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A.　2017年の小売業界は、株高による富裕層の高額消費や訪日外国人客による消費回復が見られ都市
部の百貨店など一部好調な施設はあったものの、地方・郊外では店舗の閉店が相次ぐなど厳しい消費 
環境は依然として続いています。各業界とも衣料品の苦戦が続くなか、百貨店が3年ぶり、ショッピング
センターが2年ぶりに前年実績を上回りました。百貨店は、化粧品がインバウンド需要を取り込み、
インバウンド売上が過去最高を更新しました。ショッピングセンターは、婦人服が苦戦するも、飲食・雑貨・
サービスが好調に推移しました。しかしながら、いずれの業界も地方では、前年を下回っており、都市部
と地方間での二極化が顕著となった年になりました。一方でEC市場は、スマートフォンを介した個人間
取引が浸透し活発な動きが見られ、引き続き拡大しています。
　消費動向の変化については、モノやサービスを他の人と共有する「シェアリングエコノミー」の認知度が 
高まり、若い世代を中心に拡大しています。衣服・バック・時計などファッションレンタルに代表される 
「モノのシェア」、オフィス・会議室などの「スペースのシェア」、車・自転車などの「交通手段のシェア」など
シェアリングサービスが多岐にわたるようになっています。また、インスタグラムなどSNS活用の広がり
により「フォトジェニック（写真映え）」消費が一般化するとともに、働く女性の増加により自分磨きや自己
投資など、自己表現の場としても活用され、旅行、健康、趣味など体験・体感型消費へと拡大しています。
一方でモノに対する価値観も変化しており、従来のブランド価値からソーシャル消費へ関心が高まり、 
オーガニック、エコ、ハンドメイドなど価値観が多様化してきています。また、スマートフォンの普及により、
個人がリアルとネットを使い分けるなど境界線がなくなりつつあり、リアル店舗のEC比率増加に対して、
EC業態がリアル店舗に参入する動きも活発化しています。
　このようなリスクと機会が混在している中で、当社グループには持続的に成長していくための強みが
あります。1つ目は、継続的に商業施設の魅力を維持するための、調査・立案から、テナント編集・演出、
宣伝、販促、改装までトータルにプロデュースするグループの総合力。2つ目は、当社独自の考え方で
あるイコールパートナー主義です。これは「テナントはともに成長していくためのパートナーである」とい
う認識のもと、お互いの価値観を共有し成長・発展していく考え方であり、出店契約についてもお互いが
メリットを享受できる収益構造を構築しています。また、出店テナントで構成されるパルコ会を組織し、 
テナントとのリレーションをより強化し、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んでい
ます。こうした強みを活かして、中期経営計画（2017年度～2021年度）の戦術を着実に実行することで、
当社独自の提供価値を拡大していくことが重要であると考えています。

 
経営環境の変化をどのように捉え、対応されていきますか。1Q

当社独自の提供価値を拡大していくことが重要

（%）

小売業態別売上高前年度比推移（既存店）
（兆円）

EC市場規模の推移

  ショッピングセンター　     百貨店　     チェーンストア
一般社団法人 日本ショッピングセンター、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会より引用

経済産業省 電子商取引に関する市場調査より引用

Strategy

出店テナントで構成されるパルコ会の2018年度
定時総会の様子　
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A.　当社グループは、このような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、2014年度に
掲げたパルコグループ長期ビジョン「都市マーケットで活躍する企業集団の実現」に向けて、「3つの事業戦略」
に基づく、中期経営計画（2017年度～2021年度）を策定し、3つの戦術「ストアブランド進化」「商業不動産
プロデュース推進」「ソフトコンテンツ拡大」に取り組んでいます。
　そして3つの戦術推進に向け「4つの方向性」を定義し、取り組みを推進することで、都市生活を楽しみた
い消費者、都市で活躍する事業主の多様化するニーズに対し、私たちは店舗事業を含めたグループ全事業
を通じて、「心の豊かさ」「新しい刺激」「充足感」など当社独自の価値提供による「都市成熟への貢献」をお
こないます。その実現に向け、事業ブラッシュアップ・事業領域拡大により、当社グループの存在価値向上
＝事業ポートフォリオ変革を実現します。

パルコグループ長期ビジョンと中期経営計画 
（2017年度～2021年度）の概要についてお聞かせください。2Q

都市マーケットで活躍する企業集団の実現を目指す

社長インタビュー

〈～2013年度〉
店舗事業安定化 & 新しい事業の芽

〈第一期：2014年度～2016年度〉
成長戦略の具体的実行

〈第二期：2017年度～2021年度〉
事業ポートフォリオ変革

既存店舗事業

開発事業

関連事業

既存店舗事業進化

開発事業推進

関連事業拡大・新規事業創造

既存店舗事業進化

開発事業推進

関連事業拡大・新規事業創造

3つの事業戦略

3つの戦術

ストアブランド進化
商業不動産プロデュース推進
ソフトコンテンツ拡大

4つの方向性

パルコグループ長期ビジョン
都市マーケットで活躍する企業集団の実現

中期経営計画（2017年度～2021年度）
都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

『都市の24時間をデザインするパイオニア集団』 『都市の成熟をクリエイトする刺激創造集団』

主要都市部の深耕1 コアターゲット拡大2 独自の先行的ICT活用

戦術1

戦術2

戦術3

方向性1

方向性2

方向性3

方向性4

パルコ固有のノウハウ・能力を活用した「商業不動産事業・ソフト型事業」へのドメイン拡大
経営資源の選択と集中による事業効率向上～コンパクトで収益性の高い企業集団
都市生活者／事業主の多様化するニーズを捉えた「独自の提供価値」の拡大
社会的存在意義拡大に向けた企業風土の発展

パルコグループ長期ビジョンと中期経営計画（2017年度～2021年度）の位置付け

成長実現に向けた2つのステップ

3
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都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

