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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。

そのため、 CSR活動における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。

さらに2014年度は、国内外の変化を確実に捉え事業機会につなげていくため、2020 年に向けた長期ビジョンと 2016 年度を最終

年度とした中期経営計画を策定しました。《パルコグループ 2020 年長期ビジョン》として【都市マーケットで活躍する企業集団】

を掲げ『都市の 24 時間をデザインするパイオニア集団』と『都市の成熟をクリエイトする刺激創造集団』の実現を目指していきま

す。

そのためにも事業基盤であるCSRにおいてもステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを通じて、多様な価値を創出し、「パ

ルコらしさ＝PARCO WAY」の更なる進化を行ってまいります。

パルコは1969年の池袋PARCO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、多様な価値を受け入れ、未来を切り開き、新たな価値を創出

してきた人たちを応援してまいりました。

2010年からは「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ながら、多彩な取り組みを行ってきました。そして

2014年から新たなコーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU．」をスタートさせ、新しい才能の発見と応援をするインキュベー

ション活動により強くフォーカスをあてていきます。

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。

　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、お応えするために、パルコグループは、“都市マーケッ

トで活躍する企業集団”として、「生活者の方々に心の豊かさをご提供する」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。

2014年 10月
株式会社パルコ

代表執行役社長
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独自のCSR活動を展開 ダイバーシティ経営の推進 ステークホルダーとの対話の強化

パルコグループは、国内外の変化を確実に捉え事業機会につなげていくため、2020 年に向けた長期ビジョンと2016年度を最終年
度とした中期経営計画を策定しました。

《パルコグループ 2020 年長期ビジョン》として【都市マーケットで活躍する企業集団】を掲げ『都市の 24 時間をデザインするパ

イオニア集団』と『都市の成熟をクリエイトする刺激創造集団』の実現を目指していきます。

2014 年度～2016 年度は成長戦略の具体的な実行期として既存店舗事業の進化と開発推進、関連事業拡大・新規事業創造を実行し

ていきます。

パルコグループのCSRは中期経営計画を踏まえ、将来の継続的な事業成長に備えて経営基盤の強化として、ダイバーシティ経営の推

進、独自性のあるCSR活動の実施、ステークホルダーとの対話についても新たなコミュニケーションの手法を構築するため技術変革
への対応や、開発を行っています。

2014年度～2016年度 中期経営計画
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パルコのインキュベーション

コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」を掲げ、才能のある人たちを応援しています。
当社は 1969 年の池袋 PARCO オープン以来、ファッションを中心に、音楽やアート、演劇など先端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応援をしています。 近年は、デザイナーやクリエイターが世界に向けて勝負する機会の創出

と、継続した事業成長支援を目指し、グローバルな展開にも力を入れています。 当社の持つ国内外のネットワークや、事業ノウハ

ウを活用することで、才能ある人たちへ事業成長や、新たな挑戦の機会を提供するとともに、当社事業への新しい取り組みにも繋が

っています。

SPECIAL IN YOU キャンペーンサイト

2014
PARCOのインキュベーションの施策を束ね、日本のクリエイティブを海外へ発信

2013

nge

ントにパルコが参加

「FIGHT FASHION FUND」参加デザイナーが目標を上回る結果を達成

HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE

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を開催

FIGHT FASHION FUND by PARCO

FIGHT FASHION FUND 支援デザイナーランウェイショーを海外で実施

第3回「シブカル祭」開催

福岡PARCO「天神ラボ」参加アーティストが台湾のギャラリーに出展

ASIA FASHION COLLECTION ～Global Incubation Project～

次代を担うアジアの若手デザイナーを支援する新しい取り組みをスタート

Asia Fashion Exchange

アジア最大のファッションイベントにパルコが参加
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2012

第2回天神ラボ開催

名古屋PARCO ナゴパル文化祭（パルコの庭）

地元東海エリアの若手クリエイターを応援するイベントを開催

第2回「シブカル祭」開催

福岡PARCO 天神ラボ

地元福岡や九州の若手クリエイターを応援するイベントを開催

2011

2010

PARCO next NEXT スタート

MEETS CAL ストア by once A month

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

渋谷PARCO シブカル祭。

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

FIGHT FASHION FUND by PARCO

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

once A month

パルコ自主編集ショップ

once A month オープン
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シンガポールの中心部オーチャードエリアでポップアップショップを展開

建築家の谷尻誠氏が会場をデザイン

アートディレクターの植原亮輔氏がデザイン

を担当

東京コレクションブランドなど旬なデザイナーが参加 アート作品も多数展示・販売

ニッポンが世界に誇れる”ジャパン・ファッション“をASEANに。

「次世代を担う日本のファッション、ものづくりの創り手が海外成長市場で勝負する場」を提供するため、シンガポールで編集売場

（ポップアップショップ）、ファッションショー、商談会を実施しました。

日本と現地、双方のカルチャーを掛け合わせた新しい価値の創造にチャレンジ。 当社の「インキュベーションと現地協業に対する

想い」を理解していただいたことで、さまざまな領域の次世代才能や組織と協業が実現し、想定以上の結果を得ることができまし

た。（2012 年度　経済産業省クール・ジャパン戦略推進事業　受託事業）

プロジェクトテーマ

1.「インキュベーション」

渋谷にゆかりが有り日本の次世代を担うデザイナーや現地で活躍するクリエイターなど、服、雑貨、アート、食計30ブランドを編集

したポップアップショップを展開。 日本人デザイナー2組とPARCOnextNEXT卒業デザイナーのファッションショーも行いました。

PARCOクール・ジャパンプロジェクト | 特集 | CSR | 株式会社パルコ 5



ANREALAGEファッションショー mintdesignsファッションショー

期間中、のべ5万人が来場 現地スタッフが商品知識や日本式接客を学び販売

シンガポールを代表するデザインチームPHUNKとANREALAGEのコラボ

アイテム

現地の有力セレクトショップ「CLUB21b」もポップアップショップを展開

Hello,Shibuya Tokyo ウェブサイト

2.「インバウンド視点での渋谷の街への貢献」

幅広い客層の方々が本企画に触れていただけるよう、ポップアップショップは、シンガポール中心部オーチャードエリアで交通アク

セスが抜群な商業施設の1Fに設置。

販売スタッフは全員現地採用で、ファッションやアート系の学校に在籍し、日本に関心が高い学生を中心に構成しました。

3.「現地協業による市場創造」

現地大統領賞受賞クリエイター「クリス・リー」とサンリオ「キティちゃん」、「日清カップヌードル」の限定コラボ商品を開発/

販売。現地次世代ブランドや有力セレクトショップの出店も実現。また、日本ブランドと現地セレクトショップのコラボ商品も開

発/販売。即完売の商品が出るなど、想定を大きく超える反響を得ました。

PARCOクール・ジャパンプロジェクト | 特集 | CSR | 株式会社パルコ 6
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FIGHT FASHION FUND by PARCO は、日本の若手ファッションデザイナーのビジネ

