊重／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

従業員の尊重

社員のワークライフバランス支援制度･「一般事業主行動計画」

パルコでは社員のワークライフバランス施策の一環として、育児・介護と仕事の両立

支援に取り組んでいます。

育児休職は満1才を迎えた次の4月10日まで（正社員）、育児のための勤務時間短

縮は小学校就学前まで、配偶者出産休暇、子の看護休暇は入社1年目から取得可

能としている他、育児・介護を理由にした場合の失効年次有給休暇の復活、勤務地

域の選択、再雇用制度など、当社独自の制度を導入しています。

当社では2012年度中に女性社員12名、男性社員1名が育児休暇を取得していま

す。 （2006～12年度の育児休業取得者はのべ45名、内、男性5名）。

また、年次有給休暇の半日取得、単身赴任者に対する帰省旅費の支給を導入、社

員の家庭と仕事の両立の充実を図っています。 2007年と2012年には、次世代育成

支援対策推進法に基づき、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定・達成

した「基準適合一般事業主」として認定、「くるみん」マークを取得しました。

※「くるみん」は仕事と育児の両立支援に積極的に取組む企業の認定マークで、2012年7月末時点で、全国

で1,301社が国から認定を受けています。（厚生労働省HPより）

尚、2015年3月までの間を第3期「一般事業主行動計画」として、「スマートワークの

推進」と男性社員も育児に参加し易い環境基盤作りへの対応として　「育児（・介護）

と仕事の両立支援 諸制度の周知と運用」を制定しました。

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」

ダイバーシティ推進プロジェクト

～多様な人材の活用・育成を通じ、企業価値の向上を目指す～

多様な能力・個性を持った人財が協働を通じ、新しい価値創造に繋げていくことが、企業業績の向上・発展・成長に寄与す

るものと考えます。 こうした考えのもと、パルコでは2005年11月より「パルコ・ウィメンズ・ネットワーク（PWN）」として、女性

活躍推進を通じてダイバーシティの実現を目指す全社横断的なプロジェクトを立ち上げました。 2011年3月より「ダイバーシ

ティ推進プロジェクト」として、女性だけにテーマを限定しない活動へと幅を広げ、社内の風土作り・意識改革のための多様

な活動を行っています。

2012年度は、働き方の多様性を実現するための「ワークライフマネジメント支援」として、育児休業からの復職者や上司へ

のインタビューより作成したマネジメントヒント集の改訂と配布、ワーキングマザーのネットワーキングを継続して実施いたし

ました。 また「次世代のキャリア意識醸成」のための活動として、経営トップのメッセージ公開、他部門の仕事をケーススタ

ディで学ぶ交流会、ロールモデルとなる社員の紹介などを行いました。

社員フォーラムの実施

業績や今後の方向性などについての情報を全社員で共有するため、「社員フォーラ

ム」を開催しています。各店舗など本社勤務以外の社員も参加できるようWeb 会議

システムを使用し、社長からのプレゼンテーションや、社員からの質問・意見につい

ての議論をおこなっています。終了後には、全社員がいつでもアクセスできるようイ

ントラネット上に内容をアップし、浸透を図っています。
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安全・安心への取り組み／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

