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編集方針

本報告書は持続可能な社会の実現を目指すパルコグループの経済、社会、環境に関する取り組みと実績を、お客さまをはじめとした、事業にかかわるすべて

の皆さまに報告するものです。

2012年3月に制定した「パルコグループCSR基本方針」で定めたCSR重点テーマに基づいた構成としております。

報告させていただく取り組みと実績は、パルコグループが2015年3月から2016年6月までの期間におこなった事例です。

※ 記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ 人名・団体名・公共機関名などは、原則として敬称を略しています。

パルコグループ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。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。
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トップメッセージ

パルコグループは、先見的、独創的な「原点＝パルコらしさ」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。
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私はCSR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です。ここで言う先見的、

独創的な事業活動とは、パルコグループの社会的役割である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」という

3つの「原点=パルコらしさ」を時代の変化を捉えながら「進化」させることです。

そのためにはパルコグループ全社員が常に新しい発想を持って事業に取り組まなくてはなりません。社員の個性を最大

限に引き出し、水平コミュニケーションを通じ、多様な人材が、多様な働き方を通して、新しい発想を次々と生み出す

企業風土を創るため、2014年度より私がダイバーシティ推進委員会の委員長となり、スピード感を持って推進してい

ます。ワークライフマネジメントの社内浸透にむけては、休暇取得促進策の実施とともに時間制約のある社員が働きや

すい環境の整備を進めています。また、女性の活躍を推進するためにキャリア意識の向上のための外部研修への参加

や、社内研修の充実を図っています。

持続的な企業価値向上においては、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えています。2016年に「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」を定めました。この基本方針は、経営理念に基づき、お客さまやテナント、

株主/投資家などのステークホルダーに満足していただける価値を創造し提供していくことで、持続的な成長と中長期

的な企業価値の向上を実現するために、最良となる当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定め

たものです。また、2015年の「コーポレートガバナンス・コード」にも対応し、取り組みを進めることで持続的な企

業価値の向上を目指していきます。

これからも、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、2020年に向けた長期ビジョン

【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さまと一緒に時代を切り拓いていきたいと考えています。

株式会社パルコ

代表執行役社長
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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。
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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、企業活動に内包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、支持されることが、企業価値

を向上させることに結びつくととらえており、そのプロセスを次のように考えています。

パルコの経営理念 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス基本理念
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井上 肇（以下、Ｉ）：

パルコの原点を築いてきた渋谷PARCOの次の進化に向けて、これまで数々のパルコの広告を手がけてくださっている
クリエイティブディレクター箭内道彦さんとエンタテインメント事業部担当井上執行役にパルコのブランドプロデュー

スについてお話しいただきました。

パルコは、2011年より「原点進化」というスローガンを掲げています。パルコの原点と

は何か。「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」という大きな3つの柱が、パルコの根元に脈々と受け継が

れていて、それを今の時代に合わせて進化させようというのが「原点進化」の考え方です。

箭内 道彦（以下、Ｙ）：やっぱりパルコは独特ですよね。たぶんその3つをブランディングの柱に置いている企業はど

こを探してもないような気がします。ややもすると、投資に見合うリターンが返ってこないかもしれない。僕から見る

と、そのくらい遠い未来にボールを投げている行為に見えます。普通はもっと目に見える結果を求めがちだし、そうい

う姿勢とはやはり一線を画していますよね。

ひとりで「街づくり」はできない
Ｉ：渋谷PARCOがオープンした後、「人の流れが変わった」と言ってもらえるようになったことが、パルコにと って大
きかったと思います。街路灯に「VIA  PARCO=公園通り」と掲げたり、赤い電話ボックスを設置したり、そういうひと

つひとつが「街づくり」でした。

Ｙ：公共の名称を新しくできた商業施設が変えたというのは、実はすごいことですよね。パルコを公園と日本語にすり

替えてはいますが、パルコ通りということですから。
外の立場からパルコを見ると、やっぱり渋谷だったら渋谷の街をブランディングしていたんだと思います。街に影響を

与えながら、街の変化をパルコが吸収していましたよね。パルコ自身のブランディングと、渋谷の街が新しく面白く

なっていくということが、しっかりつながっていた。

Ｉ：自分たちだけでは「街づくり」はできないというのがパルコの考え方。例えば渋谷なら、PARCO劇場を続けていく

うちに東急文化村ができ、またシネクイントの後を追うようにたくさんのミニシアターができた。CLUB QUATTROを

はじめ、たくさんのライブハウスもあり、演劇に映画に音楽と、渋谷の街全体にカルチャーの空気が漂うようになって

いきました。競合相手が増えるという側面もありますが、パルコ単独じゃなくて、ほかの人たちも一緒にやってくこと

で、その街の文化活動が底上げされて面白くなっていく。それを歓迎している部分があったと思います。
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エンタテインメントと「情報発信」

Ｉ：パルコは元来「場」をつくってきた会社です。だから、エンタテインメント事業の核となるのはライブ感。その場
所に行くからこそ楽しめるものをつくるというのが、パルコがつくるエンタテインメントの特徴だと思います。例え

ば、PARCO劇場という「場」には、コメディもシリアスも落語もあり、それを40年間続けてきたことで、やっと

「PARCO劇場らしい演目だね」って言ってもらえるようになってきた。音楽にしても映画にしても、パルコとしてそう

いう「場」を持ち続けたいという思いがありますね。

Ｙ：多くの人は「場の中身」をつくることに興味がいくと思うんです。でもそうじゃなくて空っぽの器をつくり、あら
ゆるものを受け入れて、その中で何か新しいものが生まれる。その、器であればいいと腹を決めている姿勢が、パルコ

のオリジナリティなのだと思います。

Ｉ：「場」をつくり、そこで生まれたあらゆるものが、パルコのブランディングに貢献してくれているんだと思いま

す。広告として発信することだけが「情報発信」ではなくて、パルコの中にあるショップやそこに置かれている商品の
ひとつひとつ、そしてPARCO劇場や渋谷CLUB  QUATTRO、シネクイントなどを通じて提供してきたエンタテインメン