スを「みんな」で応援し、育てるしくみです。

こだわりのあるモノづくりを追求する次世代デザイナーが成長しにくい時代だからこ

そ、ジャパン・ファッションの未来を切り拓いていく「才能」を応援したい。

そんな想いから、ファッションのマイクロファンド（少額出資）に取り組んでいます。

ジャンルを超えたさまざまな人や組織とともに、 この想いを分かち合い、情熱と才能あ

ふれるデザイナーの事業成長をサポートしています。

東京コレクションランウェイ

日本初。1口3万円。新しいファッションを応援するファンド、パルコから。

FIGHT FASHION FUNDキックオフパーティー

ファンドスタートにあたって、2012年8月に出資者の方々をお招きしたデザイナーとの交流会を開催しました。商品開発やファン

ドを運用した事業プランをデザイナーがプレゼンテーションし、活発な意見交換が行われました。

Designers #001　JUN OKAMOTO

2012年5月から2014年4月までファンド運用。

ブランドの認知度向上と新たな商品展開を計画。2012年10月、東京コレクションデビュー。国内外で期間限定ショップやファッ

ションショー、販路開拓を実施。2013年11月、代官山に待望の路面店をオープン。

JUN OKAMOTO ウェブサイト

FIGHT FASHION FUND by PARCO | 特集 | CSR | 株式会社パルコ

シンガポールのアジア最大ファッションイベントに当社が参加し、JUN 

OKAMOTOがランウェイショーを開催

ブランド1号店が渋谷にオープン

Designers #002　my panda

2012年5月から2013年2月までファンド運用。

自身の夢だったファッションブランドを立ち上げ、2012年10月に｢my panda｣ブランド1号店をオープン。

my panda ウェブサイト

当初はレディスのみ展開予定も、出資者の意見を取り入れ、メンズライン

も展開することが決定

FIGHT FASHION FUND by PARCO ウェブサイト
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「人が集う場所=パルコ」という原点に戻り、女性を応援し

続けてきた企業として、若手女子クリエイターにパルコとい

う「場」を提供し、表現作品の発表やクリエイター同士の交

流の「場」を目指すことを目的に開催。

総勢100組の女子クリエイター達がアート作品の展示、ライ

ブ、パフォーマンス、トークショーなどを開催しました。

「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作品の発表や、館内アパレルブ
ランドとの共同制作作品や、商品を展示・販売いたしました。

渋谷CLUB QUATTROで行ったN’夙川BOYSライブ

若手女子クリエイターに表現の場を提供

渋谷PARCOを舞台に、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イターたちが自分

たちのクリエイティブを表現。シブカル祭を通じて参加クリエイター同士が交流し、新たな刺激も生み出しています。

彼女たちの自由で力強い作品、枠にとらわれない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。

また、PARCO以外のファッションイベントとも連動することで、渋谷の街をファッション、アート、カルチャーで盛り上げていま

す。

第1回(2011年10月) 第2回(2012年10月)

第3回(2013年10月)

過去最大規模となる約200組のクリエイターが参加。「応援」をテーマに新しいチャレンジに取り組む女子クリエイター達の作品の

発表やライブ、イベントを開催しました。

「フレ!フレ！全力女子！」を合言葉にクリエイター、観客が一体となって盛り上がりました。

館内テナントショップ内でもアーティストの作品展示や、コラボレーショ

ン商品の販売を実施

第一回は、約100組の中から厳選した32組の作品を館内に展示

福岡PARCO 天神ラボ

「Ⅰ.アートの庭」、「Ⅱ.食する庭」、「Ⅲ.楽しむ庭」、「Ⅳ.ものづく

りの庭」の4つのカテゴリーに分けた催しを全館で展開

名古屋PARCO ナゴパル文化祭（パルコの庭）

シブカル祭。 ウェブサイト

各地で地元の若手クリエイターを応援するイベントを開催

シブカル祭。 | 特集 | CSR | 株式会社パルコ 8



ショップ店頭 アジア最大のファッションショーAFFに参加

writtenafterwards デザイナー山縣良和氏との交流会を開催

東京研修ツアー

参加デザイナーを日本に招待し、日本のマーケット視察や次世

代デザイナーとの交流機会を設けています。海外デザイナーに

とって必要な小売ビジネスへの理解を深めることと、商業的な

感覚を磨くチャンスを提供しました。

2012年・2014年と若いデザイナーを紹介するショップが実現

渋谷PARCOに期間限定ショップを出店

デザイナーが実際に店頭に立ち商品を販売することで、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。

海外若手デザイナーのボーダレスな活動を支援

シンガポールの若手デザイナー育成プロジェクトを、PARCO（Singapore）Pte Ltd とTextile &Fashion Federation(Singapore)

(シンガポールファッション協会)が、SPRING Singapore(起業家を支援する政府機関)のサポートを受けて運営。 計55ブランドの

成長をサポートしました。

販売スペースの提供や、日本のPARCOを活用したイベント出店、ショップの運営ノウハウの提供をするなど、グローバルな取り組

みを展開し、若手デザイナーの活発なクリエイティブ活動をサポートしました。

ASIA FASHION EXCHANGE参加

若さと躍動感あふれるファッション

PARCO next NEXT | 特集 | CSR | 株式会社パルコ

シンガポールで年１回開催される、アジア最大のファッション
イベント「Asia Fashion Exchange」へ参加いたしました。

日本、シンガポール両国のファッションマーケットの現状やデ

ザイナーの事業成長課題、互いのブランドのクリエイティブな

ど、活発な意見交換を行いました。

日本の次世代デザイナーとクリエイティブミーティングを実施

JUN OKAMOTOデザイナー岡本順氏とクリエイティブミーティングを実施

9



「MEETS CALストア by once A month」

渋谷PARCO PART1・1F

once A month 福岡PARCO 1F

次世代クリエイターとのビジネスマッチングの場

クリエーション力のある若手作家やメーカー、旬の商材をマーケットに提案・販売していく場として、自主編集ショップを展開。新

しい才能を開花させる「場所＝コト」をともに創り、新しいコト消費のストーリーを提供しています。

パルコの全国店舗ネットワークを活かし、各地域の地元クリエイターや作家たちとコラボレーションした、オリジナル商品も開発。

商品の取り扱いからお取引がスタートしたブランドがテナント出店へ発展する事例も増えています。今期は初の外部出店を控え、ま

すます展開領域を拡げていきます。

MEETS CALストア by once A month 渋谷PARCO

「Meets Culture, Meets Local.」をキーワードに、“世界の面
白い国、日本の面白いエリア”をピックアップし、特集テーマを

変えて紹介。ファッションや雑貨だけでなく、旅も提案するな
ど、人と人、人と文化、人と地域の出会いを提供しています。

once A month 福岡PARCO

生活や季節に合わせて毎月一回編集テーマを変え、ファッショ

ン・雑貨・デザイングッズをセレクト。 日々の暮らしを少しで

も面白くできたり、ストーリーや人や場所、歴史を感じさせる

商品を福岡・九州・日本・海外から集めて提案しています。

once A month | 特集 | CSR | 株式会社パルコ

オミセパルコ外観 オリジナル商品「回転寿司スーツケースカバー」

once A month ウェブサイト

OMISE PARCO　成田空港　（成田空港第一旅客ターミナルビル4F）

自主編集ショップの3店舗目は、日本と世界をつなぐ架け橋である成田空港へ2014年4月25日にオープンいたしました。

パルコ外へ出店する1号店として、“パルコが提案をする『旅という生活』を楽しくするグッズを扱う売店”をコンセプトに、渋谷
PARCO・福岡PARCOで得た300社以上のメーカー、クリエイター、デザイナー達とのネットワークを軸にした新業態です。