第三者機関による

厨房衛生検査の様子

仙台PARCO　消火技術訓練大会

テナントスタッフ参加

によるAED講習会

安全・安心への取り組み

パルコでは地域の皆さまが集う拠点として、来店されるお客さまの安心・安全を守るため、様々な対応を図っております。

そのために以下の三つの面からのアプローチに取り組んでいます。一つ目は「生活の安全」、二つ目は「売場の安全」、そ

して最後は「生命の安全」への取り組みです。

「生活の安全」への取り組み

私たちの提供する商品は、なによりお客さまの生活の安全を保障するものでなけれ

ばなりません。食品・食材の安全性を例にとると、パルコに出店されている飲食店、

食料品店の皆さまが厳重な衛生管理をされているのはもちろんのことですが、良い

意味での緊張関係を保つ意味でも、パルコは独自の衛生検査を定期的に実施して

います。厨房の衛生状態や食品・食材の保管状況はもとより、消費期限・原材料の

表示についても確認をしています。

「売場の安全」への取り組み

たくさんのお客さまをお迎えする以上、ご来店されるお客さまの安全を図ることは当

然のことです。例えばパルコの売場にはショーウィンドウなど多数のガラス面があり

ますが、これらには万が一に備えて「飛散防止フィルム」が貼られています。大型の

陳列棚には転倒防止措置が施されています。

防災活動には専門のスタッフがおり、日々訓練を行っています。各地の消防署主催

の「消防技術研修会」にも積極的に参加しており、良好な成績を収めています。

また売場のショップスタッフに対しても、的確な初期消火ができるよう消火器の使用

法などを教育しております。緊急時に迅速な対応ができるよう、ショップから防災セン

ターへの通報システムも完備しています。

「生命の安全」への取り組み

ご来店されるお客さまには、怪我や急な発病に遭われることもあり得ます。こうした

事態に備え、パルコの警備員やメンテナンススタッフは、全員が消防署による「救急

救命講習」を受講しています。またAED（自動体外式除細動器）も全店に配備してお

り、これらの操作訓練も受けています。実際に近くの歩道で倒れられた方を救命した

こともありました。各地の中心街に立地する商業施設として、こうした面でも社会的

な貢献ができれば幸いです。

地震防災訓練の実施

パルコでは、多くのお客さまにご利用頂く商業施設として、災害発生時に速やかにお客さまの安全を確保するた

め、販売からメンテナンスまで全てのスタッフが一丸となって防災対策に取り組んでいます。

2011年3月11日の東日本大震災の教訓を基に、避難誘導のみならず建物と避難経路の安全確認から怪我人の救

出・搬送訓練など、様々な状況に応じた取り組みを行っています。
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環境への取り組み／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

パルコグループ環境方針

基本方針

パルコグループは、ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで、地球環境との関わりを 重要テーマと認

識し、持続可能な社会を次世代に残していくため、環境保全活動を推進してまいります。

そのために、パートナーであるテナント企業をはじめ取引先企業と協力し、また、お客さまや地域の方々のご理解を賜りな

がら、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指します。

行動指針

環境保全活動

1. パルコグループすべての店舗及び事業所において、環境に配慮し省資源・省エネ化を進めます。

環境への取り組みについて定期的に検証を行い、継続的な改善を実施します。

  

2. 商業施設の使用エネルギーの大半を占める電気使用量の削減に取り組みます。

特に、ショッピングセンターの営業に欠かせない空調機・昇降機・照明器具など各種設備機器の省電力化に努め、さら

に最新技術の導入 などにより、効率的なエネルギー使用を目指します。

  

3. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、冷房温度の緩和など館内温度適正化、設備機器の運転時間の適

正化による省エネを 継続します。

  

4. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、リサイクル・リユースの推進と廃棄物の排出抑制に取り組み、環境

負荷を低減すべく 努めます。

  

5. 店舗の計画においては、建築・設備・内装デザインの全てに渡って、環境負荷の少ない新しい商業施設の創造にチャレ

ンジします。

地域活動

6. 地域社会の一員として、社会貢献活動に積極的に参加し、ホスピタリティあふれる街づくりに貢献します。

イベント活動

7. パルコグループが主催するイベントや販売促進活動においても、環境テーマを取り入れたキャンペーンを積極的に実施し

ます。

社員意識と教育

8. パルコグループの全社員は、自身が環境保全活動の当事者であることを意識し、リサイクル・省エネ・ゴミの分別など、

職場・家庭を問わず環境改善につながる活動を率先して行います。

また、パルコグループは、パートナーであるテナント企業などと連携しながら、この活動が促進されるように社員に働きか

け支援します。

法令遵守

9. パルコグループの全社員は、人と地球環境に配慮した活動を行い、環境に関する条約、法令等を遵守します。
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LED化した店内