事業ポートフォリオ変革

第1戦術

ストアブランド進化 ソフトコンテンツ拡大商業不動産プロデュース推進

第3戦術第2戦術

都心型店舗強化 コンテンツ創造ゼロゲート事業拡大 業態多様化

新生渋谷PARCO創造 エンタテインメント

ライフスタイル提案

インキュベート

店舗スクラップ&ビルド推進

•エリア拡大
•業態進化

•PARCO業態
•新業態

•路面物件 他

開発手法多様化
•JV・循環型不動産投資モデル 他

ソリューション提供
•事業主   •テナント

パルコグループICT統合&発展／アジアでのパルコブランド認知拡大（インバウンド・アウトバウンド）

テナントサービス多様化

消費者へのリアル体験提供

都市成熟

事業ポートフォリオ変革

消費者 テナント 事業主

商業不動産

ソフトコンテンツ
パルコ店舗事業

ICT活用

ソリューション

提供価値拡大提供価値拡大提供価値拡大 提供価値拡大提供価値拡大提供価値拡大

ニーズの多様化

中期経営計画（2017年度～2021年度）の概要

Strategy



PARCO CO., LTD.  Integrated Report 201820

A.　中期経営計画（2017年度～2021年度）の初年度であった2017年度は、8月に大津PARCOを閉店した
一方、11月に京都ZERO GATEを一部開業したほか、J. フロント リテイリンググループのアーバンドミナント
戦略に沿い、株式会社大丸松坂屋百貨店との協業案件として、新たな屋号となる「PARCO_ya」を上野に
開業するなど、事業の選択と集中に基づくスクラップ＆ビルドを推進しました。また、2021年春には大丸 
心斎橋店北館へ出店することを決定し、都市部での提供価値拡大に向けて事業を推進しました。
　こうした取り組みの結果、当社グループの2017年度の業績は、仙台PARCO2の通年稼動とPARCO_ya
の開業や、総合空間事業の工事受注増などがあったものの、渋谷PARCOの一時休業（前期8月）や 
千葉PARCO・大津PARCOの閉店（前期11月・当期8月）の影響などにより営業収益は916億21百万円 
（前期比97.7％）、前期に固定資産売却によるその他の収益を計上したことなどから営業利益は117億13
百万円（前期比82.5％）、税引前利益は114億55百万円（前期比83.8％）、親会社の所有者に帰属する当期
利益は78億9百万円（前期比88.8％）となりました。しかしながら、営業利益（計画比101.0％）、税引前利益
（計画比102.3％）、親会社の所有者に帰属する当期利益（計画比104.1％）と計画に対しては上回って着地し、 
中期経営計画の経営数値目標に対しては、順調に進捗していると認識しています。

中期経営計画（2017年度～2021年度）の 
初年度の評価と進捗について教えてください。3Q

3つの戦術の取り組みは順調に進捗

社長インタビュー

11,500 11,713

14,700

2016年度実績
（特殊修正試算※1）

2017年度実績 2021年度計画

16,800 17,372

23,500

2016年度実績
（特殊修正試算※1）

2017年度実績 2021年度計画

6.1 6.3
6.5～7.0

2016年度実績
（特殊修正試算※1）

2017年度実績 2021年度計画

68.94
76.97

92.02

2016年度実績
（特殊修正試算※1）

2017年度実績 2021年度計画

経営数値目標の進捗

※1 渋谷ZERO GATE売却益、千葉パーキング売却益、大津店舗閉鎖損失などを修正しています。
※2 EBITDAは「営業利益＋減価償却費」にて算出しています。
※3 ROEは「親会社の所有者に帰属する当期利益÷自己資本」にて算出しています。
※4 EPS（基本的1株当たり当期利益）は「親会社の所有者に帰属する当期利益÷発行済株式総数」にて算出しています。

（百万円）
営業利益

（百万円）
EBITDA※2

（%）
ROE※3

（円）
EPS※4（基本的1株当たり当期利益）
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　具体的には、3つの戦術の1つである「ストアブランド進化」では、次世代商業施設への変革に向け、 
商業施設・小売店などでの活用を目的としたロボット「Siriusbot（シリウスボット）」を試験的に導入し、 
お客さまへの館内のご案内やテナント向けの棚卸サポートなどの実証実験をするなどロボットを活用した取
り組みをおこないました。私もPARCO_ya開業の際に利用しましたが、業務の効率化にもつながりますし、
お客さまも新しいショッピング体験ができると手ごたえを感じました。また、来店客数や来店者属性 
（年齢・性別）を解析するサービスを導入し、テナントにとって業務効率化となるサポートサービスの充実を 
図りました。さらに3DスキャナやVRなどICTを活用したサービスの実証実験もおこない、次世代商業空間
の実現に向けて着実に進んでいると感じています。
　「商業不動産プロデュース推進」では、PARCO_yaの開業と京都ZERO GATEの一部開業に加え、
2018年3月にはゼロゲート業態で9件目となる原宿ZERO GATEを開業しました。今後の開発物件につい
ても、2018年秋開業予定の三宮ZERO GATE（仮称）のほか、2019年春開業予定の墨田区錦糸町駅前
物件、2019年初秋開業予定の川崎ZERO GATE（仮称）の新規出店計画を決定しています。中期経営計画
で目標としている12件の計画のうち3件がすでに開業し、6件の開業計画を決定しており、都市部エリアで
の開発推進は順調に進捗しています。
　「ソフトコンテンツ拡大」では、クラウドファンディング・サービス「BOOSTER（ブースター）」にて12月より
株式会社CAMPFIREが運営するクラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIRE（キャンプ 
ファイヤー）」と連動し、インキュベーション機能のさらなる強化に向けた共同資金調達を開始し、事業規模
の拡大に取り組みました。また、2011年から取り組んでいる次世代の女性クリエイターのプレゼンテーション
の場を提供する「シブカル祭。」の継続開催や当社の情報発信拠点を活用した展開などにも取り組んでいます。
2018年7月にはミニシアター「シネクイント」の復活オープンが決定するなど、エンタテインメント 
コンテンツの進化と新たなコンテンツ創造が確実に進んでいると考えています。
　こうした取り組みは、2019年秋開業予定の新生渋谷PARCO創造のエッセンスとなり、また開業以降に
ついては、新生渋谷PARCOから生まれてくる新たなエッセンスを全国のPARCOやグループ事業へ波及さ
せることで、パルコグループ長期ビジョン「都市マーケットで活躍する企業集団の実現」につながると確信
しています。