機能性とデザイン性の高い身の回り品・雑貨を中心にセレクトし、旅立つ人にも帰国する人にも、テクノロジー（技術）や伝統、サ

ブカルチャーが融合した「今日の日本」らしさのある個性的な商品を提案し、オリジナル商品開発にも取り組んでおります。海外の

お客様からも高い評価をいただいております。
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アジアにおけるファッション産業のさらなる発展を目指し、ア

ジア各国機構と連携しアジアの若手デザイナーを発掘するイン

キュベーションプロジェクト「Asia Fashion Collection」に

取組んでいます。

2013年10月19日に、メルセデス・ベンツ ファッション・ウ

ィーク東京の関連イベントとしてランウェイショーを行いまし

た。韓国、台湾、香港のアジア各国を代表する3ブランドと、

バンタンデザイン研究所に所属し事前審査を勝ち抜いた学生デ

ザイナー12ブランドが参加。学生デザイナーの中から最終審

査を通過した3名とアジア各国代表デザイナー3名が、翌年2月
ニューヨークコレクションで行われたランウェイショーに参加

しました。

選出された各国デザイナーたち

Asia Fashion Collection ウェブサイト

アジアの若手デザイナーを発掘

左から

R‒SHEMIST／WON JI YEUN　ウォン・ジ・ヨン（韓国）

AUSTIN.W／Tzu‒Yun Wu　ズユン・ウー（台湾）

HANG／Mim Mak　ミム・マク（香港）

is／岸本 明子（日本）

SEi／清 優海子（日本）

VIANAD ViVi joanne Anais dorsbien／鈴木まあく（日本）

ASIA FASHION COLLECTION  | 特集 | CSR | 株式会社パルコ 11
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毎年春にシンガポール で行われるアジア最大のファッションイ

ベント「Asia Fashion Exchange」のランウェイショー

「Audi Fashion Festival」へ昨年に続き参加し、本年は次世代

のジャパン・ファッションを担うデザイナーのショーケースと

して、「DRESSCAMP」を招聘したランウェイショーを開催い

たしました。

本企画は当社がこれまで取り組んできた「海外を舞台にしたフ

ァッションデザイナーの事業成長への機会提供」の一環として

実施し、当社の現地ネットワークを活かし、現地ファッション

協会や有力小売事業者のランウェイショー招待や、セレクトシ

ョップバイヤーへのアプローチ、マーケットでのブランド認知

向上を目指した PR などのサポートを実施しました。

ショー後には、「こんなにシンガポールのファッション業界関

係者が勢ぞろいした日本ブランドのショーを見たのは初めて」

「とても素晴らしいショーで感激した」「非常にレベルの高い

ファッションを見せてもらい刺激的だった」といった感想をい

ただくなど、日本のクリエイションに対する注目と高い評価、

マーケットからのニーズを実感する機会の提供につながりまし

た。

会場には現地セレクトショップのバイヤーやリテールマネージャーなどの

ファッション業界関係者や ASEAN 各国メディアなど、約 700 名の方々

にご覧いただきました。

アジア最大のファッションイベントで日本のデザイナーを招聘したランウェイショーを開催　　

ASIA FASHION EXCHANGE  | 特集 | CSR | 株式会社パルコ 12



ダイバーシティの推進を促進するためにも女性の活躍を推進す

ることは重要な課題です。

経営の意思決定への女性の参画率を増やすためにパルコグルー

プ中期経営計画では経営幹部/リーダー層への女性登用を管理職

ポストの１５％目標に掲げ、キャリア研修、マネジメント研

修、ワークライフマネジメントの社内浸透に取り組んでいま

す。

女性社員を対象にした意識改革のための1dayセミナーを実施

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・個性を持った人材が協働を通じ、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年度より「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年度より「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、社内の風土づく

り、意識改革のための多様な活動を行っています。

そして、グローバル化、市場競争など急速に変化する経済環境に柔軟かつ、迅速に対応するために、2014年度より、経営戦略に則

して更に強力にダイバーシティ経営を推進するために代表執行役社長を委員長とするダイバーシティ推進委員会を新設しました。

多様な人材が持つ、個性と能力を活かすことができるよう社内の活発なコミュニケーション構築や啓蒙活動、外部組織・団体とのネ

ットワーキングを通じて、風土づくり、ダイバーシティの視点を活かした事業活動への貢献を行っています。

女性活躍推進

管理職内の女性シェア 目標15％　2014年3月時点 10.5％

2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月

7.6% 6.2％ 9.8％ 10.5％

出産復職率 100％ (2013年度)

特集：ダイバーシティ経営の推進 | CSR | 株式会社パルコ 13



パルコテナントショップブログに取り置き予約と通販注文サービスの機能を追加
し、WEBサービスを通じ、いつでもどこでもパルコのショッピング体験を提供

パルコデジタルインフォメーションウォール「P‒WALL(ピーウォール)」館内の
商品、イベント情報を常時1000近く提供し、お客さまとテナントショップとの
新しいつながりを創出しています。

ICTを活用したコミュニケーションの深耕

情報コミュニケーションが大きく変化する中で、テナントおよび顧客との新たなコミュニケーションの手法として、ICTを活用した

取り組みを強化するため、2013年度より新たに「WEB コミュニケーション部」を設置いたしました。

パルコ全店のWEBサイトをリニューアルし、ご出店いただいているテナントスタッフの方がたがお客様へWEBを通じて情報配信す

る「ショップブログ」の機能を強化し、ソーシャルネットワーキングサービスの追加や通販システムを連動し、ショップブログから

直接商品を取り置き、および購入できる機能「カエルパルコ」の運用を開始し、WEBを通じたお客様との新しいコミュニケーション

に取り組んでいます。

また、データ管理・分析を強化し、ご出店いただいているテナントスタッフの方々と当社スタッフが効率的かつ、有効的に業務を遂

行できるよう努めています。

特集：ステークホルダーとの対話の強化 | CSR | 株式会社パルコ 14



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。また、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。