ト、それらが重なりあって、なんとなく“パルコらしさ”につながっています。

時代ごとの「インキュベーション」
Ｉ：柱のひとつの「インキュベーション」は、特に昔から力を入れている部分で、例えば若いファッションブランドが

パルコにテナント出店して人気を集めて店が増えていったり、新人俳優や演出家がPARCO劇場を通じて大きくなって

いったりと、たくさんの事例があります。

パルコを舞台に、新しい人が新しいものをつくっていく。それがパルコらしさだと思っています。

Ｙ：僕は大学浪人時代に、初めてパルコに出会っているのですが、それがパルコの主催したアートの公募展「日本グ

ラフィック展」でした。日比野克彦さんやタナカノリユキさんらが「日本グラフィック展」でデビューしていた時代

です。入選アーティストが、広告に起用され、それが次の仕事につながり、展覧会を開く。今思えば「インキ ュベー

ション」の現場を目の当たりにしていましたね。
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Ｉ：パルコの公募展は名前を変えながら続いていって、後々“アートの

甲子園”なんて呼ばれるようになるけど、当時から地下の駐車場に何千

人の若いアーティストたちが作品を持ち込んでいました。

Ｙ：そうそう。風呂敷だったりパネルバッグだったり、作品を持った

若い人が公園通りにぞろぞろしてるんですよ。ただ、それで渋谷

PARCOの売上が上がったかというと(まあ多少は上がったとは思うん

ですけど)、そうじゃない。公募展をきっかけにスターダムに乗った人

だったり、応募した人やその列を見ていた人の記憶だったりとか、何

十年経った後に有形無形の財産になっていくのが「インキュベーショ

ン」ということですよね。

箭内氏がパルコで初めて手がけた広告

広島PARCO新館開業ポスター

「MOTTO PARCO」(1994年)
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Ｉ： 10年代になって、「インキュベーション」として具体的に何をしようかと考えたとき、かつてのよう

な公募展じゃ駄目だと思った。それで生まれたのが「シブカル祭。」だったんです。若い才能を発掘して世に紹
介するという考え方は共通していますが、パルコという冠のもと、賞を与えるという形式は今の時代に相応しく

ないな、と。

Ｙ：若い人の気質が変わりましたよね。コンペに対してギラギラするのではなく、もっとフラットにつながった
りコラボレーションしたりすることを求める世代。そこをきちんとパルコが見極めたということだと思います。

時代に合った広告表現
Ｉ：箭内さんにはコーポレートキャンペーンをずっとお願いしていて、2011年、震災の年につくった「LOVE 

HUMAN.」のポスターも箭内さんにつくっていただきました。

Ｙ：震災後すぐに現地に入り、仙台 PARCOで働くみんなと館の前で

撮ったこの広告は、たぶん僕にとってもパルコにとっても、ターニング
ポイントになった作品じゃないかなと思っています。このとき、「日本
は大丈夫だ、頑張ろう」と呼びかけるような広告をつくれたことは自分
にとって大きな意味を持つことだったし、一方パルコにとっても舵取り
が変わる瞬間の作品になったと思います。広告だけじゃなくて、もっと
上のレベルでパルコのあり方、つまり「原点進化」を掲げていくことの
決意表明のような思いを感じました。

Ｙ：

震災直後仙台PARCOで働くスタッフと
ともに制作したポスター

「LOVE HUMAN.」(2011年)

かつての姿とはまた違う、時代に合った尖り方をパルコが選択し

たということですよね。

Ｉ：確かに、あのとき何か吹っ切れた感じはありました。かっこいい写
真にかっこいい言葉でつくられていた昔のパルコの広告とはまた違う、

新しいパルコの表現が生まれてきたと思った。
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Ｉ：

Ｉ：

広告と「インキュベーション」
Ｙ：パルコは広告の分野でも「インキュベーション」をしてきた会社だと思うんです。もちろん僕も、育ててもらった
うちのひとり。昔、勝手に「パルコさん、こんなCMをつくったらどうでしょう」という映像をつくって、宣伝部長宛に

手紙をそえてVHSテープを送りつけたことがあったんです。そしたらすぐに電話がかかってきて、「ものすごく感動し

ています」と言っていただいて......、その数年後にその方から連絡をもらい、正式に仕事を担当させてもらうことにな

りました。おそらく、こんなふうに、たくさんのクリエイターがパルコに育ててもらってきたんだと思います。

そんなことがあったんですか(笑)。

Ｙ：初めてパルコの広告を担当したときはまだ博報堂に在籍していたのですが、当時の宣伝部長さんが「うちの仕事を
すると、みんな独立するから」って、断言されていた。次のステージに上がるターニングポイントになるような仕事を
パルコはクリエイターに提供し続けていて、そしてそれを宣伝部長がはっきり自覚していたというのが印象的でした。

箭内さんには現在進行系で、渋谷PARCOの一時休業キャンペーン「Last Dance̲」も担当いただいています。

Ｙ：アートディレクターの井上嗣也さんを中心に「Last Dance̲」の広告をつくっていて、渋谷PARCOの区切りとな

る儀式をみんなで準備しているような、ちょっと不思議な感覚を覚えました。パルコに育ててもらった人たちが集まっ

てきて、一生懸命にご飯の用意をしたり受付をしたり花を飾ったりと、みんなで渋谷PARCOに感謝と敬意を表しなが

ら。「どこかで恩返ししたい、見出してもらったことをパルコが誇れる生き方をしたい」。パルコに「インキュベー

ション」をしてもらった側は、みんなそんな気持ちをどこかに持っているはずだと思います。

箭内 道彦

クリエイティブディレクター。

1964年福島県生まれ。

博報堂を経て、2003年『風とロック』を設立。パルコ「SPECIAL IN 

YOU.」「LOVE HUMAN.」「Last Dance̲」、タワーレコード「NO 

MUSIC, NO LIFE.」、リクルート「ゼクシィ」ほか数々の広告を手が

ける。東京藝術大学美術学部デザイン科准教授、「渋谷のラジオ

(FM87.6MHz)」理事長、「月刊 風とロック」発行人・編集長、福島県

クリエイティブディレクター、2011年紅白歌合戦に出場した猪苗代湖

ズのギタリストでもある。
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お客様

お客さまからいただいたご意見などをデータ
ベース化し、これらをもとにサービスの改善に
取り組んでいます。

ご出店テナント

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。

株主・投資家の皆さま

株主や投資家の皆さまに向けた、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。

従業員

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。

地域/社会

パルコでは来店されるお客さまの安心・安全を
守るため、さまざまな対応を図っています。

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さまから共感を得て、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。