中期経営
計画目標 開業・計画物件

開業・予定
残

2017年 2018年 2019年 2021年

PARCO業態 4件 3件
PARCO_ya 11月

1件新生渋谷PARCO 秋

大丸心斎橋店北館 春

新業態 3件 2件
墨田区錦糸町駅前物件 春

1件
沖縄・浦添西海岸計画 夏

ZERO GATE業態 5件 4件

京都ZERO GATE 11月

1件
原宿ZERO GATE 3月

三宮ZERO GATE（仮称） 秋

川崎ZERO GATE（仮称） 初秋

計 12件 9件（開業済3件、計画中6件） 3件

商業不動産プロデュース推進の進捗

Siriusbotを利用する牧山社長

詳細についてはP25からの「特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現」をご覧ください。

Strategy
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A.　国内景気は、引き続き企業収益や雇用・所得環境の改善、インバウンド需要の伸長を背景に、堅調な
推移が期待されます。一方で、若年層を中心とした消費性向の低下により、個人消費の増加ペースは緩やか
にとどまることが見込まれます。当社グループを取り巻く環境は、アパレル企業のEC加速によるリアル 
店舗の役割の変化、コト消費・シェアリングエコノミーなどの消費の多様化、テクノロジーの急速な進化、
商業施設競合の激化などが予想されます。
　このような環境変化予測のもと、当社グループは、中期経営計画（2017年度～2021年度）に基づき将来
の成長と開業が相次ぐ2019年度に向けて、店舗事業の時代対応力・独自性・収益性の向上、テクノロジー
進化に対応したデジタルトランスフォーメーション※の推進、新規店舗・新事業の開発、事業基盤の強化に 
向けた業務構造の改革を遂行し、パルコグループの連携を強めながら、事業推進を加速させます。
　中期経営計画（2017年度～2021年度）の2年目となる2018年度の業績は、前年の大津PARCO閉店の
影響や2018年度以降の開発コスト増加などを見込み、営業利益は微増の予想としていますが、PARCO_ya
など新規開業物件の効果などにより、営業収益と事業利益は増収増益を計画しています。

 
2年目となる2018年度の見通しはいかがでしょうか。4Q

PARCO_yaなど新規開業物件の効果などにより増収増益を計画

Q

A.　私は「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」させることが、パルコグループの社会的役割だと考えています。そして、この3つの 
社会的役割を通じて、経営理念である「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」を、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であり、事業基盤そのものなのです。この考え方を体系図として整理
するとともに、日々の行動をより経営理念に近づけるものとして、「パルコ社員の10の行動指針とパルコ
の5つの活動」を定め、社内への浸透を図っています。お客さまやテナント、株主、そして社員などすべて
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、提供し続けていくことを望み、その活動の成果
として発展・成長していくことを目指していきます。

パルコグループの社会的役割について 
どのようにお考えですか。

「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を通じて、サスティナブル経営を推進

5

2018年度業績予想 

※1 事業利益は「営業総利益-販売費及び一般管理費」にて算出しています。

※デジタルトランスフォーメーションとは、ICTを応用し、人々の生活・ビジネスをより良い方向に変革していくことです。

2018年度業績予想 2017年度実績 増減額 前期比
営業収益 96,000 91,621 4,378 104.8％

事業利益※1 10,750 10,284 465 104.5％

営業利益 11,750 11,713 36 100.3％
親会社の所有者に帰属する 
当期利益 7,700 7,809 △109 98.6％

（百万円）

「パルコ社員の10の行動指針とパルコ 
の5つの活動」の詳細はWebサイトを
ご参照ください。

www.parco.co.jp/about/vision/
guidelines.php

社長インタビュー

http://www.parco.co.jp/about/vision/guidelines.php
http://www.parco.co.jp/about/vision/guidelines.php
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　2017年度は、ESG視点を新たに導入しCSR活動に積極的に取り組んできました。
　「環境」では、地球温暖化の原因となるCO2削減につながる電気使用量の省エネ目標として前年度の「99％
以下」、リサイクル率の目標を「前年度以上」と掲げました。照明LED化の推進など電気使用量削減施策を
おこない前年度比98.1％と目標を達成し、リサイクル率も前年度比100.8％と目標を達成しました。
　「社会」では、次世代を担うクリエイターを継続的に発掘し支援する活動をおこなっています。また、ICT
を活用して入店前研修をWeb化し、店頭での接客業務に注力できるショップスタッフの業務支援などIoTや
Webを活用した出店企業の支援もおこなっています。PARCO各店舗では、地域・社会と連携するイベントを
おこなっています。2017年度は、津田沼PARCOでは地元商工会議所が運営するアンテナショップのオープン、
ひばりが丘PARCOでは西東京市や周辺地域のクリエイターや学校と共同でカルチャーイベントを実施、 
広島PARCOでは近郊の人気パン屋をはじめ、アパレルや雑貨など日本各地からセレクトして展開する 
イベント「パンタスティック！！」を開催し他店舗へ波及させるなどさまざまな取り組みを展開しました。さらに
育児や介護などの事由で働く時間に制約がある社員に向けた在宅ワークの制度化など従業員のワークライフ
バランスの向上に取り組み、ダイバーシティを推進しています。
　「ガバナンス」では、透明性の高い体制の構築を目的に、2003年から指名委員会等設置会社（旧委員会
等設置会社）を採用するなどコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。2016年度からは、 
取締役会の実効性向上のために全取締役を対象とした取締役会の実効性評価を実施し、結果と導かれた
改善点を当社Webサイトに開示しています。2017年度は取締役会に関する現状と昨年度評価時からの 
改善状況に関する評価、今後の実効性を高めるための意見集約をおこない、取締役と各執行役のコミュニ
ケーションの機会を増やすこと、事前説明のさらなる充実や質問事項への的確な回答をおこなう体制の 
整備など、改善点を導き出しました。またフェアディスクロージャー推進、女性の活躍推進なども積極的にお
こないました。さらに、2016年に定めた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」のもと、「コーポレート
ガバナンス・コード」に対応した取り組みを推進しています。また、一層の強化に向けて経営体制の透明化
と説明責任の明確化を図ることを目的に、相談役・顧問制度を廃止しています。
　2018年度は、新たな視点としてSDGsを念頭に、社会が共感する新しい価値を創造し、絶えず発展させ
ることがパルコグループの社会的役割であると認識し積極的に取り組むことで、サスティナブルな経営を
推進していきます。

ESG視点での取り組み

Strategy

体系図

日々の活動を通じて現実のものにしていく社員の力

顧客価値 業務価値

商業空間の創造

事業領域

成果としての
財務価値向上

（ドメイン）
訪れる人々を
楽しませる

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

人材価値

• 電気量省エネとリサイクル率の目標設定
• 電力使用量と光熱費削減の達成
• 環境省推進の省エネアクションにPARCO各店舗を
継続的に登録（環境意識向上）

E  環境
• 次世代を担うクリエイターの継続的な発掘と支援
• IoTやWebを活用した出店企業支援
• PARCO各店で地域・社会と連携
• ダイバーシティ推進

S  社会
• 2003年から「指名委員会等設置会社」を採用
• 取締役会の実効性分析・評価からの改善点抽出
• 企業サイトの拡充による開示の向上
• 女性役員が複数名在職、女性管理職比率の向上

