報道資料

２００４年６月２５日

新所沢パルコでは、パルコ館地下１F 食品フロアの店舗構成を大きく変え、「パルコフードテラ
ス」として 7 月 15 日（木）にリフレッシュオープンいたします。5 月 6 日から、フロア全面改装工事
を行っておりましたが、いよいよ開店のはこびとなりました。
＜新所沢パルコ概要＞
オープン

１９８３年（昭和５８年）６月２３日

店 長

山木 知行

所在地

埼玉県所沢市緑町１−２−１

アクセス

最寄駅：西武新宿線「新所沢駅」西口より徒歩１分
幹線道路：県道「所沢狭山線」沿い。※関越自動車道所沢インターチェンジより１５分

規模

パルコ館： ７層（Ｂ１Ｆ〜５Ｆ、屋上）、 レッツ館： ５層（Ｂ１Ｆ〜４Ｆ）

売場面積

約５，６００坪

駐車場

７００台

駐輪場

１，３００台

特徴

２１年前にパルコ初の郊外型SCとして開業。物品販売、飲食、サービス、映画館、カルチャース

クール、スポーツジム、フットサルコートなど、多様な機能を備えたコミュニティ型SC。周辺のマンション
開発により、ニューファミリー層がコンスタントに流入するバランスの良い 3 世代マーケットに立地。

＜改装フロア概要＞
オープン

２００４年７月１５日（木）

名称

パルコフードテラス

場所

パルコ館地下 1 階 食品フロア

売場面積

約７００坪 （うち食品スーパー約５００坪）

区画数

16 区画 （食品スーパー１[インショップ５]、専門店１５）

初出店店舗

11 区画、約６００坪

特徴

スーパーマーケットと 15 の専門店
・こだわり食材から、惣菜、銘店ゾーンといった、従来からご好評いただいている店舗をリニュ
ーアルすると共に、地元のファミリー、ヤングミセスのお客様から「この街に足りない！」と強い
ご要望をいただいていた洋菓子店６店舗など、新規出店テナント 11 店舗を導入。
・内装デザインは、「L.D.K」（リビングダイニングキッチン）をキーワードに、食品スーパーは
「パントリー（食材庫）」「キッチン」、専門店区画は「リビングダイニング」をテーマとした環境づ
くりを実施。光天井などの演出で、地下フロアであることを感じさせない明るい空間を演出。

オープン前日の 7 月 14 日（水）に関係者様向け内覧会を開催いたします。
ご取材のご希望がございましたら、パルコ担当者までお問い合わせください。

新所沢パルコ 『パルコフードテラス』出店店舗一覧

★

店名

アイテム

キッチンランド

スーパーマーケット

扱い品目

イ ン シ ョッ プ

魚耕

鮮魚

鮮魚

ニュークイック

精肉

精肉・ハム・サラダ・惣菜

フレッシュ ダイトー

青果

青果

海鮮餃子 帆船

惣菜

中国香港惣菜

惣旬亭

惣菜

和惣菜

★

フロプレステージュ

洋菓子

タルト、ケーキ、手作り惣菜の店

★

パティスリー・ムッシュエム

洋菓子

ケーキ、焼菓子

★

Tofu sweets 茂蔵

洋菓子

豆富、ケーキ

★

ドゥ・クロッシュ

洋菓子

手作りパイと焼菓子の店

★

青山シュークリーム

洋菓子

シュークリーム、ロールケーキ

★

サーティーワンアイスクリーム

洋菓子

アイスクリーム

★

名菓 千鳥屋

和・洋菓子

和菓子、洋菓子、焼菓子

☆

あられや源兵ヱ

和菓子

米菓 あられ、おかき、せんべい

☆

銀座あけぼの

和菓子

米菓、和菓子

★

井戸端園

茶

茶・茶関連商品

★

カテキンプラザ「ティーモア」

ソフトドリンクバー

カテキンティーショップ

★

キリンコーヒー

コーヒー

コーヒー豆、紅茶の店

☆

新宿 とんかつ さぼてん

惣菜

とんかつ

☆

有機農法食品専門店

有機食品

有機農法食品

☆

ＫＯＫＵＭＩＮ

ドラッグ

薬・化粧品・日用品

★･･････New Shop
☆･･････Renewal

こだわり市場

新所沢パルコ 『パルコフードテラス』出店店舗のご紹介
● キッチンランド（スーパーマーケット）･･････New Shop
日本国内で８１店舗、小売店を展開するシートゥーネットワーク株式会社の新業態店舗 1 号店。ベーシ
ック商品だけでなく、上質商品、こだわり商品といったワンランク上の商品も揃え、しかも値頃感のある
価格で提供。
※シートゥーネットワーク株式会社は、昨夏、英国最大手スーパーマーケット「テスコ グループ」の一員になっ
ています。今回オープンする「キッチンランド」は、テスコ社の日本進出の足掛かりであり、またシートゥーネット
ワーク株式会社にとっても従来の業態、従来の店名とは違う、新業態での展開の 1 号店となります。