CSR活動 ～４つの重点テーマ～

パルコグループは、「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、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。

パルコグループのCSR基本方針では、次世代の人材や才能を応援する「次世代の人材」、文化的で新しい価値の提供と

市場を創造する「文化」、街や地域の魅力向上に貢献する「地域」、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指す「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。

次世代 文化

地域 環境

環境への取り組み CSRレポート
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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全社で共有し、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、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するなど、積極的なWebの活
用をおこなうことで、お客様とのつながりをさらに進化させていきます。

トイレ・パウダールーム・授乳室の改善

お客さまのご意見を新しいトイレに反映させているほか、パウダールームの新設や改善、授乳室の設置などをおこなっ

ています。

仙台PARCO２　女性トイレ　アートワークを設置し木漏れ日を演出。
パウダーコーナーを充実させるなど、女性がくつろぐ癒しの空間に

仙台PARCO２　授乳室は明るくあたたかみのある雰囲気を演出

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

お客さま用の喫煙室を順次新設しています。

福岡PARCO新館と仙台PARCO２では、男女兼用の喫煙室に加え、女

性トイレ内に女性専用の喫煙室を設けています。

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。

仙台PARCO２　
女性専用の喫煙室は落ち着きのある空間

お客さま | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ 9



Webを活用した情報発信

お客さまとのコミュニケーションの一つとして、Webを活用

した情報発信を強化しています。

PARCO館内の情報をいち早く、魅力的に発信するために、ご

出店テナントの皆さまには「パルコショップブログ」をご活用

いただき、約3,000のテナントが来店を促進する情報発信をお
こなっています。

また、パルコショップブログに掲載した店頭商品をWeb上で
取り置き予約と通販注文できるサービス「カエルパルコ」や、

スマートフォンアプリケーション「POCKET PARCO（ポケッ

トパルコ）」を運用し、Webを通じてお客さまに24時間パル

コを楽しんでいただける環境づくりに取り組んでいます。

PARCOのポータルサイトでは、各店舗の情報や企業情報、

ニュースリリース、お知らせなどをタイムリーに公開していま

す。アクセス集中時にも快適にご利用いただけるよう改修した

り、見やすさ、使いやすさに配慮してリニュ ーアルするな

ど、利便性の向上に向けて、改善を続けています。

仙台PARCO2

デジタルサイネージを活用することで、情報のペーパーレス化を図っています。時間帯や季節を反映した豊かな演出と

ともに、館内のセールの情報などをいち早くお伝えします。

仙台PARCO２　４Ｆフロアマップ及び全館サイン。背景のビジュア

ルが朝・昼・夜と1日で変化するほか、季節感も演出

仙台PARCO２　レストランフロアのサイネージは、ブログと連動し

ていち早い情報を掲載

デジタルサイネージの活用
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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

ショップ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。

パルコは、ご出店いただいている約860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。

ICTを活用した接客力の向上や業務効率化への取り組み

パルコショップスタッフ向けのウェブサイト「SUTEKI 
LABO（ステキラボ）」では、集合研修に参加しなければ学
ぶことができなかった情報や、接客の見本となる動画など
を、スキマ時間を活用してパソコン・スマートフォンから閲
覧することができます。
また、パルコのオリジナルスマートフォンアプリ
「POCKET PARCO」にご登録いただいているお客様からア
プリを通して頂いた「ショップサービス評価（五段階評価・
コメント）」を、テナントスタッフの皆様に毎日お届けして
います。お客様からのお褒めのメッセージやご要望などをス
タッフの皆様で共有し、日々の業務の励みや売場の改善に繋
げていただいています。
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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。

ご出店テナント | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ 12
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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。
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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、による情報発信もおこなっています。

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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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促進の一環として、育児・介護と仕事の

両立支援に取り組んでいます。

2007年、2012年と2015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、2020年6月までの間を第4期「一般事業主行動計画」期間とし、「両立支

援制度の利用促進と雇用環境の整備、働き方の改善」の目標への対策として、

「働き方の見直しの推進」「育児（・介護）と仕事の両立支援制度の周知強化と

推進」を制定しています。

法令の基準を上回る制度

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

・育児休職

・復職部門希望制度

・育児時間（有給）

・育児・介護のための時短・休日選択制

・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」

従業員 | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ

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。 また、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。

人財育成の取り組み
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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。

2015年度実施研修

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）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

女性の活躍を推進

パルコグループは、事業基盤をより堅固なものとし、企業の発展につなげるためにダイバーシティ経営を推進していま
す。ダイバーシティ推進委員会では、多様な価値を認め合い、すべての社員が持てる能力を発揮し成長する機会を実感

できる社風の醸成に取り組んでいます。中でも、女性の活躍を推進することは重要な課題と捉え、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を図り、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（通称「女性活躍推進法」）への対応へも取り組んでいます。

株式会社パルコでは、女性の活躍を推進するために、様々な施策を講じていきます。女性の活躍への課題の解決につな

がるのは「労働時間の短縮＝有給休暇の取得推進」と「女性管理職比率の向上」と認識し、休暇取得の促進策の実施の

ほか、女性管理職候補者の育成や若手女性社員へのキャリア意識向上機会の提供、時間制約のある社員が働きやすい職

場の整備など、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に対応した行動計画を策定しました。 年次有給休

暇取得日数平均は2014年度の5日を2020年度までに10日を目指し、管理職に占める女性比率については、2015年度3

月時点での11％を2020年3月には20％以上への向上を目指し、取り組んでいきます。

従業員 | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ 16
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異業種合同企画への参加
仕事と女性のキャリア育成や、ワークライフバランスについ
て考える異業種合同企画などに積極的に参加し、情報共有を