さらに「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
パルコグループは、ご出店テナント、地域・社会、お取引先など、すべてのステークホルダーに向けた取り組みを通じて、お客
さまの信頼と満足を得る取り組みを進めていきたいと考えています。

ご出店テナント
パルコは、ご出店いただいている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」をショッピングセンタ
ー事業の基本とし、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。
テナントスタッフの方々とコミュニケーションを密にとり、問題解決や新しい提案を実行することに加え、研修の機会を充実
させるなど、イコールパートナーシップの実現に努めています。

従業員
パルコグループは、「人」すなわち「社員」の心と知恵によって支えられています。社員の心と知恵でお客さまに新しい提案
をおこない続け、それに共感したご出店テナントがパルコを応援し、その結果、お客さまが共感をしてくださる、と考えます。
社員ひとりひとりが活き活きと能力を発揮できる環境を整えることがすべてのステークホルダーに対して大切なことだと考
え、多様性を担保する制度整備と風土醸成を進めています。

株主/投資家
株主・投資家の皆様に、パルコグループの企業活動を知っていただくために、適時・適切な情報の開示に努めています。重要
な情報は、適宜、ホームページに掲載しています。また、随時、個人投資家向けの企業説明会の実施やホームページでの開示
情報の充実など、幅広い投資家層を意識したわかりやすい情報開示にも努めています。さらに、外国人投資家の皆様とのコ
ミュニケーションをより一層推進するために、英文でのIR 情報の発信やファクトブックの和英併記、海外での個別ミーティ
ングの実施などを継続しておこなっています。

地域/社会
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るとともに、先見的、独創的な事業活動を通して、
都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献したいと考えています。

地権者
パルコグループは、ご出店テナントと同じく地権者の皆様も、「イコールパートナーシップ」の考え方に基づき、公正・公平な
関係の構築と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。

お取引先
お取引先企業だけではなく、関連する業界全体への貢献を目指しています。

CSR基本方針 | CSR | 株式会社パルコ 15
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パルコの経営理念体系 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス基本理念

CSRマネジメント体制

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、この基盤強化

のためにCSR委員会、ダイバーシティ推進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。

CSR委員会、ダイバーシティ推進委員会については、代表執行役社長を委員長とし、内部統制の強化と、活動のさらなる促進を図っ

ています。

また、企業活動に内容されるリスクの管理と、リスク発生時に迅速に対応し、事業継続をするためにグループの横断的な管理体制の

整備に努めています。

各委員会を定期的に実施し、全執行役が委員として所属し、社内各部門、グループ各社との連動により、パルコグループ全社員が社

会とコミットし、積極的に取り組むことを推進しています。

パルコグループの企業価値向上プロセス

パルコグループは、本業を通じたCSR取り組みにより、ステークホルダーから共感を得て、支持されることにより、企業価値を向上

させるプロセスを次のように考えています。

CSR基本方針 | CSR | 株式会社パルコ 16
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シンガポールでAFF ランウェイショー PARCO Japan

Showcase 『DRESSCAMP "The Threepenny "Visconti

"Opera"』を行いました。

次世代 ～次世代の人材や才能を応援

PARCOエンタテインメント事業部が出資する映画「キューティ

ー＆ボクサー」が第86回米アカデミー賞ドキュメンタリー部門
にノミネートされました。

文化 ～文化的で新しい価値の提供と市場創造

【ひばりヶ丘PARCO】　ハンドメイドチャリティイベント「ソ

レイユ」を開催しました。

地域 ～街や地域の魅力向上に貢献

地下水の利用を開始しました

環境 ～環境負荷の少ない商業空間の創造

CSR活動 ～４つの重点テーマ～

パルコグループは、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」を掲げています。

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

ざまな活動に取り組んでいます。

CSR活動 | CSR | 株式会社パルコ 17
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CSR活動 | CSR | 株式会社パルコ

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。

IR活動

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。

従業員の尊重

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います。

安全・安心への取り組み

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。

お客様

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。

ご出店テナント

CSR活動 ～基本活動～

パルコでは、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。「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」をステークホルダーととらえ、7つのステークホルダーの皆様

から共感を得、支持されることにより、企業価値の向上を目指しています。

18

http://www.parco.co.jp/csr/theme/customer.php
http://www.parco.co.jp/csr/theme/culture/#article82
http://www.parco.co.jp/csr/theme/tenant.php
http://www.parco.co.jp/csr/theme/community/
http://www.parco.co.jp/csr/theme/tenant.php
http://www.parco.co.jp/csr/theme/customer.php
http://www.parco.co.jp/csr/theme/environment/
http://www.parco.co.jp/csr/theme/environment/#article92
http://www.parco.co.jp/csr/theme/next_generation/#article84
http://www.parco.co.jp/csr/theme/next_generation/
http://www.parco.co.jp/csr/theme/community/#article85
http://www.parco.co.jp/csr/theme/culture/


次世代 ～次世代の人材や才能を応援

シンガポールでAFF ランウェイショー PARCO Japan Showcase 『DRESSCAMP "The
Threepenny "Visconti "Opera"』を行いました。
2014 年 5 月 17 日 シンガポール「Asia Fashion Exchange」内、「Audi Fashion Festival」

 シンガポールで行われるアジア最大のファッションイベント「Asia

Fashion Exchange」のランウェイショー「Audi Fashion Festival」へ

参加しました。

本企画は当社がこれまで取り組んできた「海外を舞台にしたファッショ

ンデザイナー の事業成長への機会提供」の一環として、昨年に引き続き

2回目の参加となりました。 今回は、次世代のジャパン・ファッション

を担うデザイナーのショーケースとして、「DRESSCAMP」を招聘した

ランウェイショーを開催するほか、当社の現地ネットワークを活かした

現地サポートも実施しました。

Asia Fashion Collection　渋谷PARCOで作品展示を行いました。
2014年2月28日～3月6日

渋谷PARCOでは東京/ＮＹで開催されたランウェイショーで発表した作品

を展示し、彼らの活躍を映像で紹介しました。丹精に作られた作品を多

くのお客様にご覧いただくことができました。

Asia Fashion Collection　ＮＹコレクションでランウェイショーを行いました。
2014年2月8日

アジアにおけるファッション産業のさらなる発展を目指し、アジアの若
手デザイナーを発掘・応援するプロジェクト「Asia Fashion

Collection」は2月にＮＹコレクション内でランウェイショーを行いまし

た。ＮＹコレクションで発表するための新作を披露し、高い評価を得る

ことが出来ました。

【名古屋PARCO】ナゴパル文化祭　「パルコの庭」を開催いたしました。
2013年11月8日～25日

東海エリアで活躍している若手クリエイターを応援する取り組みとし

て、「シブカル祭。」、「天神ラボ」に続き、名古屋パルコでも「パル

コの庭」を開催いたしました。

会期中は、「Ⅰ．アートの庭」、「Ⅱ．食する庭」、「Ⅲ．楽しむ

庭」、「Ⅳ．ものづくりの庭」の４つのカテゴリーに分けられた様々な

催しを全館のあらゆる拠点で展開し、お客様に楽しんでいただきまし

た。
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【福岡PARCO】「天神ラボ」開催いたしました。
2013年11月1日～17日