共用通路

店舗入口ステッカー

廃棄物計量器

（浦和PARCO）

2012年度実績と2013年度活動方針

パルコグループは、持続可能な社会に向けて、環境に配慮し、省エネルギー化を推進すると共に魅力ある商業空間作りに

取組んでいます。ＬＥＤなど省エネ型照明器具の積極的な導入で電気使用量の実質的な削減と器具自体から発する熱量

の抑制による空調負荷軽減を進めつつ、視覚的な明るさを維持した空間演出をするなど、効果的な照明計画を行いまし

た。

13年度も引き続き省エネルギー化に繋がる運用面の検証とその導入など実施し、より良い商業空間の創造を実現しなが

ら環境への取組みを積極的に展開してまいります。

【照明LED化の推進】

LEDを中心とした省エネ型照明器具の積極的な導入により、器具自体から発する熱

量の抑制と、CO 排出量の低減に努めております。2012年度は関東店舗で、2013

年度の春には関東店以外の店舗で高効率照明や蛍光灯を除き、集中的にLED化を

実施いたしました。

《2012年度～2013年度春の主なLED化推進店舗》

池袋PARCO、渋谷PARCO、調布PARCO、

吉祥寺PARCO、ひばりが丘PARCO、

新所沢PARCO、千葉PARCO、津田沼PARCO、

宇都宮PARCO、札幌PARCO、名古屋PARCO、

広島PARCO、熊本PARCO、大津PARCO、

松本PARCO

CO 排出量削減への取り組み

【館内空調温度の緩和】

フロア毎・時間帯別に館内温度を実測し適切な温度管理を徹底しています。昨夏は

節電による照明消灯で、放熱の低減による空調負荷の軽減もあり、CO 排出量をよ

り多く削減することができました。その後も、年間を通じて空調の間欠運転や外気取

入量の最適化を積極的に行っております。

【ショップにおける環境負荷の軽減】

ショップの新規出店や改装時に店舗設計段階から電気支給容量の抑制を図っているほか、グループ会社であるパルコス

ペースシステムズ連動のもと、各ショップの省エネ診断や省エネサポートを実施するなど、省エネ化を推進しています。

【グリーン電力証書の調達】

一部店舗では、年間CO 約1,122t相当分の太陽光などの自然エネルギーで得られた電力の付加価値を証書化した「グリ

ーン電力証書」を調達しております。将来のCO 排出量の削減義務履行時に活用していく予定です。

リサイクル・リユースの推進

テナント企業のご協力のもと、事業所ゴミの減量・再資源化に積極的に取組んでお

ります。プラスチックハンガーの再利用や、ダンボール、廃油の100％リサイクル、生

ゴミの肥料化によるリサイクル等を積極的に実施しています。

さらに廃棄物計量器を利用し、テナント毎の品目別排出量の見える化を推進、リサイ

クルできる品目は確実にリサイクル化していく体制を整備しています。

施設・設備・運用面での取り組み

 