おこなっています。

仕事と子育ての両立を目指す女性向け座談会

在宅ワークの支援
育児などの事由で時間に制約がある社員に向けて、在宅ワ ー

クにむけた事務所環境と連動できるシステムの提供や勤務時間
の効率的な活用の促進をおこなっています。

モバイルワーク活用に向けたシステム説明会

従業員 | 基本活動 | CSR | 株式会社パルコ 17



2016年2月18日

株式会社パルコ

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（通称「女性活躍推進法」）に基づき、行動計画を以下

の通り策定しました。

(1)計画期間

2016年4月1日～2021年2月28日

(2)数値目標と取組目標

【1】2020年度：年間の有給休暇取得日数平均10日（2015年2月時点 5日）＜具

体的取組目標＞

・年間120日の定休日消化の徹底をするべく、年2回8日以上の連続休暇取得 ・時

間に縛られない働き方ができる、フレックスタイム制を全社導入

・ノー残業デイの継続実施

・時間や場所の制約を受けない働き方ができるモバイルワークの拡大

【2】2020年3月：管理職に占める女性比率20％以上（2015年3月時点 11.1％）

＜具体的取組目標＞

・女性管理職候補者を選抜し育成を行う、また若手女性社員に対してもキャリア意識向上に繋がる機会を積極的に提供

・時間制約のある社員の働く機会の拡大（ex.即日利用しやすいベビーシッターの利用支援、育児時短期間の延長など）

以上
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安全・安心への取り組み

パルコでは来店されるお客さまの安心・安全を守るため、さまざまな対応を図っています。

「生活の安全」への取り組み

PARCOに出店している飲食店、食料品店は、それぞれ厳重な

衛生管理をおこなっています。さらにパルコでは、独自に衛

生検査を定期的におこない、厨房の衛生状態や食品・食材の

保管状況を点検しています。また、レストランメニューの適
正表示、原材料やアレルギー物質、消費期限などの表示につ

いても、随時確認をしています。

第三者機関による厨房衛生検査の様子

「売場の安全」への取り組み

PARCOの売場にあるショーウィンドウなど多数のガラス面に

は、万が一に備えて「飛散防止フィルム」が貼られていま

す。また、大型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、日々訓練をおこなって

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、ショッ

プスタッフの皆様に対しても、的確な初期消火ができるよう

消火器の使用法などを指導しています。緊急時には迅速な対

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。

さらに、迷惑行為者の事例共有などのため、防犯講習会を定

期的に開催し、防犯活動にも積極的に取り組んでいます。

消防訓練の様子

防犯講習会の様子
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「生命の安全」への取り組み

お客さまの怪我や急な発病に備え、PARCO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、操作訓練も受けています。

消防訓練の様子

パルコグループのBCP（事業継続計画）※

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、大規模災害発生時などに起こりうるさまざまなリスクを未

然に防ぐ、また最小化するための手順を定めています。

パルコでは、「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

訂しました。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、毎年定期的にBCP訓練を実施しています。名古屋

PARCOでは、自然災害時における水の供給対策を目的として、

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。 

※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。

名古屋PARCO　地下水ろ過システム
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次世代 ～次世代の人材や才能を応援

ミツカルストアが香港で期間限定ショップを開催
2016年9月6日～2016年9月25日

パルコが運営するセレクトショップ「Meetscal Store」（ミツカ

ルストア）が、香港を代表するクリエイティブ施設「PMQ」で期

間限定ショップ「Meetscal Store by PARCO POP UP SHOP in

PMQ」を、2016年9月6日から25日まで開催しました。

今回の取り組みでは、若手クリエイターやデザイナーの情報発信

を強化している香港のクリエイティブ施設であるPMQと連携し、

日本のクリエイターに海外での展示・販売機会を提供しました。

「新しくクリエイティブな才能をサポートし、情報発信をする」

というテーマをもつPMQと、インキュベーションを体現しつづけ

てきたパルコの想いが合致したことから、今回の企画が実現しま

した。

8月26日に青山にオープンした「BY PARCO shop & gallery」

（バイパルコショップアンドギャラリー）で

は、PMQで活動する香港の若手クリエイターの作品を展示・販売

する予定です。

今後も、PMQとパルコが持つネットワークを活用しながら、互い

のマーケットでの認知を拡大することで、国内外への情報発信力

を強化していきます。
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広島CLUB QUATTROでは、広島の音楽シーンをさらに盛り上
げるため、才能ある若手ミュージシャンの発掘に力を入れてい

ます。
その一環として、島村楽器広島パルコ店、タワーレコード広島

店と合同でライブイベント「SIGNAL」を開催しました。
「SIGNAL」は、バンドやシンガーソングライター、DJなど、
様々なスタイルで精力的に活動する魅力あふれる広島若手
ミュージシャンを募り、パルコ・島村楽器・タワーレコードが
厳選して紹介するライブイベントです。 2015年8月に初めて開
催し、今回で3回目です。
当日は、高校生バンドを含む4組のミュージシャンがステージに
上がり、200人以上のお客様の前で熱い演奏を披露しました。
次回「SIGNAL」の開催は2016年8月1日を予定しています。
広島CLUB QUATTROは、今後もこのような地域と連携した合
同ライブなどに取り組んでいきます。

【広島CLUB QUATTRO】若手ミュージシャンを紹介するライブイベントを開催
2016年4月1日
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Asia Fashion Collection ニューヨークステージを開催
2016年2月14日（日）