九州の若手クリエイターを発掘、作品を展示・販売し、応援する取り組

みとして昨年度より実施している「天神ラボ」を行いました。

今年は「ミライはOK！」の福岡PARCOのテーマに基づき、天神ラボのテ

ーマも「ミライ」に設定。光り輝く「ミライ」をイメージした作品を公

募し、約１００組の中から厳選した32組の作品が、館内の至る場所に展

示されました。期間中は、イベントも盛り込み、若手クリエイターたち

の熱気のあふれる17日間となりました。

【福岡PARCO】天神ラボ参加アーティストが台湾のギャラリーの展覧会に参加
2013年9月22日～27日

天神ラボ参加アーティストが台湾のギャラリーの展覧会に参加しまし

た。

昨年度より街づくりの連携と地元のアーティスト、クリエイター活動の

応援を目的としたイベント「天神ラボ」に参加したアーティストが台湾

のギャラリーへ招待され、展覧会に参加しました。

九州若手クリエイターへの高い評価を得たとともに、天神エリアと台湾

との文化交流を促進する取り組みとなりました。

第2回目天神ラボ開催いたします。　2013年11月1日～17日 
天神ラボプレスリリース

【シブカル祭。2013】若手女子クリエイターの活躍を応援「シブカル祭。2013～フレフレ！全力
女子！～」を開催
2013年10月18日～28日

今年の参加クリエイター数は160名を超え、館内のあらゆる場所で若手女
子クリエイターの作品の展示や、ライブ、ダンス、パフォーマンス、映

画祭などを展開したほか、渋谷の街を盛上げるパルコ以外の施設でのポ

ップアップイベントの開催など、街全体がカルチャーイベントで盛り上

がる企画となりました。

【ASIA FASHION COLLECTION ～Global Incubation Project～】東京ランウェイを開催い
たしました。
2013年10月19日

アジアにおけるファッション産業のさらなる発展を目指し、アジア各国

機構と連携しアジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートするプロ

ジェクト「Asia Fashion Collection」の東京ステージを開催しました。

メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク東京の関連イベントとして

行われた東京ステージでは、韓国、台湾、香港のアジア各国代表各1ブラ

ンドと、バンタンデザイン研究所に所属し事前審査を勝ち抜いた学生デ

ザイナー12ブランドによる、ランウェイショーを行い、最終審査を通過

した2名の学生デザイナーとアジア各国代表デザイナーが2月にはニュー

ヨークステージを行います。
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PARCO next NEXT参加デザイナーがデザインしたユニフォー
ムを着たGrid Girl達

【PARCO next NEXT】「F1シンガポールグランプリ」Grid Girl公式ユニフォームのデザインを担当
2013年8月

シンガポールで国を挙げて盛り上がるイベントとして毎年開催されてい

る「F1シンガポールグランプリ」の本年のSingtel Grid Girl公式ユニフ

ォームデザイナーとしてPARCO next NEXTブランド「EVENODD」のデ

ザイナーSamuel　Wongが採用されました

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

【Fight Fashion 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

たしました。

本年も24,864名のフレッシャーズの皆様にご協力いただき、2,486千円

を寄付することができました。
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期間中約5万人がご来場くださいました。

【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。

【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。
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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

シブカル祭。2012　開会式

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。

「シブカル祭。2012」　開催いたしました。
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。
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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 Marina 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「Nation Pride」を開催いたしました
2012年8月3日～8月12日　Parco Marina 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
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ＳＮ

Ｓ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
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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。
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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。

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。
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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

「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/

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

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。

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
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東京コレクション2013S/S

【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。

【ヌーヴ・エイ/パルコグループ】ピンクリボン活動を行っています。
キャンペーン：2013年10月1日～11月31日

その他：通年実施

パルコグループの専門店事業を行っている、株式会社ヌーヴ・エイでは

全事業部で「ピンクリボンキャンペーン」を毎年行っています。

期間中、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

円以上を寄付します。本年は公式フェイスブック参加による寄付、ま

た、通年で行っているインナーキャンペーンなどで計349千円を寄付いた

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.

文化 ～文化的で新しい価値の提供と市場創造

PARCOエンタテインメント事業部が出資する映画「キューティー＆ボクサー」が第86回米アカデ
ミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートされました。
PARCO　エンタテインメント事業部　映像　2014年3月

PARCOエンタテインメント事業部が出資する映画「キューティー＆「ボ

クサー」が第86回米アカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートさ

れました。本映画はニューヨーク在住の現代美術家、篠原有司男さんと

妻で画家の乃り子さん夫妻の日常と、芸術家として生きるための葛藤に

迫ったドキュメンタリー映画です。国内での上映を記念し、パルコミュ

ージアムでは展覧会も開催いたしました。

PARCO出版刊行の書籍が第48回造本装幀コンクール東京都知事賞を受賞しました。
PARCO出版　2014年4月22日

PARCO出版刊行の書籍「ギャートルズ１　肉の巻」「ギャートルズ２　
恋の巻」「ギャートルズ３　無常の巻」が第48回造本装幀コンクール東

京都知事賞を受賞しました。本作は、7月2日から5日に東京ビッグサイト

で開催される東京国際ブックフェアで 展示さた後、2014年10月のフラ

ンクフルト・ブックフェアで展示、2015年2月にライプチヒ国際コンク

ール「世界で最も美しい本」に応募されます。

「ギャートルズ１　肉の巻」 
「ギャートルズ２　恋の巻」

「ギャートルズ３　無常の巻」

著者：園山俊二　ブックデザイナー：祖父江慎 
2013/1/11刊行　各：2,268円（税別）

「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－」が渋

谷PARCOを皮切りに名古屋、福岡、札幌、仙台、浦和、宇都宮、千葉、

津田沼の各店舗で開催し、多くの方にお楽しみいただきました。本企画

はパルコ以外の会場でも実施し、入場料、物販の売上の一部を公益社団

法人日本ユネスコ協会連盟へ寄付しており、本年度は8,197千円を寄付す

ることができました。
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【宇都宮PARCO】流星群観察「星空キャンプ」を開催しました。
2013年12月14日

気軽にアウトドアを楽しむ提案「まちなかアウトドアシリーズ」の第1弾イベントとしてふたご座流星群を観察するイベント「星空

キャンプ」を開催いたしました。
家にこもりがちな現代の子ども達に外での活発な活動を促すことも目的とし、家族連れのお客様や、アウトドアに関心のあるお客様が

多く参加されました。
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【大津PARCO】「アール・ブリュット　ゾーンパルコ」を開催いたしました。
2013年11月22日～12月15日