G  ガバナンス

広島PARCO 新館2階  
「パンタスティック！！」開催の様子

2017年10月26日（木）～11月6日（月）

詳細についてはP45からの「ESGの取り組み」をご覧ください。



A.　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現することで、株主の皆さまへ利益還元を 
果たすことを重要政策の一つと位置づけています。剰余金の配当については、株主の皆さまへ安定配当
をおこなうことを基本とし、業績と配当性向を勘案して実行していきます。内部留保金については、財務
基盤の充実を図るとともに、今後の成長戦略における事業展開を推進するために有効活用していきます。
　2017年度の1株当たり年間配当金は23円、配当性向は29.9％となりました。2018年度については、 
1株当たり年間配当金は1円増配の24円、配当性向は31.6％を予定しています。また、株主の皆さまに 
全国のPARCOでのショッピングを楽しんでいただけるよう多彩な株主優待制度を導入しています。

 
株主還元についてはどのようにお考えでしょうか？6Q

企業価値の向上を実現することで、安定的に利益還元を果たす

「株主優待」の詳細についてはWeb
サイトをご参照ください。

www.parco.co.jp/ir/benefit/

社長インタビュー

JGAAP IFRS

17
18 18

2323

20

24
23

18

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2018年度計画2017年度2016年度

配当性向 32.4% 33.1% 26.9% 29.0% 33.5% 31.0% 26.5% 29.9% 31.6%

1株当たり年間配当金／配当性向
（円）

24 PARCO CO., LTD.  Integrated Report 2018



  PARCO CO., LTD.  Integrated Report 2018 25

特集：

都市への
「独自の提供価値拡大」
による成長実現 Strategy

Strategy

ストアブランド進化 P26

商業不動産プロデュース推進 P28

ソフトコンテンツ拡大 P30

パルコを支えるパートナーからのメッセージ P33

　パルコグループは、都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現をテーマに、事業領域の
選択と集中を推進し、事業ポートフォリオ変革に向けスピードアップを図っています。この成長実
現を果たすため、3つの戦術である「ストアブランド進化」「商業不動産プロデュース推進」「ソフト
コンテンツ拡大」を掲げ、さまざまな取り組みを推進しています。こうした取り組みは、2019年秋
開業予定の新生渋谷PARCO創造のエッセンスとなり、次世代型商業空間の提供につながって
いきます。
　本特集では、3つの戦術の具体的な取り組みと、パルコを支えるパートナーからのメッセージ
を紹介します。
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特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

　独自のテナントサービスの拡充や消費者へのリアルな売場体験を提供していくことによって、
次世代型商業空間を実現させ収益の安定化を図り、パルコストアブランド進化を目指しています。

ストアブランド進化

新しいショッピング体験
VR・MRによる新たなショッピング空間の創造
　2018年3月にアメリカテキサス州オースティンで開催された「サウス・バイ・サウス 
ウエスト トレードショー」に、株式会社Psychic VR Labが開発したVRプラットフォーム
「STYLY（スタイリー）」を活用して「2020年のショッピング体験」をテーマにしたVR 
ショッピングコンテンツを開発し出展しました。また出展に続き、5月にパルコが運営する
SR6（エスアールシックス）に出店するMARK STYLER株式会社の「RUNWAY 
channel Lab. SHIBUYA」にてデモンストレーションをおこないました。ファッション
を実際の空間ではできない体験とあわせて表現し、販売につなげていくサービスの 
提供を目指していきます。
　VR空間では、広さや重力などの制約なく空間をデザインすることが可能で、内装を 
作りこむことなくブランドコンセプト、デザイナーの意図、季節のテーマを空間として表現
することができ、その空間に3Dのコーディネートを配置することが可能になります。また、
データを空間に配置できることにより、実際の服を在庫として持つ必要がなく、実店舗に
は置くことのできない量を配置することも可能となり、ECサイトで商品を選ぶように、 

無数の商品に囲まれた中でショッピング
を楽しむことができます。さらに、 
センサーで体験者の動きを感知するこ
とにより、複数の人がVR空間を共有す
ることができ、VR空間にいながらも 
友人との会話を楽しみ商品を見ること
ができます。

アプリによる館内回遊促進
　店内で歩いた歩数を計測し、目標歩数を達成するとコインを進呈す
る新機能「PARCO WALKING COIN」を2018年5月14日（月）より、
全国のPARCO店舗に導入しました（浦和PARCO・調布PARCO・福岡
PARCO・津田沼PARCOは先行導入）。PARCO店内でパルコ公式 
スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」を起動し歩数の計測を 
開始、目標歩数に達成するとコインを獲得することができます。店内
で楽しめる機能を追加することで、お客さまが店内でアプリ掲載して
いるショップブログやイベント情報などに触れる機会、また店内を歩
くことで利用したことがないショップに出会うきっかけの創出につな
げています。

3Dデータを活用したデジタル接客推進
　物体を複数個所から撮影し、立体的形状を把握してデータ化する3D 
スキャナを、SR6（エスアールシックス）に出店する「RUNWAY channel 
Lab. SHIBUYA」に2017年12月14日（木）より導入しました。お客さま
が自身の服装を撮影した3DデータをWebブラウザで閲覧できるサービス
を提供するとともに、ショップスタッフがコーディネートを3D撮影してWeb 
サイトやSNSに投稿するなど、
3Dデータを活用したデジタル
接客を実施しました。

※貯めたコイン数に応じて 
ご優待券をプレゼント

スマートフォン画面
イメージ

SR6に設置した「3Dスキャナ」

ステークホルダーからのメッセージ

株式会社Psychic VR Lab
取締役 COO

渡
わた な べ

邊 信
のぶ ひ こ

彦 様

　弊社はVR、MRの次世代インターフェイスを使った未来
のショッピング体験を、一緒に作らせていただいており
ます。
　先進的な取り組みをどこよりも早く取り入れてイノベー
ションを起こしていきたいというパルコさんのスタンスが、
新しい文化を作ってきたのだなと、ご一緒できたこと嬉しく
思っております。2020年に向けて新しいショッピング体験、
さらには新しいパルコさんを一緒に作っていけたらと、楽し
みにしています。

※SR6でのサービスは2018年5月末
にて終了しました。

実空間では作れない空間に、商品を配置することが可能 
（イメージ）
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Strategy「Siriusbot」
本取り組みは地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターによる 
「平成28年度公募型共同研究開発事業」に採択されています。