デザイナー　前列左から星拓真、熊谷渓、イーホン・チャ
ン（台湾）、イム・オリョン（韓国）、カート・ホー（香
港）、相馬慎平

上段左からKEI KUMATANI、ZOKUZOKUB、 Chungpepe 
下段左から（A）crypsis、Shinpei SOMA、KURT HO

「Asia Fashion Collection -Global Incubation Project」（以下

AFC）は、当社とバンタンデザイン研究所を運営する株式会社バン

タンが共同で実施している、アジアの若手ファッションデザイナー

を発掘し応援するプロジェクトです。

AFCでは、ニューヨークコレクションでのランウェイデビューをか

けたショー形式のコンペティションでデザイナーを選出し、事業成

長の機会を提供しています。

当社は2016年2月14日（日）にAFCのニューヨークステージを開催

しました。ステージでは、2015年8月に韓国・台湾・香港で選出さ

れた3組、および2015年10月に開催した東京ステージを勝ち抜いた

3組、計6組のデザイナーが作品を披露しました。

『KEI KUMATANI（ケイクマタニ）』熊谷渓（バンタンデザイ

ン研究所・大阪）

『Shinpei SOMA（シンペイソウマ）』相馬慎平（バンタンデザ

イン研究所・東京）

『ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）』星拓真（バンタンデザイン研究

所・東京）

『Chungpepe（チョンペペ）』イム・オリョン（韓国）

『(A)crypsis(エイ・クライプシス)』イーホン・チャン、ジーチ

ン・シン （台湾）

『KURT HO（カート・ホー）』 カート・ホー（香港）

会場には、世界中から約500名のプレスやバイヤーなどが集まり

ました。

ショー終了後は大きな拍手が起こり、デザイナーへの取材が相次

ぐなど盛況となりました。

6組のデザイナーは、2016年3月5日（土）～3月11日（金）に、
渋谷PARCOで作品の展示を行いました。
4月には台湾最大規模のファッション総合展示会「タイペイ・イ
ン・スタイル」での作品展示とランウェイショ ーを実施します。
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8月

3月

2月

新しい才能の発見と応援をすることによって、新たな価値の創出に取り組んでいます。

パルコは創業より、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

や応援をしてきました。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、事業成長の機会

を提供をしています。

また、コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」を掲げ、このようなインキュベーションの積極的な活動

を発信しています。

2016
COCONOGACCO×CENTRAL SAINT MARTINS COLLABORATION PROJECT　SUMMER 

COURSE

セントラルマーチンズ美術大学ファッション学科とここのがっこうがコラボレーションし、実施した

1週間のサマーコースを支援

東京ニューエイジの東京コレクションでのランウェイショーの支援

アジアの若手デザイナーを支援するAsia Fashion Collection(3回目)のNYコレクションでのラン

ウェイショーの実施
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10月

2015
東京ニューエイジの東京コレクションでのランウェイショーの支援

Asia Fashion Collection(3回目)の東京コレクションでのランウェイショーの実施「DANCE DANCE 

ASIA―Crossing the Movements」ストリートダンスを通じたアジアの文化交流をスタート

女性クリエイターたちによるカルチャーイベント「シブカル祭。」を実施

 渋谷PARCO「シブカル祭。」(5回目)

地方で活躍するクリエイターの表現の場を提供

 福岡PARCO「天神ラボ」(4回目)

 名古屋PARCO「ナゴパル文化祭」(3回目)
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6月

3月

2月

渋谷PARCOの場所を提供し、若手デザイナー集団東京ニューエイジの活動を支援

「シブカル祭。」をタイのバンコクで実施。現地の若手クリエイターたちとの文化交流を実現

パルコミュージアムで 絶・絶命展を実施

Asia Fashion Collection(2回目)のNYコレクションでのランウェイショーの実施

BOOSTERを活用し若手デザイナーのランウェイショーを支援

2014

12月

10月

クラウドファンディング・サービス「BOOSTER」スタート

Asia Fashion Collection(2回目)の東京コレクションでのランウェイショーの実施

「シブカル祭。」(4回目)「天神ラボ」(3回目)/「ナゴパル文化祭」(2回目)を実施
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9月

5月

2月

若手デザイナーアンリアレイジの「A REAL UN REAL AGE」パリ巡回展を支援

シンガポールで行われたファッションイベント「Asia Fashion Exchange」に参加。国内の気

鋭のデザイナーを招聘

Asia Fashion Collection(1回目)のNYコレクションでのランウェイショーの実施

11月

10月

2013
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

パルコミュージアムで絶命展を実施毎日ファッション大賞を受賞

「シブカル祭。」(3回目)を実施

Asia Fashion Collection(1回目)の東京コレクションでのランウェイショーの実施

福岡PARCO「天神ラボ」(2回目)地元福岡で活動するクリエイターの表現の場を提供

名古屋PARCO「ナゴパル文化祭」(パルコの庭)地元東海エリアで活動するクリエイターの表現の場

を提供

5月 「ASIA FASHION EXCHANGE」のランウェイファッションショーに国内商業施設として初めて参

加し「FIGHT FASHION FUND by PARCO」のデザイナーを招聘

2月 HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE
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10月

9月

2012
「シブカル祭。」(2回目)を実施

福岡PARCO「天神ラボ」(1回目)を実施

世界と地場産のモノづくりを見つけ紹介する自主編集ショップ「MEETS CAL ストア by once

A month」を渋谷PARCOでスタート

2011

11月

10月

新しいファッションを応援するファンド「FIGHT FASHION FUND by PARCO」実施

「シブカル祭。」（１回目）を実施

3月 PARCO next NEXTスタート

自主編集ショップ「once A month」を福岡PARCOでスタート
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数々の実験的な取り組みをおこない、ファッションの

楽しさを伝える日本の若手デザイナー「東京ニューエ

イジ」の東京コレクションでのファッションショー実

現の支援をおこないました。

また、事業成長支援として渋谷PARCOで期間限定シ

ョップをおこない、お客さまとのコミュニケーション

を通じてクリエイティブやビジネスを学ぶ機会を提供

しました。
渋谷PARCOでは期間限定ショップを定期的に行い、顧客ニー
ズを把握し、次の商品開発を思考する場を提供

DANCE DANCE ASIA ‒Crossing the Movements」

は、ストリートダンスを通じて国際交流を図るプロジ 

ェクトで、日本を含む東南アジアの国々で実施してい

ます。

「DDAは、世界の若者の共通言語であるストリート

ダンスをキーワードに、舞台公演やワークショップを

通して日本とアジアをつなぐことがテーマです。 

2015年度は、世界で活躍する延べ21の日本のダンス

グループをフィリピン、マレーシア、ベトナム、タ

イ、インドネシア、カンボジア、ラオスの7か国に派

遣しました。また2015年10月には、15の日本人グル

ープに加え、フィリピン・ベトナム・タイからもスト

リートダンスのグループを招いて、東京で5日間の公演

を行いました。

バンコク公演にて、東京ゲゲゲイのステージにタイの子供たち
30名が参加 
© Tadamasa Iguchi / DDA

東京ニューエイジ東京コレクションでのランウェイショーの支援

DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements 
2015年10月28日(水)~11月1日(日)
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NYデビューを果たした「old honey（オールドハニー）」
「ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）」