滋賀県社会福祉事業団などが立ち上げた「アール・ブリュット魅力発信事業実行委員会」による事業第1弾として美術の専門教育を

受けていない人による芸術「アール・ブリュット」の魅力を伝える展覧会を開催いたしました。

「ベネチア・ビエンナーレ」に出品された作家の作品を含む約180点を展示し、訪れる市民の方に楽しんでいただきました。

【静岡PARCO】ふじのくに静岡展を開催いたしました。
2013年11月日～30日

静岡県と「まち・文化研究所」による県産伝統工芸品の展示即売会「ふじのくに静岡展」を開催いたしました。

本展はギフトとしての市場開拓を目指す静岡郷土工芸品ギフト展開プロジェクトの一環として開催され、県の郷土工芸品に指定され

ている駿河漆器などを展示いたしました。

【渋谷PARCO】「Mi amas TOHOKU 海辺の街へ en TOKIO 東京」展を開催いたしました。
2013年11月12日～20日

東京で活動するクリエイティブユニット“Kvina”が仙台の編集プロダクシ

ョン　シュープレス　と共に、東北のものづくりや、地域、人を紹介す

るプロジェクト「Mi amas TOHOKU　東北が好き」の企画展を開催いた

しました。

"Mi amas TOHOKU"メンバーは気仙沼や陸前高田など、海辺の街を訪

れ、出会ったものなどを、写真、イラスト、 映像、デザイン、音楽など

にして展示しました。会場内で販売したグッズの売上の一部を、日本赤
十字社や自治体などを通して東日本大震災の義援金として寄付していま

す。
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「kokeshi 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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地域 ～街や地域の魅力向上に貢献

【ひばりヶ丘PARCO】　ハンドメイドチャリティイベント「ソレイユ」を開催しました。
2014年ゴールデンウィーク期間中

ひばりヶ丘に在住する主婦の方たちによる震災復興チャリティイベント「ソレイユ」を開催しまし

た。手作りした小物やバッグ、洋服などのほか、現在、被災地の仮設住宅にお住いの方々が作った

小物も販売いたしました。多くの方にご来場いただき、お買い上げいただくことができました。売

上金の一部は東日本大震災復興支援金として日本赤十字社に寄付されました。

【大津PARCO】子ども達に創ることの楽しさや工夫する喜びを伝える活動「あそびの学校」をスタ
ートしました。
2014年5月18日

子ども達に物の大切さや、道具の使い方を伝え、創ることの楽しさや工
夫する喜び、子ども達に人との触れ合いを通して集うことの楽しさや助

け合う心を伝える活動として、「あそびの学校」をスタートしました。

「滋賀短期大学幼児教育保育学科」の学生達が、指導役として参加し、

子どもたちは絵をかいたり、工作を楽しみます。本活動を通じて、地域

の子ども達自身の考え方や興味から、生活環境に彩や豊かさが広がって

いくことを願っています。

【PARCO】ヘルシーはオイシー！EAT&SMILE FESTA開催いたしました。
2014年1月16日～2月28日

パルコ 14 店舗 93 飲食店にて心と体が笑顔になるチャリティメニュー企

画「ヘルシーはオイシー! EAT＆SMILE FESTA」を開催いたしました。

食生活や、健康に関心のある方へ、栄養バランスや、素材、調理などを

工夫・考慮した、メニューのご提案し、食と健康への意識向上を応援す

ると共に、対象メニュー1 品につき 1 食分を特定非営利活動法人TABLE

FOR TWO Internationalを通じて開発途上国の子ども達へ届けます。

本企画は今年 4 回目の実施となり、TABLE FOR TWOプログラムの導入
を推進する地元大学生団体とイベントを盛上げ、本年度は19,834食分を

届けることができました。

【福岡PARCO】「夢かなう天神ワーク体験」を開催いたしました。
2013年8月

福岡パルコでは、小学生が天神エリアの企業に訪問し仕事の体験をするという企画「夢かなう天神ワーク体験」に協力し、小学生の

方々にインフォメーション業務の体験をしていただきました。

業務中はお揃いのジャケットを着用し、一人前のインフォメーションとしてお客様への対応をしていただき、館内アナウンスにも挑

戦、見事なアナウンスを披露してくれました。
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【札幌PARCO】はちみつプロジェクト
札幌PARCO

2013年8月

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。

【新所沢PARCO】火災予防キャンペーンを実施
2013年11月

全国で一斉に展開される火災予防運動の一環として、所沢中央消防署主

催の「火災予防キャンペーン」を、パルコにて開催いたしました。

ご来店されるお客様に、ポンプ車や住宅用火災警報器の展示などを通じ

て、防火に対する意識を高めていただきました。

【吉祥寺PARCO 仙台PARCO】自衛消防隊訓練で優勝
PARCO各店

訓練優勝　吉祥寺PARCO　仙台PARCO

2013年9月

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。

吉祥寺PARCO、仙台PARCOでは、その技能が認められ優勝をいたしまし

た。

【福岡PARCO/松本PARCO】「打ち水大作戦」を開催いたしました。
2013年8月

PARCOスタッフが地元の方がたと共に打ち水をおこないました。

夏の暑さを一時忘れさせるような、涼感のあるイベントとなりました。
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【仙台PARCO】防災体験講座
2013年8月　

仙台PARCO前にて防災体験講座を実施し、「起震車」｢消火器操作｣　｢濃

煙体験ハウス｣「１１９番通報」を実際に体験していただきました。 参加

者はショップスタッフ約４０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。

【ひばりが丘PARCO】地元農友会と共に産直マルシェ開催しました。
ひばりが丘PARCO

2013年7月13日

地元農友会による「産直マルシェ」を開催しました。地元農友会の方が

生産する採れたての野菜をご利用いただく「地産地消」のマルシェに多

くのお客様にご来場いただき、ご好評いただきました。

【大津PARCO】若手農家グループによる芽キャベツ種まき体験
2013年7月14日

大津PARCOでは大津市で地産地消を目指す若手農家グループ「大津地域

青年農業者クラブ季楽里」による農業を身近に体験していただくための

イベント「季楽里マルシェ in PARCO」を開催いたしました。

野菜、卵の直販、トラクターの試乗の他、芽キャベツの種をまく体験教

室を開き、多くの方にお楽しみいただきました。種まきをしたキャベツ

は12月の次回のマルシェで収穫を予定しております。

【大津PARCO】びわ湖一斉清掃
2013年7月7日

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。
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【名古屋PARCO】国連難民支援キャンペーン（UNCHR）への協力【主催：国連UNCHR協会】
2013年6月10日～16日