※「キッチンランド」店内には対面販売等で市場の雰囲気を演出する、魚、肉、青果の生鮮３品を始め
とする以下の 5 つのインショップを導入。

・魚耕（鮮魚）
毎日、築地市場から直送の豊富な魚種を提供する魚専門店。
・ニュークイック（精肉・ハム・サラダ・惣菜）
産地直送にこだわった本物の味を適正な価格で販売。プライベートブランドの「紅花牛」「極
（豚肉）」「横濱グルメ倶楽部」、中国山東省直送の飲茶など逸品ばかりを提供。
・フレッシュ ダイトー（青果）
「新鮮」を第一に考えた、毎朝市場より直送した野菜を販売。また、「自然の恵み」、「新鮮トマ
ト」コーナーでは、今が旬の商品を提供。
・海鮮餃子

ジャンク

帆船（中国香港惣菜）

中国人厨師により全て手作りの香港家庭料理の専門店。店内厨房からいつも出来たての炒め
物や、素材にこだわり 1 個 1 個手包みした餃子や焼売を販売。店名にもなっている海鮮餃子
は、旬の野菜と海鮮エビを使った自慢のジャンクオリジナル餃子。

・惣旬亭（和惣菜）
厳選素材を使用した、こだわりの田舎風和惣菜・お弁当店。毎日食べてもあきのこない家庭的
な味、健康に気を配られている方も納得の体に優しい商品を品揃え。

● フロプレステージュ（タルト、ケーキ、手作り惣菜の店）・・・・・・New Shop
前菜からデザートまで 1 つのお店で揃います、をテーマとして展開。店内で焼き上げた出来立てのタ
ルトやバラエティいっぱいのケーキ、サラダ、料理をご用意。
● パティスリー・ムッシュエム（洋菓子）・・・・・・New Shop
手作りの生菓子（ケーキ）を季節の素材を取り入れてフレッシュに提供。誕生日のデコレーションも充
実。焼菓子は「あやとり」シリーズとして創作菓子の数々を 1 個から販売。
● Tofu sweets 茂蔵（豆富、ケーキ）・・・・・・New Shop
今、渋谷で話題の「豆富ちーずケーキ」を中心に、美肌効果の高い豆乳ケーキを多数ラインナップ。
にがりゼリーや、おからドーナツなど、驚きの商品も用意。
● ドゥ・クロッシュ（手作りパイと焼菓子の店）・・・・・・New Shop
パリで 4 年間修業したパティシエが、西所沢で 30 年営業した先代の後を継いだショップ。独自のレ
シピを財産に、自然農法の卵も使ってパイと焼菓子をじっくり焼いて提供。
● 青山シュークリーム（シュークリーム、ロールケーキ）・・・・・・New Shop
サクサクシュー生地に、とろ〜りカスタードクリームの手作りシュークリームと、本格ロールケーキの専
門店。
● サーティーワンアイスクリーム（アイスクリーム）・・・・・・New Shop
本場アメリカ生まれのアイスクリーム専門店。500 種類以上ものフレーバーの中から季節に合わせた
フレーバーを御用意。サンデーやアイスクリームドリンクの他、テイクアウト商品やアイスクリームケー
キも提供。
● 名菓

千鳥屋（和・洋菓子）・・・・・・New Shop

千鳥屋は、寛永 7 年（1630 年）に南蛮菓子の製法を取り入れ焼菓子専門の店として創業。伝統の一
品「千鳥饅頭」、欧風の技術を取り入れ「チロリアン」など、伝統に培われた菓子創りのショップ。
● あられや源兵ヱ（米菓 あられ、おかき、せんべい）・・・・・・Renewal
昔ながらのおかき・お煎餅を吟味された原材料と職人たちのかたくななまでに守り伝えられた伝統の
技の逸品を提供。
● 銀座あけぼの（和菓子）・・・・・・Renewal
代表商品米菓「味の民藝」「それぞれ」、「一粒栗きんとん最中」、季節の涼菓など、毎日のお茶受け
のお菓子から、あらたまった大切な方へのご進物まで、幅広い品揃えの和菓子専門店。
● 井戸端園（茶・茶関連商品）・・・・・・New Shop
生産・製造・販売までを一貫で行う、狭山深蒸し茶の専門店。味わい深く、まろやかな咽ごしの狭山
茶を提供。

● カテキンプラザ「ティーモア」（カテキンティーショップ）・・・・・・New Shop
渋みのお茶タンニンに、健康を一番に考えて厳選した各種フレーバーをカクテルブレンドしたお茶
を提供するティーショップ。
● キリンコーヒー（コーヒー豆、紅茶の店）・・・・・･New Shop
自社工場で作ったコーヒー豆や、ハーブ、フレーバーの茶を品揃え。特にコーヒー豆は店頭でも焙
煎を行っているため新鮮です。
● 新宿

とんかつ

さぼてん（とんかつ）・・・・・・Renewal

おいしいとんかつの専門店。お客様のご要望に合わせたお弁当や盛り合わせなども対応。
● 有機農法食品専門店

こだわり市場
（有機農法食品）・・・・・・Renewal

自然と暮らしにこだわり、国内で有機農業に取り組む生産者たちを応援し、国内産の素材を使用し
た合成添加物不使用の昔ながらの作り方にこだわる食品を販売。
● ＫＯＫＵＭＩＮ（薬・化粧品・日用品）・・・・・・Renewal
基本コンセプトは『美容と健康をトータルでサポート』。薬コーナーでは治療・予防についての相談、
健康増進についてのアドバイス、話題の健康食品のご紹介などのサービスを提供。化粧品コーナー
ではお肌の悩み・最新のメイクについて専門スタッフが親切・丁寧にアドバイス。

■本件についてのお問合せ
株式会社パルコ
新所沢店営業課 中野、船津、吉田
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