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

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。

Asia Fashion Collection -Global Incubation Project 
2013年10月よりスタート

「Asia Fashion Collection -Global Incubation 

Project」はアジアの若手ファッションデザイナーを発

掘し応援するプロジェクトです。ニューヨークコレク

ションでのランウェイデビューをかけたショー形式の

コンペティションでデザイナーを選出し、事業成長の

機会を提供しています。

これまでに3回実施し、コレクションデビューを果た

したデザイナーの次なる支援としてパルコのクラウド

ファンディング「BOOSTER」を活用し、若手デザイ

ナーたちの共同アトリエを立ち上げるなど支援の拡大

を行っています。

シブカル祭。
2010年9月よりスタート

2015年6月にはタイ・バンコクでイベントを開催し、現地の
クリエイター達と文化交流を実施

チャーで盛り上げています。

同様に福岡PARCO、名古屋PARCOでは地元で活躍す
る若手クリエイターが参加するカルチャーイベントを

開催しています。
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2014年度よりクリエイティブ・コンテンツ領域全般

におけるプロジェクトの実現をサポートし、生活者個

人の皆さまと一緒にイノベーティヴな挑戦を世の中に

送り出す仕組みとして、クラウドファンディング・サ

ービス「BOOSTER」をスタートしました。

「インキュベーション（＝新しい才能の発見と応

援）」を掲げてきたパルコは、「BOOSTER」を通じ

て、想いや才能を持った個人がチャレンジし続ける社

会が実現し、イノベーションが次々と沸き起こる世の

中を多くの人と一緒に創りたいと考えています。

クラウドソーシングを活用したIT×シューズメーカー
「ROOY」の日本進出プロジェクトは開始直後に目標を達成
し、渋谷PARCOで1号店を立ち上げ順調に事業拡大をしていま
す。

クラウドファンディング・サービス
「BOOSTER（ブースター）」によるクリエイターの成長支援

クリエイ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。

Meetscal ストア 2010年よりスタート

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。

現在は池袋PARCOと福岡PARCOにMeetscalストア

by once A month、青山路面店にMeetscalストアの

複合ショップby PARCOを出店しており、オリジナル

商品の一部は卸販売をしています。
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日本ファッションの次世代を担うブランドのひとつで

ある「ANREALAGE（アンリアレイジ）」のパリ進出

に向け、パリコレクションランウェイショー、渋谷

PARCOでおこなった展覧会『A REAL UN REAL

AGE』のパリ巡回展の支援をおこないました。また、

渋谷PARCOでは期間限定ショップの展開やパルコの

自主編集ショップでのオリジナル企画商品の販売な

ど、幅広い取り組みへと発展しています。

「A REAL UN REAL AGE」パリ巡回展
2014年9月22日～10月2日

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」に参加し、

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。

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、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。

Asia Fashion Exchange 
2014年5月12日～18日
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HELLO, SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE

「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。

HELLO, SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE 2013年2月15日～3月10日

日本の若手デザイナー、クリエイターたちによる商品

の展示・販売だけではなく、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

し、コラボレーション作品や、商品開発にも取り組み

ました。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）

FIGHT FASHION FUND by PARCO 2011年～2014年

次世代を担う才能を持っていながら、十分な資金や顧

客、ビジネスパートナー、事業機会などを持たないフ 

ァッション事業者の事業成長支援を実現し、ジャパ

ン・ブランド、ジャパン・ファッションの活性化を目

指すため、1口3万円の「小額出資」と「仲間づくり

（ファンづくり）」を通じて、次世代を担うファッシ

ョンデザイナーの事業成長を応援するファンクラブ型

の出資スキーム、「FIGHT FASHION FUND by

PARCO」を立ち上げました。

これまでに2ブランドの事業成長支援の募集を行い、共

に大きな成果を得ることができました。
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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。

PARCO next NEXT
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文化 ～文化的で新しい価値の提供と市場創造

【名古屋PARCO】新たなインキュベーションスペースが誕生
名古屋PARCO 

2015年10月

「SHOW STAGE」では期間限定のイベントやショップを
続々と展開します

SHOW STAGEオープニングイベント「minneの手作りマー
ケット」

名古屋PARCO では、2015年10月10日（土）から新たなインキュベーションスペース「SHOW STAGE」を運営して

います！

「SHOW STAGE」は、観ている人を楽しませる舞台（ステージ）をイメージし、様々な場面やシーンを演出したイベ

ントやショップを展開するスペースです。

名古屋PARCOでは、2014年10月から東館地下1階フロアで、インキュベーションスペース「SHOW PLATE」を運営し

ています。
「SHOW PLATE」では、地元東海エリアを中心に活動するクリエイターや、実店舗を持たずイベントやインタ ーネッ

ト上のみで販売を行っている出店者、また「エシカル※」をテーマに活動している企業や団体などを発掘・応援すると

いうコンセプトのもと、旬なイベントや注目ショップを期間限定で展開しています。

2015年9月には、情報発信・インキュベーションを強化するべく、「SHOW PLATE」を3拠点に増やしました。

今回新設した「SHOW STAGE」は、お客様からの注目を集めやすい名古屋PARCO西館1階正面入り口前に拠点を設け

ました。
「SHOW PLATE」のコンセプトを活かしながら、今までのインキュベートスペースでは表現しきれなかった、ファッ

ションやブランドの世界観を伝えるイベントを続々と開催していきます。

※エシカル……「倫理的」「道徳上」という意味。環境や社会に配慮すること。
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実習の様子三郷市立瑞木小学校六年生の皆さんとオリヴィエシェフ

& écléのオリヴィエシェフが「味覚の授業®」に講師として参加しました
2015年10月20日（水）

「五味」を味わう料理が完成！

2015年10月20日（水）、パルコが運営するネオビストロ
「& éclé（アンドエクレ）」のシェフ、オリヴィエ　ロドリ
ゲス氏が、三郷市立瑞木小学校で行われた「味覚の授業®」