国連UNCHR協会では、難民・避難民を国際的に保護・支援し、難民問題

の解決に対して働きかける活動を展開しています。期間中、名古屋

PARCO店頭にて、難民・避難民の現状をお伝えし、支援の参加の呼びか

けを行いました。

【千葉PARCO】千葉デザイナー学院の学生たちがパルコフロアガイドの表紙を一新。
2013年6月

千葉パルコでは千葉デザイナー学院のデザイン科総合デザインコースの

授業と連動し、館内フロアガイドの表紙を学生がデザインする試みを実

施しました。

学内で選抜された21点のデザインをパルコスタッフにプレゼンテーショ

ンし、選ばれた最優秀作品をフロアガイドの表紙に活用いたしました。

【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。

【名古屋PARCO】地元中学校生徒による職場見学開催しました。
2013年6月15日

地元中学校生徒の課外授業として、名古屋PARCOの館内施設の見学会を

行いました。

館内のショップや安全管理施設をご案内し、来店されるお客様に安心し

てショッピングをお楽しみいただくための日々の業務等をお伝えしまし

た。

地域 | ４つの活動 | CSR | 株式会社パルコ 34

http://www.parco.co.jp/image/jp/store/storage/w720/tibaprezentation.jpg
http://www.parco.co.jp/image/jp/store/storage/w720/csr3.jpg


【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。

【名古屋PARCO 松本PARCO 千葉PARCO】チャリティー自販機を設置いたしました。

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携

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

にリニューアルしています。寄付金はアフリカの子どもたちの学校給食
や、女性の乳がん早期発見と定期検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。

【新所沢PARCO】目に障害を持つお客様への接客研修を実施
2013年7月　2014年1月

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。
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環境 ～環境負荷の少ない商業空間の創造

地下水の利用を開始しました
名古屋PARCO

2014年8月

名古屋PARCOでは、自然災害時における水の供給対策（BCP＝事業継続

計画）等を目的として、地下水のろ過システムを導入しました。精製さ

れた地下水は、館内における飲料水や施設設備に利用されています。

スロープを設置しバリアフリー対応を実施
名古屋PARCO

2014年3月、6月

名古屋PARCOでは、車椅子やベビーカーをご利用のお客様に、より安全

に安心してご来店いただけるよう、館内入口（西館ホテル口および東館

への連絡口）にスロープを設置いたしました。

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
2013年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。

【千葉PARCO】千葉市ごみ減量・再資源化優良事業者表彰
2013年11月

千葉PARCOは、廃棄物の減量とリサイクル化の適正処理の取組みにおい

て、千葉市より優良事業者として認定され表彰を受けました。

環境 | ４つの活動 | CSR | 株式会社パルコ 36

http://www.parco.co.jp/image/jp/store/storage/w720/hirosimaosouji.jpeg


【ヌーヴ・エイ　コレクターズ事業部】下取りキャンペーン開催いたしました。
2013年7月16日～8月31日

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、86,300円を日本赤十字社を通じ

て東日本大震災の被災地へ寄付しました。

【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。
2013年6月/10月

チックタック事業部では全国のショップで「もったいないウォッチエク

スチェンジ」として、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行い、期間合計で12,846本回収しまし

た。

使用できるものは「MOTTAINAIキャンペーン」に寄付し、

「MOTTAINAIフリーマーケット」で再販され、収益金は「グリーンベル

ト運動」「宮城県災害対策本部」にそれぞれ寄付されました。

使用できないものは「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円を募金する「クリック募金」として、

「グリーンベルト運動」に総額300,000円寄付しました。

【広島PARCO】屋外従業員休憩スペースにグリーンカーテン設置
2013年5月～8月

広島PARCOでは、テナント従業員の皆様に、屋外の従業員休憩スペースを少しでも快適に過ごしていただけるように、ゴーヤのグ
リーンカーテンを生育しました。

休憩スペース付近の日差しを遮ることで、コンクリートの照り返しも軽減でき、また、日々元気良く成長するゴーヤについてのブログ

情報も話題になり、皆様にご好評いただきました。

【札幌PARCO】女性クリエイター清川あさみ氏が手掛けるパウダールームが誕生

札幌パルコ2階に女性からの支持が高いアーティスト清川あさみ氏が空間プロデュースしたパウダー

ルーム「Lip Room」が誕生しました。

デザインテーマ「シンデレラ」。ガラスの靴のデコレーションや、清川氏製作のグラフィックを

所々に配置し、青と黒で統一された内装カラーにより上品な空間を演出しています。
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札幌PARCO6F 池袋PARCO本館2F

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。

また、積極的なWeｂの活用を行っており、PARCOのさまざまな情報をWebを使ってタイムリーかつ豊富に配信しており、お客様と

のつながりをさらに進化させていきます。

授乳室・パウダールームの改善

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り組

んでいきます。

津田沼PARCO分煙室

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。

2013年度よりPARCO館内の情報をより詳しく紹介するために館内

ショップスタッフが日々更新する「パルコショップブログ」を強化

し、ショップスタッフの方が掲載した商品の取り置きや、画面上で

購入ができるサービス「カエルパルコ」を導入し、サービスの向上

に努めています。

PARCOショップブログ
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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。

パルコ会活動

パルコは、ご出店いただいている約820 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

パルコでは売場に立つスタッフの皆様が、お客様を大切に想い、自
分で考え行動できるスタッフになっていただけるよう、各種研修サ

ポートを行っています。

入店前のオリエンテーション研修、防犯防災講習、お客様のニーズ

を汲み取るための「接客力向上」を目指したスタッフ育成研修など

を実施しています。また、お客様視点で現状の接客について確認す

る「接客実態調査」や、チーム全体の接客力向上を目的とした「チ

ームで輝く★接客ロールプレイングコンテスト」など、成長を確認

できる機会を用意し、各店舗が積極的に取り組んでいます。

パルコのクレド

パルコでは、お客さまに向けてパルコとテナントが行う全ての活動への気持ちの原点として、ショップスタッフ行動指針=クレドを

設けています。

クレドに基づき具体的な活動に取り組みながら、パルコ全体でお客さまとの接点の質的向上を目指しています。

パルコ ショップスタッフ行動指針 パルコのクレド

「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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パルコでは、お客さまに向けてパルコとテナントが行う全ての活動への気持ちの原点として、ショップスタッフ行動指針=クレドを

設けています。

クレドに基づき具体的な活動に取り組みながら、パルコ全体でお客さまとの接点の質的向上を目指しています。

パルコのクレド

お客さまをステキにするために、わたしたちがステキでいよう。

1：あなたは個性をたいせつにしていますか？

お客様のニーズを読み、その予想を超える提案で、ひとつ先のときめきや感動を生み出すのは決められたマニュアルではなく、あな

たの人としての魅力と個性です。

2：あなたは素直さと正直さをたいせつにしていますか？

心からの笑顔、明るいあいさつ、ありがとうの言葉は、お客さまはもちろん、あなたが出会うすべての人を気持ちよくします。

だれに対しても気持ちよく接すれば、あなたの心も気持ちがよいはずです。

3：あなたは仲間をたいせつにしていますか？

パルコではたらくことがなければ、出会えなかった仲間がいます。

情報はみんなで共有し、知らないことは教えあう。おたがいを信じ、助けあいながら成長する。

パルコではたらくわたしたち全員が、かけがえのない友情でむすばれていることを忘れないでください。

クレド | ご出店テナント | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ 40



パルコ IR情報

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情報」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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1)妊娠中に利用できる制度