ロボットの活用

テナント向けサービスの充実

スマートスピーカーによる 
音声案内サービス
　2017年11月にAmazonが提供するクラウドベースの音声サービス「Amazon 
Alexa（アマゾンアレクサ）※」向け音声対話アプリケーションとして、商業施設の 
ご案内に特化した「PARCOスキル」を開発し、お客さまのご自宅での利用に加えて、
Amazonのスマートスピーカー「Amazon Echo（アマゾンエコー）」を店内に設置
し、来店されるお客さまに対して音声対話によるご案内サービスを開始しています。
　2018年4月3日（火）より池袋PARCO店内の複数個所に設置し、ショップ、 
レストラン、取り扱い商品に関する情報やインフォメーションセンターにて日々集計
をおこなっているお問い合わせ記録の中で、よくあるご質問を中心に600種類
を超えるバリエーションの質問に応答することが可能です。また、5月17日（木）
より名古屋PARCOにも導入するとともに、5月28日（月）までの期間限定で
Siriusbotを必要なお客さまに対してAmazon Echoに話しかけることで
Siriusbotを呼び出すサービスの実証実験もおこないました。

ロボットが店舗業務をサポート
　商業施設・小売店などでお客さまへのご案内と従業員の業務補助に 
特化したロボット「Siriusbot（シリウスボット）」を08ワークス株式会社および
日本ユニシス株式会社と共同で開発し、2017年10月に池袋PARCO、 
11月にPARCO_ya、2018年5月に名古屋PARCOで実証実験をおこない
ました。「Siriusbot」は、お客さまのお問い合わせにバイリンガル（日本語・
英語）で音声と画面を使ってお答えしたり、お客さまを目的のショップまで
ご案内することも可能です。閉店後には「Siriusbot」が店内を巡回し、 
電子タグを読み取ることによりテナント店内商品の在庫数を集計、テナント
スタッフの棚卸業務をサポートしました。

AIを活用した店舗解析ソリューション
　株式会社ABEJAが提供する小売・流通向け来店者数・属性を解析するサービス「ABEJA 
Insight for Retail（アベジャインサイトフォーリテイル）」をPARCO_yaに出店しているテナント
（一部店舗除く）へ導入しました。得られたデータは、キャンペーンやイベントのマーケティング
施策の定量的な効果測定に活用するとともに、テナント向けサービスの一環としても提供し、
来店者数の時間帯別推移や日次推移を確認し、スタッフの人員体制適正化などによる業務
効率向上などにつなげていただいています。「ABEJA Insight for Retail」をテナント向け
サービスとして、館全体で導入する取り組みは国内初となります。

※Amazon AlexaはAmazon Echoを支える頭脳で、クラウドに構築され常に進化しています。

解析画面イメージ

池袋PARCO 本館5階 
アーバンリサーチドアーズで
子供用の洋服の取り扱いが
ございます。

ようこそ池袋PARCOへ。
お探しの商品やブランドを
ご案内いたします。
何をお探しですか？

アレクサ、
パルコを開いて。

子供服はどこで
取り扱っていますか？



6

7

5

4

3

2

1

B1

22

12

1

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

当社商業施設部分

1F- 6F

B1F

1F

2F

3F 3F

4F

5F

6F 7F

7F

8F

9F

10F

連絡通路

連絡通路

連絡通路

オ
フ
ィ
ス
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

パ
ル
コ（
商
業
施
設
） エ
レ
ベ
ー
タ
ー

機械室フロア

12F- 22F
オフィスフロア

シネマコンプレックス

7F-10F
11F

東京メトロ銀座線 上野広小路駅 直結

松坂屋上野店

B1F-8F

PARCO CO., LTD.  Integrated Report 201828

2017年度の開業店舗
東京23区内44年ぶり、東東京に新しい屋号
「PARCO_ya」が開業 2017年11月4日（土）開業

6階 「うえの やぶそば」

1階「スミス」
左：5パーツホルダー A4
右：ロルバーンポケット付きメモL

※グッズ・メニューは販売を終了している場合があります。

1階 「廚 otona くろぎ」
黒蜜きなこパフェ

4階「アヤノコウジ」
左：がま口ショルダーケース+
右：仕切り付きがま口カードケース

話題性のある「食」を提案
　話題性のあるカフェや地元老舗・
こだわりの銘店を中心に、幅広い客
層に対応しています。また、各階に 
コミュニケーションの場となるカフェ
を導入しています。

PARCO_ya限定商品を 
各ショップで販売
　上野といえばパンダ。2018年6月
に1歳の誕生日を迎えたパンダ「シャン
シャン」でますます人気が盛り上がり
を見せています。PARCO_yaでも各
ショップがパンダグッズやメニューを
提案し、個性豊かなパンダたちとの
出会いを楽しんでいただけます。

上野恩賜公園
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松坂屋上野店・本館

　PARCO業態として、東京23区内では44年ぶり、東東京に初めて、新しい屋号「PARCO_ya」
が開業しました。PARCO_yaは松坂屋上野店南館跡地に建てられた「上野フロンティアタワー」
の1階から6階に出店、7階の「TOHOシネマズ 上野」や隣接する「松坂屋上野店」との買い 
回りの促進を図り、また上層階のオフィス利用者など上野御徒町エリアに集う幅広い層の 
お客さまにご満足いただけるショップ構成にしました。
　ストアコンセプトは「ともだちを誘いたくなる、ちょっとおしゃれなおとなのたまり場」とし、
上野御徒町エリア初登場の52店舗に加え、地元ゆかりの企業11社を導入しました。また
街との取り組みも強化し、PARCO_ya限定パンダグッズなど地元マーケットとともに成長
を目指します。

特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

　成長性のある都市部を中心とした未出店エリアでの拠点拡大を目指し、PARCO業態、ZERO GATE業態に
加え、新たな業態創造による業態バラエティの拡大と開発スキームの多様化に取り組んでいます。

商業不動産プロデュース推進

ステークホルダーからのメッセージ

PARCO_ya
課長

服
はっ と り

部 静
しずか

 

　おとな男女30～50代をターゲットとした「ともだちを誘いたくなる、
ちょっとおしゃれなおとなのたまり場」として、新屋号「PARCO_ya」を 
スタートさせました。「今までマーケットになかった新しい提案」と「長年培
われてきた地元のものづくり企業との取り組み」両方の価値を伝えるた
め、プロモーションもすべて新しいことへのチャレンジでしたが、結果、
想定以上の支持をいただき、長年営業する松坂屋との連携が早期 
マーケット定着にもつながりました。引き続き、街の豊富なコンテンツと
の連携と、複合施設の強みを活かし、運営していきます。