に講師として参加しました。

「味覚の授業®」は、「味覚の一週間」実行委員会が主催す

る体験型授業です。フランスで始まり、日本では今年で5年

目を迎えました。

授業では、味の基本となる4つの要素、塩味、酸味、苦味、
甘味に日本特有の旨味を加えた「五味」について、五感を活

用しながら子供達と大人が一緒に学びます。

オリヴィエシェフの授業では、食事の楽しさや食材について

の食育と実習を行いました。

実習では、オリヴィエシェフがこの日のために考案した、1

つのカップに5種類の食材を重ねた五味を味わえる料理を、

生徒と保護者の皆さんと一緒に作りました。

生徒の皆さんは、完成した料理の見た目と味の違いに驚きな

がら「五味」を楽しく味わいました。
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バンコク公演にて、東京ゲゲゲイのステージにタイの子供た
ち30名が参加 © Tadamasa Iguchi / DDA

東京公演　左上から時計回りにタイムマシーン、梅棒、シッキ
ン、東京ゲゲゲイ　© Tadamasa Iguchi / DDA

当社は、2015年10月28日（水）から11月1日（日）までの5日間、世田谷パブリックシアターで、日本と東南
アジアを代表するストリートダンサーが出演する「DANCE DANCE ASIA」の東京公演を開催しました。

当社は、2014年から日本と海外の若手アーティストの文化交流や育成を目的とした専門機関「国際交流基金ア

ジアセンタ ー」と連携し、ストリートダンスを通じたアジアの文化交流や、ストリートダンス文化の活性化に

取り組んでいます。

ストリートダンスを通じた文化交流「DANCE DANCE ASIA ‒Crossing the

Movements」
2015年10月28日～11月1日

2015年1月から3月にかけては「DANCE DANCE ASIA Vol. 01」と題し、2015年1月から3月にフィリピン、

マレーシア、ベトナム、タイに、さらに8月にはインドネシアに日本を代表するグループのべ12組を派遣して公

演やワークショップを開催し、好評を博しました。

今回開催した東京公演では、計5日間6公演を開催しました。

日本を代表する話題のグループだけでなく、フィリピン、ベトナム、タイから招聘した3グループ、オーディショ

ンで選抜された日本の若手3グループも含む計18グループがパフォーマンスを披露し、大盛況となりました。

また、11月22日（日）・23日（月・祝）には、渋谷を拠点にした国内最大規模のストリートダンスの祭典

「Shibuya StreetDance Week 2015」を開催します。

世界最高水準のダンサーたちによる特別舞台公演、体験型イベント、長谷部健渋谷区長や世界的に活躍するダン

サーをはじめとしたさまざまな分野の表現者によるパネルディスカッションなどを実施する予定です。

イベントを通じてストリートダンスで街を盛り上げ、渋谷から世界へ良質なエンタテインメントを発信していき

ます。
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■DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements

2015年10月28日（水）～11月1日（日）

【会場】 世田谷パブリックシアター

DANCE　DANCE ASIA　ウェブサイト

■Shibuya StreetDance Week 2015

2015年11月22日（日）・23日（月・祝）

【会場】

22日（日）：代々木公園（野外ステージ・ケヤキ並木・イベント広場）、HARLEM

23日（月）：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール
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地域 ～街や地域の魅力向上に貢献

熊本PARCO チャリティーイベントを開催
2016年5月7日・8日

Samantha Thavasa　店頭の様子

熊本PARCOでは、2016年5月7日（土）・8日（日）の二日間、「HOPE FOR KUMAMOTO by PARCO & 

Samantha Thavasa Group」と題したチャリティーイベントを開催しました。

イベントでは、サマンサタバサグループのバッグ・小物・洋服などからお一人につき2点を各日700名様に無料

進呈しました。

他商業施設に勤務するサマンサタバサのスタッフもイベントに駆けつけ、活気のある売場で、いきいきと接客を

していただきました。
熊本地震で被災した熊本の方々に、少しでも笑顔と元気をお届けしたいという思いから行われたこのイベント

に、お客様からは大変お喜びの声をいただきました。

多くのお客様で賑わう熊本PARCO入口
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「熊本地震」災害義援金の寄付および募金活動について
2016年4月21日

このたびの平成28年熊本地震での被災者の方々には心からお見舞い申し上げますとともに、普段通りの生活が少しでも

早く訪れますよう願っております。
当社は、熊本地震の発生をうけ、被災地復興のために義援金の寄付を決定しました。

また、全国のパルコにて募金活動を開始いたしました。

＜義援金の寄付について＞

寄付日　　2016年4月21日

寄付窓口　熊本県

寄付金額　1,000万円

＜募金活動について＞

「平成28年熊本地震災害義援金」
実施期間

2016年4月15日より順次開始し、6月15日まで

実施店舗

熊本パルコを除く全国パルコ18店舗
（札幌、仙台、宇都宮、浦和、新所沢、池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘、千葉、津田沼、静岡、名古屋、松

本、大津、広島、福岡）

募金箱設置場所
各パルコ インフォメーションカウンター
※インフォメーションのない松本パルコは1階伊勢町側入口、千葉パルコは1階公園側入口そばに設置しています。

※お預かりした募金は、被災された皆様の支援にお役立ていただくため日本赤十字社を通じて寄付いたします。

【名古屋PARCO】地域の清掃活動に当社スタッフが参加
2016年3月15日

2016年3月15日、名古屋市栄地区の清掃活動「栄・久屋クリーン
アップ大作戦」に、名古屋PARCOのスタッフが9名参加しました。

「栄・久屋クリーンアップ大作戦」は、名古屋市栄地区の主要事業

者が参加するNPO法人「久屋大通発展会」が15年以上前から年二

回、定期的に実施している清掃活動です。
当社も昨年から、久屋大通発展会の一員として活動に参加していま

す。

名古屋PARCOは今後も地域の活動に積極的に参加し、名古屋栄地

区エリアの活性化に貢献していきます。
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環境 ～環境負荷の少ない商業空間の創造