・妊娠中の勤務緩和（有給） ・失効年次有給休暇の復活

2)出産時に利用できる制度

・配偶者出産休暇

3)育児・介護期間中に利用できる制度

・復職部門希望制度 ・育児時間（有給）

・育児・介護、時短・休日選択制 ・ベビーシッター利用割引サービス

・育児・介護事由による勤務地選択制度 ・育児・介護事由による退職者の再雇用制度

１）新入社員

入社前学習(eラーニング、研修旅行)、配属前研修(約2ヶ月間)、フォローアップ研修、2年目研修

２）若手中堅社員

ビジネススキル研修、チューター(新入社員育成)研修、異業種交流研修、ビジネススクール通学支援、外部公開セミナー受講支援

３）その他

各部門専門スキル研修、マネジメント研修、コンプライアンス研修、マーケット視察研修、eラーニング・通信教育、資格取得

祝金・受験料支給

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」

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。

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」として認定を受け、「くるみん」

マークを取得しました。

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

の推進」と男性社員も育児に参加しやすい環境基盤づくりへの対応として、「育児・介護

と仕事の両立支援諸制度の周知と運用」を制定しています。

法令の基準を上回る制度

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」

人材育成の取り組み

パルコでは社員を「人材」ではなく『人財』と捉え、最も重要な資産であり、将来の成長基盤であると考えます。 社員一人一人のモチ
ベーション向上とスキルアップを目指し、各キャリア・各分野に応じた教育プログラムを実施しています。 ローテーション制度 多く
の職務を経験し、広い視野と変化対応能力を体得するために、パルコでは、定期異動により様々な部門/業務/地域を経験する教育ロー
テーションをおこなっています。 様々な業務経験を通じ、適正や能力に応じてキャリアアップできる仕組みを導入しています。

研修制度
経験を通じて学ぶローテーション制度に加え、様々な研修や学習機会をもうけ、社員の能力開発をサポートしています。

2013年度実施研修

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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第三者機関による厨房衛生検査の様子

仙台パルコ消防技術研修会に当社グループスタッフが参加

し、消防活動の技能に対し、高い評価をいただきました

テナントスタッフ参加によるAED講習会

BCP訓練の様子

3つの取り組み

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います。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います。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。

BCP訓練の実施

BCPとはBusiness Continuity Plan（事業継続計画）の略で、事業活動を中断・
停止させない、また早期に復旧させるための計画を意味します。
パルコグループではPARCO館内スタッフの定期的な消防訓練の実施、救急救命

講習の受講などによる人命の安全確保、資産の保護など防災の観点に加え、サ
ービスの継続提供のために、大規模災害発生時等に起こりうるさまざまなリス
クを未然に防ぐ、または最小化するための手順を定めています。
「PARCO 大規模地震災害 事業継続基本計画」を2011年に制定し、二度の改訂
を経て、2014年2月には全面改訂いたしました。
毎年定期的に、実際に大規模災害が発生した場合に速やかに対応できるよう
「PARCO 大規模地震災害 事業継続基本計画」に基づきBCP訓練を実施してい
ます。

ージトップへ
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活動実績

ライトダウンキャンペーンへの参加

2013年、2014年　6月21日、7月7日
環境省が中心となり、建物の照明を消してCO2排出量の削減を呼びかけ

る「ライトダウンキャンペーン」に、パルコ全店で参加をしました。

毎年夏至（6月21日頃）とクールアースデー（7月7日）に開催され、

パルコ各店では、屋上照明や看板照明等を一斉に消灯して、環境取組み

に協力をしています。

池袋パルコP'（ピーダッシュ）館　消灯前（左）消灯後（右）

クールシェア・ウォームシェアスポットに全国のパルコを登録

「クールシェア、ウォームシェア」とは、一人1台のエアコン使用をや

め、みんなで涼しい、または暖かい場所に集まってシェア（共有）し、

地域全体で節電を行うキャンペーンです。

パルコは、全店で施設登録を行い、沢山のお客様にご来店いただきまし

た。

レストランの廃食油をリサイクルした「エコせっけん」を各店のイベントでプレゼント

2014年5月～6月
パルコでは、レストランから出る廃食油をリサイクル化する等、食品リ

サイクルに取組んでおります。

廃食油はリサイクルして「せっけん」を作ることができます。そこで、

パルコのレストランで回収した廃食油を一部原料に含むリサイクルせっ

けんを作り、パルコ各店のイベントで、お客様にプレゼントをいたしま

した。

パルコレストランで回収した廃食油の一部を使ったリサイクルせっけん

Fun to Share　への企業登録

2014年
「Fun to share」とは、企業や国民一人ひとりが実戦しているCO2削

減のための「情報・技術・知恵」を、広く共有して連鎖的に広げていく

ことで低炭素社会を目指す環境キャンペーンで、環境省により3月にス

タートしました。

パルコも環境方針を定め省エネルギーに取組んでおり、同キャンペーン

に企業登録を行い環境取組みを宣言いたしました。

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、CO2排出量の低減に努めています。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。

LED化した店内共用通路

環境への取り組み | CSR | 株式会社パルコ 44



中水設備 コージェネレーションシステム

CO2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、CO2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います。

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CO2約1,100t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CO2排出量の削減義務履行時に

活用していく予定です。

店舗入口ステッカー

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。

廃棄物計量器（浦和PARCO）

施設・設備・運用面での取り組み

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。

カーボンオフセット設定の清掃用品

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を導入いたしました。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」
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活動実績をもっとみる 環境データ 環境方針

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」及び「Fun to Share」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）※」の受験を社内で奨励しています。

2013年度現在、累計でパルコでは139名、パルコグループで316名の合格者を輩出しています。
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

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 Lighting（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。

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。
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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. 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。ページトップへ
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INPUT

引き続き、電気使用量の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化を推進していきます。

ガスの大部分は空調機設備の動力に使用しています。
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OUTPUT

2013年度CO2排出量の増加は、各電力会社によるCO2排出量算出換算係数（燃料比率により毎年変動）が、前年より上昇

したことが主な要因です。

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。

環境データ | 環境への取り組み | CSR | 株式会社パルコ 49


	11.20csr_report_2014_full.pdf
	01 Message
	02 Feature
	03 Incubation
	04 Cool Japan
	05 FFF
	06 Shibukaru
	07 nextnext
	08 Once a Month
	09 Asia Collection
	10 Asia Fashion Exchange
	11 Diversity
	12 Communication
	13 Policy
	14 Theme
	15 Next Generation
	16 Culture
	17 Community
	18 Environment
	19 Customer
	20 Tenant
	21 Credo
	22 IR
	23 Employee
	24 Safe
	25 Environment
	26 Policy
	27 Data