  PARCO CO., LTD.  Integrated Report 2018 29

Strategy
Strategy
Strategy

今後の出店計画物件

京都ZERO GATE
　京都市の商業中心地である四条通りに面
し、大丸京都店の隣接地に2017年11月に
一部上層階が開業しました。地域の皆さま
に支持され、街の新たな魅力の創出に貢献
する商業施設を目指していきます。

原宿ZERO GATE
　国内外からの注目度が高い原宿・神宮前 
エリアの明治通りに面した場所に2018年3月
に開業しました。人気SNSキャラクターグッズ
ストアとフィットネスジムを誘致し、街の賑わい
と回遊性の向上に貢献していきます。

2018年3月開業2017年11月一部開業

墨田区錦糸町駅前物件
　「楽天地ビル」の一部を賃借し 
内外装を含め大幅な刷新を実施。
東京東部エリアにおける新たな 
商業施設として開業予定。

新生渋谷PARCO
　次世代グローバルショッピングセン
ターとして新生渋谷PARCOを創造し、
ファッション・演劇文化の育成・情報
発信など、渋谷駅周辺地区における
賑わいの形成に貢献することを目指し
開業予定。

大丸心斎橋店北館
　関西を代表する商業集積地であ
る大阪心斎橋地区の「大丸心斎橋
店北館」にJ. フロント リテイリング
グループとの協業物件2件目とし
て開業予定。百貨店とファッション
ビルを融合した心斎橋の新たな 
ランドマークが誕生。

三宮ZERO GATE（仮称）
　神戸市の商業中心地である三宮
エリアで取得した既存物件を建替
え、新築することを決定。三宮の
街の活性化、魅力創出に貢献する
商業施設を目指し開業予定。

沖縄・浦添西海岸計画
　優れたアクセスを持つ浦添 
西海岸に、沖縄流通大手の株式会社
サンエーと合弁会社を設立し、各々
の強みを最大限に発揮することで
魅力ある新たな商業施設を目指し
開業予定。

川崎ZERO GATE（仮称）
　JR川崎駅の大通りと新川通りの
交差点の角地に位置し、街歩きの 
楽しさやエリアの賑わいの創出に 
貢献する商業施設を目指し開業 
予定。

墨田区錦糸町駅前物件イメージ

三宮ZERO GATE（仮称）イメージ

沖縄・浦添西海岸計画イメージ

新生渋谷PARCOイメージ

大丸心斎橋店北館イメージ

川崎ZERO GATE（仮称）イメージ

2019年春開業予定2019年秋開業予定

2021年春開業予定

2019年夏開業予定

2019年初秋開業予定

2018年秋開業予定

ZERO GATE業態

新業態PARCO業態

ステークホルダーからのメッセージ

渋谷プロジェクト

中
なか が わ

川 小
さ よ こ

夜子

　新生渋谷PARCOではファッション、アート、 
エンタテインメント、食、テクノロジーなどさまざまな
カルチャーが混ざり合い、そこから世の中に驚きや楽
しさを与えるような「新しい何か」が生まれる空間を
目指しています。
　私はテナントへご出店を提案する担当をしており、
さまざまな分野で活躍・チャレンジしている企業・人
とお会いする機会が多く、その度に知らなかった 
世界が開け大きな刺激と感動になっています。私が
受け取ったこの思いをどうすればお客さまに伝えら
れるのか、という大きなやりがいをもって2019年秋
へ全力疾走です。
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パルコの情報発信拠点を活用した展開
ロバート秋山竜次プロデュース『クリエイターズ・ファイル祭』
　2017年4月29日（土）～5月22日（月）、池袋PARCO「PARCO MUSEUM」で開催された展覧会 
ロバート秋山竜次プロデュース『東京クリエイターズ・ファイル祭-池袋クリエイティブ大作戦-』は、
会場でしか見られない展示内容に加えて、ご本人がさまざまなクリエイターに扮し登場するイベント
を多数開催し、話題性も多く獲得したことから、24日間の開催で約5万人の動員を記録しました。
その後、名古屋・福岡・仙台・札幌・広島で展開し、スピンオフ企画とあわせて全国累計約22万人
を動員しました。
　全国巡回での大ヒットを受け、2018年3月2日（金）～4月2日（月）の期間、「PARCO MUSEUM」にて
『東京クリエイターズ・ファイル祭』を完全版として、展示内容や商品をアップデートして開催。3万人
以上が来場し、全国累計25万人の動員を突破しました。同時期の2月22日（木）から池袋PARCO春
のキャンペーンで、再びコラボレーションを実現し、ポスタービジュアルに採用しました。
　さらに「THE GUEST cafe ＆ diner」では、コラボレーションカフェ「クリエイターズ・ファイル珈琲店」
を池袋PARCOを皮切りに全国各拠点で開催し、ロバート秋山竜次監修のもと、人気クリエイター
11人のコラボレーションメニューを楽しんでいただきました。
　今後も、さまざまなコンテンツをプロデュースし、パルコの情報発信拠点を活用して新しい 
消費体験をお客さまに提供していきます。

池袋PARCO 本館7階 PARCO MUSEUM
2018年3月「東京クリエイターズ・ファイル祭完全版-全国巡業ゴール！ 
感謝感謝のおかわり大作戦！-」

パルコの文化的情報発信拠点

「PARCO MUSEUM（パルコミュージアム）」

　渋谷PARCO一時休業に伴い、2016年9月より池袋PARCO 本館7階に 
移転リニューアルオープンし、アート、デザイン、カルチャーなど既存の枠にとら
われない多種多様な企画を生み出しています。
　2017年には、大ヒットとなった展覧会『東京クリエイターズ・ファイル祭』や 
11月に開催したファッションブランドANREALAGEの展覧会は、2018年1月か
らロサンゼルスへ巡回するなど、国内外への文化発信をおこなっています。

www.parco-art.com

特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

　独自のソフトコンテンツであるエンタテインメントコンテンツの進化と新たなコンテンツ創造に取り組んで 
います。また、パルコグループのインキュベーションとして新しいクリエイターや企業と協業することで新しい消費
体験を提供しています。