2

2

2

2

2
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カーボンオフセット設定の清掃用品

中水設備  コージェネレーションシステム

PARCO全店舗を対象に、春期・秋期・冬期の外気冷房の採用、省エネランプの導入やスイッチタイマーによる節電に取組

むとともに、節水型バルブ、トイレ擬音装置、自動節水センサー導入などによる節水に努めております。　また、井戸設備に

よる地下水の汲み上げ、湧水・中水・雨水の清掃やトイレ排水などへの利用にも取組んでおります。

名古屋PARCO 、浦和PARCOではコージェネレーションシステムを採用し、発電により生じた廃熱を給湯・プールなどに有

効利用しています。

環境に配慮した商品の購入

コピー用紙は環境負荷低減につながるものを優先的に選び、文房具や各種ファイ

ル、DVDディスクなど社内商品の一部はグリーン購入法に対応した商品の購入を実

施しています。また、カーボンオフセットを設定した洗剤、ワックスなどの清掃用品の

購入を進めてCO 削減に寄与しています。

社内への働きかけ

【コピー用紙使用量の削減】

社内事務所において、コピー用紙の両面印刷やNアップ印刷（複数ページデータを1ページにレイアウトしてプリント）、ミスコ

ピー用紙の裏紙印刷を推進し、コピー用紙使用量の削減に努めています。複合機から出力する際に社員番号を入力し、ミ

スコピー印刷を防ぐシステムの導入も進めています。社内手続き書類や掲示文書などはオンライン化し、ペーパーレスシス

テムを構築しています。

【ペットボトルキャップの回収】

パルコグループでは、NPO法人エコキャップ推進協会を通じてペットボトルキャップをリサイクル資源として売却し、利益を国

際支援団体※に寄付しています。

寄付金はワクチンの購入代金や被災地の復興支援などに活用いただいています。

※国際支援団体：「NPO法人　世界の子どもにワクチンを日本委員会」

【クールビズ・ウォームビズ】

空調エネルギー使用を削減するために、社内事務所の室温設定を夏期・冬期それぞれで設定し、クールビズ及びウォーム

ビズを実施しています。2012年度も引き続き、夏期の節電を推進するため、クールビズ期間中、室温を28℃設定と致しまし

た。社員にはノーネクタイ・ノージャケットのほか半そでシャツやポロシャツなど、夏期の職場環境において快適に仕事がで

きるスタイルを奨励しています。

【社員の意識向上】

パルコでは、社員一人ひとりが身近な問題として環境について考える機会となるよ

う、環境省主催の「チャレンジ25キャンペーン」に参画するとともに、東京商工会議所

主催の「環境社会検定試験®（eco検定）※」の受検を社内で奨励しています。 2012

年度はパルコグループで74名が新たに合格しました。(パルコグループ合格者累計

272名)　検定については、受験料の全額支援並びにテキストの配布・貸出しを行

い、社員が受験しやすい社内制度を設けています。 

※環境社会検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。

【調布PARCO】エコ・オフィス制度ゴールド認定

調布PARCOでは、調布エコ・オフィス認定制度においてゴールド認定を受けました。この認定制度は、地球に優しい事業所

づくりを応援するために調布市が行っている制度です。積極的にごみ減量、リサイクル、意識啓発に取り組んでいる事業所

をゴールド、シルバー、ブロンズの三段階で表彰、認定しています。

【吉祥寺PARCO】Ecoパートナー認定

2
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吉祥寺PARCOでは、「武蔵野市Ecoパートナー認定」を受賞しました。この認定制度は、事業系廃棄物の減量を促進する

ために武蔵野市が行っている制度です。雑誌、生ゴミの資源化などで一定基準に適合した事業者に対して表彰、認定して

います。

環境配慮型商業施設への取組み

【「ISO50001」認証取得による継続的な維持・改善】

グループ会社のパルコスペースシステムズの本社は、エネルギーパフォーマンス、

エネルギー効率や省エネルギーの継続的改善を図ることを目的とした国際規格であ

る「ISO50001」について、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)より認証を取得し

ております。これは、設計・施工・ビルマネジメント業界内では初の認証取得であり、

今後もこれを活かし、環境負荷やエネルギーコストの低減に配慮した提案を積極的

に進め、業務受託の拡大を目指します。

【P’es Light ing（ピースライティング）】

  

グループ会社のパルコスペースシステムズでは、環境負荷低減に配慮したオリジナル照明器具「P’es Lighting」を他社と

の協業により開発し、販売しています。LED照明などと組み合わせ、ECOをテーマとしたデザインや内装工事、ビルメンテナ

ンスをトータルで提案しています。

【照明コンサルティングの実施】

商品と売場それぞれの特性を考えた照明計画を行い、またショップを含めた照明面での設計管理を行うことで施設全体の

ひかり環境のイメージを統一、お客さまにとって心地よい快適な商環境構築の提案を行っています。

【最新LEDの比較検証会実施】

 

クライアントの求める空間条件に見合った最適な照明計画を提供するために、メーカー等と協力しLED照明器具の比較検証

会を定期的に実施して、最新器具をはじめ、様々なメーカーや各種タイプの照明器具の性能および省エネ効果を検証して

います。
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環境データ

2012年度は、関東店を中心にLED化を積極的に推進し、前年に対して電気使用量を削減しました。

削減効果の大きい館内空調温度管理の徹底と照明器具のLED化は引き続き、推進していきます。

ガスの大部分は空調機設備の動力に使用しています。

節水装置の普及拡大により、既存店ベースでは使用量は減少傾向にあります。

2012年度は、関東店を中心にLED化を積極的に推進し、前年に対してCO 排出量を削減しました。2
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環境データ／パルコグループのCSR |  株式会社パルコ - PARCO

廃棄物排出量と最終処分量の削減取り組みを継続した結果、リサイクル率は毎年向上しています。

水使用量の削減に努めた結果、既存店ベースでは排水量も同様に減少傾向にあります。

既存店前年比については、

2008年度　　仙台PARCO開業

2010年度　　福岡PARCO開業、大分PARCO閉店

2011年度　　心斎橋PARCO閉店

に基づき算出しています。

尚、廃棄物排出量・リサイクル率・最終処分量以外の環境データ数値はテナント区画を除いたものです。
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