札幌PARCOにコジェネレーションシステムを導入
2015年11月26日

札幌PARCO

当社は、PARCO館内の適切な温度管理や、パルコグループで総合

空間事業を担うパルコスペースシステムズと連動した各ショップの
省エネ診断・省エネサポートなどを通し、二酸化炭素排出量の削減

に取り組んでいます。取り組みの一環として、札幌PARCOでは、

ガスを使った発電機で電力を生み出しながら排熱を給湯や冷暖房に

利用する、コジェネレーションシステムを導入しました。これによ

り、ガスを効率よく使用し、エネルギーの使用量を低減することが

できます。

現在、コジェネレーションシステムは、浦和PARCO、名古屋
PARCOにも導入されています。

【調布PARCO】優良防火対象物として認定
調布PARCO

2015年11月13日（金）

調布PARCO

2015年11月13日（金）、調布PARCOは優良防火対象物として調
布消防署に認定され、優良防火対象物認定証（優マーク）を授与
されました。

優良防火対象物とは、平成18年10月から運用が始まった「優良防
火対象物認定表示制度」 に基づき、消防署の審査及び検査の結
果、防火安全性の高い優良な防火対象物として認められたものを
いいます。

調布PARCOでは2015年3月から「全館クリーンキャンペーン」を
実施し、倉庫や非常階段の整理整頓などの防火安全対策に積極的
に取り組んできました。
その結果、法令基準を上回る高い安全性を継続的に備えている建
物として、東京消防庁　調布消防署長から優良防火対象物として
認定されました。

調布PARCOは、今後もお客様やテナントスタッフの皆さんの安
心・安全を守るため、継続して館内の環境維持に努めていきます。
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田んぼ3枚の稲を収穫

里山再生フィールドワークに参加しました

手作業で稲刈りを体験

当社はCSR活動の一つとして、2014年度から一橋大学大学院　国際企業戦略研究科国際経営戦略コース「グロー

バルシチズンシップクラス」と協業しています。

グローバルシチズンシップクラスは、将来グローバルビジネスのリーダーとして期待される人材が経済課題と社会

課題双方の解決を学ぶクラスです。

今回は、環境再生を通じて地域独自の新しいビジネスモデルを考案するための体験学習「里山再生フィールドワー
ク」の一環として、2015年5月に田植えをしたお米を収穫する稲刈りを行いました。

フィールドワークを通じて、当社社員も多様性に触れながら社会・環境課題について考える機会となりました。
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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。
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ライトダウンキャンペーンへの参加

2016年6月22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、 PARCO全店

で参加をしました。

ライトダウンキャンペーンは毎年夏至（6月21日頃）とク ー

ルアースデー（7月7日）に開催されており、PARCO各店で

も、屋上照明や看板照明などを一斉に消灯しています。
調布PARCO　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PARCO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。

PARCOは全店舗クールシェア・ウォームシェアスポットとし

て登録されています。

Fun to Shareへの企業登録

「Fun to Share」とは、2014年3月に環境省が開始した企業

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す。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

登録を行い環境取り組みを宣言いたしました。
Fun to Share　ロゴマーク

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年以降PARCO各店の共用部において、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。

また、各ショップ区画においても、改装などのタイミングで
着実にLEDの導入を進めていただいています。

LED化した店内共用通路
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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。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い、省エネルギー化に取り組むことで、

電力使用量を削減し、CO2排出量の削減を進めています。

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、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」を調達してい

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

に積極的に取り組んでいます。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など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。
浦和PARCO 廃棄物計量器
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施設・設備・運用面での取り組み

中水設備

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ディスクなど社内事務用品の
一部はグリーン購入法に対応したものを購入しています。
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、CO2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ています。

また、複合機から出力する際に社員番号を入力し、印刷のミスを防ぐシステムや、社内手続き書類や掲示文書などのオ

ンライン化など、ペーパーレスシステムを構築し、コピー用紙使用量の削減に努めています。

ペットボトルキャップの回収

NPO法人「Reライフスタイル」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、利益をワクチン募金と

して国際支援団体「NPO法人　世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しています。

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

り組むとともに、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います。

また、井戸設備による地下水の汲み上げや、湧水・中水・雨

水を清掃し、トイレ排水などへの再利用にも取組んでいま

す。 名古屋PARCO 、浦和PARCO、札幌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。

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、クールビズおよび

ウォームビズを実施しています。

2014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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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。
2015年度末現在、累計でパルコでは174名、パルコグループで362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】調布エコ・オフィスゴールドランク認定

調布PARCOは「調布エコ・オフィス」ゴールドランクに認定されています。「調布エコ・オフィス」は地球に優しい事
業所づくりを応援するための調布市による認定制度です。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」として認定、表彰されました。この認定制度は、東京都武蔵野市が事

業系廃棄物の減量を促進するため、雑誌、生ゴミの資源化などで一定基準に適合した事業者を表彰、認定するものです。

環境への取り組み | CSR | 株式会社パルコ 47



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。P’es 

Lightingを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
パルコスペースシステムズでは売場それぞれの特性を考慮した照明計画をおこなうとともに、ショップを含めた照明面

での設計管理をおこなうことで、施設全体の環境のイメージを統一し、お客さまにとって心地よい商環境構築の提案を

おこなっています。

最新LEDの比較検証会実施

パルコスペースシステムズでは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、

メーカーなどと協力し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、様々な照明器具の性
能および省エネ効果を検証しています。

環境配慮型商業施設への取り組み

「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

います。

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す。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。
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INPUT

2015年度のガス使用量の増加は空調のGHP※、ガスコージェネレーションなどの導入によるもので

す。それにより電気使用量が削減され単位あたりのエネルギー使用量の削減を図っています。
※GHP（ガスヒートポンプ）は、室外機の圧縮機をガスエンジン駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行なう空調シ

ステムです。

環境データ | 環境への取り組み | CSR | 株式会社パルコ 49



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。

2014年度の排水量の増加は、一部店舗において湧水が増加したことによります。

既存店前年比については、前年同月に営業実績のある店（ビル）の合計値です。 

2011年度 心斎橋PARCO閉店

2014年度 福岡PARCO新館開業

2015年度 名古屋PARCO midi開業、福岡PARCO本館増床

を除き算出しています。

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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