ソフトコンテンツ拡大

2017年12月広島PARCO来店イベントの様子2017年4月『東京クリエイターズ・ファイル祭』
オープニングセレモニーの様子

パルコが運営するミニシアター
「シネクイント」
　渋谷PARCOの建替えのため一時休業していたパルコが運営するミニシアター「シネクイント」が2018年
7月6日（金）に復活オープン。「世界中の喜怒哀楽（エンタテインメント）をお届けします。」をコンセプトに 
ジャンルを問わず、国内外の個性的で良質な作品を上演してきましたが、これまでの1スクリーンから2スクリーン
となり、渋谷で唯一のペアシートを導入するなど、「渋谷で一番、人と楽しさを共有できる映画館」として、
「リアルな感動・発見のあるライブエンタテインメントの提供」に取り組んでいきます。数多くのお客さま
のご支持をいただいた自社買付・配給作品の成功を踏まえ、パルコが得意とする良質なアート系インディ
ペンデント作品はもとより、国内外の多角的なエンタテインメントを、渋谷の街にお届けしていきます。
　また、今後の新生渋谷PARCOとの連動企画やイベント運営の複合的な展開での活用など、新生渋谷
PARCOとともに渋谷の街全体を盛り上げる施設として取り組んでいきます。

シネクイントイメージ

所在地： 
東京都渋谷区宇田川町20-11渋谷三葉ビル7階
席数： 
162席／115席＋車椅子スペース各1

www.cinequinto.com
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次世代を担う女性クリエイターの
プレゼンテーションの場
「シブカル祭。」
　“若手女子クリエイターの、表現作品の発表の場を提供する”ことを目的に、渋谷
PARCOを拠点に2011年より開催しているカルチャーイベント「シブカル祭。」。
2017年は渋谷PARCO一時休業のなかでも、渋谷の情報発信と賑わい創出に 
貢献するため、渋谷スペイン坂の「GALLERY X  BY PARCO」をメイン会場として、
女子クリエイターたちの作品を展示。また「渋谷CLUB QUATTRO」、「渋谷WWW
（ライブハウス）」でのライブイベントや、建替え中の渋谷PARCO工事現場を舞台に、
個性豊かな次世代若手デザイナーのファッションショーも開催しました。
　2013年のシンガポール、2015年のバンコクに続いて、2018年5月には海外
開催第3弾となる香港で開催。海外マーケットに対しパルコの存在感をさらに 
アピールし、日本国内のみならず世界に向けたカルチャー・ファッションの情報発信
拠点として進化を目指す2019年秋開業の新生渋谷PARCOにつなげていきます。

コラボレーションカフェ
「THE GUEST cafe ＆ diner」
　人気キャラクターや映画、アニメなど、さまざまなコンテンツとコラボレーション
したカフェメニューとともに、作品の世界観を体験できるコラボレーションカフェを
全国5拠点※にて展開しています。2017年は、全国で好評を博した『ミニオン大脱走
CAFE』をシンガポールにて『MINIONS CAFE』にアレンジして期間限定オープン
するなど、海外の展開も進めています。

『ミニオン大脱走CAFE』のコラボレーションメニュー一例
左：ミニオンカフェのぷるっとプリン
右：ミニオンのプリズンブレイクドリア

ステークホルダーからのメッセージ

エンタテインメント事業部
コンテンツ事業担当
開発チーム

山
やま ざ き

﨑 博
ひ ろ し

史 

　「PARCOでやってる“アレ”行こう！」。商業施設に目的来店する
時って、洋服が欲しい時よりも、自分の感性や趣味趣向に引っか
かったイベントに行く時の方が多いのかもと思っています。今回私は
コラボレーションカフェを通して“アレ”を提供しています。お客さま 
は何を求めているのか？ 日々考えてイベントを組み立てています。
だからこそイベント初日はいつも「人が全然来なかったらどう 
しよう・・・」とドキドキしながら迎えています。だからオープン前
から何百人という人が並んでいる光景を見た瞬間はたまらなく 
嬉しいですね。自分の仕掛けた“アレ”に、お客さまの反応がリアル
に返ってくる。この仕事だからこそ味わえる醍醐味です。

※池袋PARCO、名古屋PARCO、福岡PARCO、札幌PARCO、心斎橋161

香港で開催した「シブカル祭。」

2017年10月「シブカル祭。」メイン会場になった
「GALLERY X　BY PARCO」

カルチャー発信拠点アートスペース

「GALLERY X　BY PARCO（ギャラリー エックス バイ パルコ）」

　2016年12月にオープンした「GALLERY X　BY PARCO」は、 アート、 
カルチャー、音楽、ファッション、アニメなど幅広いジャンルのカルチャーを渋谷
の街に発信しています。

www.parco-art.com

www.shibukaru.com

ステークホルダーからのメッセージ

都心型店舗グループ本部
マーケティング担当

関
せき ぐ ち

口 由
ゆ い

依 

　渋谷PARCOが建替えのための一時休業のタイミングで、 
「シブカル祭。」をいかに盛り上げるか、チームで何度も話し合いま
した。さまざまな議論の中で、渋谷PARCOには香港から多くの
お客さまがご来店いただいていたこともあり、香港で開催すること
でパルコの認知度をさらに高めるとともに、日本の女子クリエイター
に海外での作品発表の場を提供できるため、香港にある文化施
設「PMQ」での開催にいたりました。
　私にとって海外の企業との業務は初めてで、実現までにハードル
もありましたが、イベントが立ち上がると多くの現地のお客さまに
ご来場いただき、パルコや「シブカル祭。」の認知度が高まってい
るのを肌で実感することができました。これからも日本にとど

まらず世界に向け 
て日本のファッション
やカルチャーを発信 
し、パルコの認知度を 
海外でも高めていけ
たらと思います。

PMQにてシブカルクリエイターとの
打ち合わせの様子

www.the-guest.com
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泉水　今回、数々のベンチャーを起業して成長
させてきた家入さんが率いる、購入型クラウド
ファンディング国内No.1のCAMPFIREと、
業務提携および出資契約を締結させていた
だきました。提携により、パルコグループの
クラウドファンディングをCAMPFIREとパルコ
で共同運営していくことになります。
家入　ありがとうございます。
　CAMPFIREは「資金集めの民主化」「小さ
な火を灯しつづける」ことをミッションに掲げ
ており、「インキュベーション」を社会的役割に
しているパルコのクラウドファンディングには
以前から親和性を感じていました。
泉水　私たちパルコも、日本のクラウド 
ファンディングの草分けで、国内最大規模を
誇るCAMPFIREには常に尊敬し、注目して
いました。また、クラウドファンディングを通じ
て「小さな経済圏をつくる」という家入さんの
ビジョンには、インキュベーションを大切にす
るパルコとして強く共感していました。
家入　まさに相思相愛ですね（笑）。
　パルコは、他の商業施設と異なり、これか
ら伸びていく才能を早い段階からサポートし

たり、積極的に協業している印象が強くあり
ます。たとえば女子クリエイターに作品発表
の場を提供する「シブカル祭。」が僕は大好きで、
「シブカル祭。」に出たクリエイターのアート 
作品も持っています。また、「シブカル祭。」に
出たクリエイターがCAMPFIREでクラウド
ファンディングのプロジェクトを立ち上げてく
ださったこともありました。そういった意味
でも、今回の提携を機に、CAMPFIREと 
パルコがクラウドファンディングを共同運営す
ることは、大きな相乗効果が期待できます。
泉水　CAMPFIREは年間に6,000件以上、
クラウドファンディングのプロジェクトを掲載
しているので、ジャンルは幅広いと思いますが、
アートやファッション、音楽などカルチャー領域
や地域貢献のプロジェクトが多いですね。 
全国展開するPARCO店舗やエンタテインメント
事業を持つパルコのクラウドファンディングと
一緒になることで、クリエイターの支援や 
地域の活性化に貢献しながら事業を拡大して
いきたいと考えています。
家入　クラウドファンディングはインターネット
を通じて規模の大小に関わらず、個人や組織 
がチャレンジしたいことをみんなで実現して 
いく仕組みです。プロジェクトを実行する方々
にとっては、クラウドファンディングで資金を
集めた後が本当のスタートだと思いますので、
パルコと一緒になることで、リアルな場を提供
できる可能性が広がることは大きなメリットだ
と思います。もちろん、クラウドファンディング

で資金集めをしている期間にリアルな場で 
プロモーションができることも大きなメリット
です。
泉水　クラウドファンディングというインター
ネットサービスと、PARCO店舗をはじめとし
たパルコグループが持つリアルな場を掛け合
わせることで、インパクトを大きくできますね。
家入　はい。一方で、日本は課題先進国とい
われるくらい、いろいろな課題が出てきてい
ます。パルコとCAMPFIREが一緒になって、
地方や関連業界の課題を解決していくことも
期待しています。お互いのビジョンやミッション
を実現しつつ、世の中に良いインパクトを 
与えるサービスにしていきたいですね。
泉水　そうですね。クラウドファンディングを
きっかけに幅広い領域で提携効果を発揮して、
ステークホルダーの方々や世の中に貢献でき
るサービスに進化させたいと思います。

左から
株式会社CAMPFIRE 家入代表取締役社長、
当社 泉水常務執行役

特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

パルコのクラウドファンディング・サービス
「BOOSTER（ブースター）」
　2014年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
にイノベーティブ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」をスタートして
います。プロジェクトの成立支援のみならず、全国に拠点を持つPARCOの強みを活かし、プロジェクトの認知拡大、成立
後の事業成長をサポートしています。

　2018年6月、国内No.1のクラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIREと
業務提携および出資契約の締結を発表しました。提携により「BOOSTER」を両社で共同運営し、さらなる成長を目指します。
　泉水常務執行役新規プランニング部担当と株式会社CAMPFIREの代表取締役社長 家入一真氏に提携の狙いについてお話しいただきました。

https://camp-fire.jp/booster-parco

リアル店舗全国展開
エンタテインメント事業

購入型クラウドファンディング
国内No.1

会員・システム
を統合

業  務  提  携

共  同  運  営

両社でBOOSTERの案件開発・資金調達・宣伝など

BOOSTER
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Strategy　僕はパルコさんにはクリエイターズ・ファイルの展覧会で、本当にお世話になりました。 
池袋PARCO・PARCO MUSEUMから始まり、名古屋PARCO、福岡PARCO、熊本PARCO、
仙台PARCO、札幌PARCO、広島PARCO、松本PARCO、静岡PARCO、赤PARCO、 
青PARCO、黄PARCO、すみません、何か早口言葉みたいになっちゃいましたが、とにかく
各地のPARCOさんとタッグを組ませていただき感じたことは、どの店舗もイベントを面白く
するために全力で企画を盛り上げていただけることです。本当に感謝です。
　この度2019年に新生渋谷PARCOさんが完成するとのことですが、渋谷PARCOさん
といえば上京して芸人になる前に、1人で松田優作展を見に行ったことを思い出します。 
そして、何の知識もないのに服を見たり雑貨を見たりして、東京・渋谷にいる自分に酔いし
れていたことを思い出します（笑）。その頃から変わらず僕の中で渋谷PARCOはやはり、
渋谷そのものです。渋谷と言えば、スクランブル交差点でもなくセンター街でもなく、ハチ公
でもなくフルーツ西村でもなくガーディアンエンジェルスでもなく、オザケンでもなく、宇治田
みのるさんでもなく、三千里薬局でもなく、間違いなく渋谷PARCOなのです。
　完成を本当に楽しみにしています。そしていつか新生渋谷PARCOさんでも、面白い
イベントをやらせてもらえたら嬉しいなと思っております。

　PARCO劇場は私にとって夢の舞台でした。それが縁あって20年間。落語の公演
（うち11年は1ヵ月公演）をやらせていただいたのですが、『歓喜の歌』など数々の
新作落語が生まれたのもパルコなら、美術、音響、照明、ロビーにいたるまで演劇
的演出が施された独特の公演スタイルが育まれたのも劇場スタッフの力があれば 
こそ。そう。パルコはいわば志の輔らくごの実家。新築の“実家”で再び落語をする 
日が待ち遠しくてなりません！

特集：都市への「独自の提供価値拡大」による成長実現

　新生渋谷PARCOに期待することについてパートナーの皆さまからメッセージをいただきました。

パルコを支える
パートナーからのメッセージ

落語家

立
たて か わ

川 志
し の す け

の輔 様 

　パルコの原点である渋谷PARCOは、1973年の開業時に日本のファッション商業施設
という概念を生み出したエポックメイキングな店舗であり、以来文化発信源として進化し 
続けてきました。
　2019年秋の再スタートには、一消費者の立場からも大きな期待を寄せています。国内
随一の企画力を持つパルコですから、ファッションを取り巻く環境も大きく変わっている
現在、これからの文化発信施設として、新たな驚きを生み出すチャレンジングかつ魅力的
な施設に生まれ変わるであろうと確信しております。 

パルコ会 会長
株式会社ジュン 代表取締役社長
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お笑い芸人
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次 様（ロバート）

新生渋谷PARCO
に期待すること

新生渋谷PARCO
に期待すること

新生渋谷PARCO
に期待すること

劇団えんきんほう所属 天才子役 上杉みちくん
に扮しお客さまと交流




