浦和ＰＡＲＣＯ PRESS RELEASE

2007 年

５月１８日

浦和パルコからのご案内

浦和駅東口へ 2007 年秋にオープンを予定しております浦和パルコからパルコ
のハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞のご紹介とカードの特典・出店店舗でのカ
ードメリットをご案内いたします。
今後もオープンへ向けてキャンペーン情報や様々な企画など、浦和パルコの
情報をご案内させていただきますので、貴媒体にて、是非、ご取材をいただき
たくお願い申し上げます。

■ご案内内容
１．浦和パルコ＜ＰＡＲＣＯカード＞入会キャンペーンスタート
・＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会キャンペーン
・「第 6 回 さいたま市 浦和うなぎまつり」へパルコブース出店
主な出店店舗の＜ＰＡＲＣＯカード＞メリットのご案内
・大丸浦和パルコ店（地下１Ｆ：食品）
・ユナイテッド・シネマ浦和（６・７Ｆ：シネマコンプレックス）
・メガロス浦和 パルコ店（６・７Ｆ：フィットネスクラブ）
２．浦和パルコホームページ開設
・5 月 21 日サイトアップ予定

●本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当 （広報・ＩＲ）
Tel 03-3477-5710 Fax 03-3477-5769
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス
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浦和パルコ＜ＰＡＲＣＯカード＞入会キャンペーンスタート
浦和パルコでは 2007 年秋に予定しておりますオープンに先駆け、パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカー
ド＞の入会キャンペーンをスタートいたします。今だけの＜ＰＡＲＣＯカード＞入会メリットや浦和パルコの出
店店舗でのカードメリットをご案内させて頂きます。更に浦和パルコのキャンペーン情報などが続々掲載さ
れていくホームページも開設し浦和パルコの情報をいち早く提供していきます。貴媒体に於かれましては、
是非、ご取材を頂きたくお願い申し上げます。

○パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞入会キャンペーンスタート！
いち早く、浦和パルコのメンバーズに！
浦和パルコではパルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカード＞の入
会キャンペーンがいち早くスタートいたします。
入会金・年会費無料で国内・海外加盟店で幅広くご利用いただけ、
ポイントに有効期限のない《セゾン》永久不滅ポイントが貯まるおトク
なハウスカードとなっています。
ご入会のキャンペーン第一弾として、ホームページ上でのオンライン入会をスタートいたします。

＜ＰＡＲＣＯカード＞のお得なサービス
【特典１】発行後約一ヶ月間、及び期間限定（年間１００日程度）で、パルコでのお買い物が５%OFF
【特典２】クラスＳ会員はパルコでのお買い物がいつでも５%OFF
＊クラスＳ会員・・・パルコで年間 20 万円以上ご利用頂いたお客様
【特典３】ポイントを貯めてプレゼントをゲット！《セゾン》永久不滅ポイント
＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会キャンペーン
■キャンペーン期間
2007 年 5 月 21 日（月）～
■オンライン入会サイト
ＵＲＬ ｗｗｗ．ｐａｒｃｏ－ｕｒａｗａ．ｃｏｍ/ｃａｒｄ/
■キャンペーン内容
オンライン専用ページより＜ＰＡＲＣＯカード＞に入会手続きをしていただくと、カード発行時にうれしい
特典をご用意しております。
＜特典＞もれなく、浦和パルコはもちろん、全国のパルコで使える 1,000 円分の優待券をプレゼント。
＊優待券はカード発行時にカードと一緒に郵送させて頂きます
「第 6 回 さいたま市 浦和うなぎまつり」へパルコブース出店！
浦和地区の歴史ある名物「うなぎ」をテーマにした食の祭典へ浦和パルコのブースが出店します。会場
では＜ＰＡＲＣＯカード＞の入会キャンペーンを実施。ご入会者全員に、全国のパルコで使用できる
1,000 円分の優待券進呈。更に抽選で「うなぎ寿司」を 50 名様にプレゼント。
■日時

2007 年 5 月 26 日（土）ＡＭ10:00～ＰＭ4:00（雨天の場合は翌 27 日（日）へ順延

■場所

さいたま市役所東側広場及び南側駐車場

＊当日は大丸浦和パルコ店もブースを出店いたします
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■ 主な出店店舗の＜ＰＡＲＣＯカード＞メリットのご案内
１．大丸浦和パルコ店（地下１Ｆ：食品）
＜店舗紹介＞
デパ地下と高質スーパーマーケットを融合させ
た、ライフスタイル提案型の新業態「食の専門大店」が浦和パルコ地下１Ｆにオープンします。
ストアコンセプトは、「毎日が美味しくて、楽しく便利な私の街の“新鮮市場”」。
デパ地下のグルメ性と食品スーパーのデイリー性をベースに、その場で食べられるイートインや、実演を多く取
り入れた販売方法など、「美味しさ・楽しさ・快適さ・便利さ」に溢れたエキサイティングな売り場を展開いたしま
す。

＜ＰＡＲＣＯカード＞メリット
・カードフェア期間中は食品も５％OFF！
・クラスＳ会員の方なら食品はいつでも５％OFF
＊＜ＰＡＲＣＯカード＞ご利用によるお買い物が請求時に５％OFF、他のサービス併用不可

２．ユナイテッド・シネマ浦和（６・７Ｆ：シネマコンプレックス）
＜店舗紹介＞
形見一郎氏デザインによる、白を基調とした吹き抜けが気持ち
いい、9 スクリーン約 1,800 席のシネマコンプレックスが浦和パ
ルコに登場します。
両肘掛けの付いた座席幅 62cm のシートを配し、話題作を続々と上映。
メゾネット 2 階部分にはシネマライブラリーカフェを設け、さらに映写室の一部の壁をガラスにし、映画（館）の仕
組みを見て頂くことが可能。
‘HI LIFE =映画館のある豊かな生活’というコンセプトに、映画を観ることにととどまらず、ファミリーでも、恋人
同士でも、お一人でも、映画に新鮮に向き合える空間を提供します。

＜ＰＡＲＣＯカード＞メリット
・＜ＰＡＲＣＯカード＞提示で３００円 OFF
＊窓口料金一般（通常 1,800 円）のみ有効、他の割引サービスとの併用不可

３．メガロス浦和 パルコ店（６・７Ｆ：フィットネスクラブ）
＜店舗紹介＞
浦和でもっとも駅チカのフィットネスクラブが浦和パルコにオープン。
本格派はもちろん、女性やご年配の方にも配慮した使いやすいマシンを導入
するとともにコンディショニングプログラムを充実させ、初心者の方でもお気軽
にご利用できる環境づくりを現在進行中。ご期待ください。

＜ＰＡＲＣＯカード＞メリット
・＜ＰＡＲＣＯカード＞提示で、入会時事務手数料 5,250 円 が無料！
＊他のサービス併用不可
＊ 店名は変更になる場合もございます
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○浦和パルコホームページ開設
＜オープン前より浦和パルコの情報を掲載していきます！＞
浦和パルコではオープン前までに開催されるイベント情報や店舗
の情報を紹介していくホームページを開設いたします。（5 月 21
日・月サイトアップ予定）
またホームページ上からパルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカ
ード＞に入会できるオンライン入会ページも開設いたします。
入会できるオンライン入会ページも開設いたします。
ＵＲＬ：www.parco-urawa.com
＜サイトイメージ＞
☆ホームページコンテンツ紹介
＜ＴＯＰページ＞施設概要、一部テナント情報をご覧頂けます。
＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会エントリーページ
パルコのメンバーズカード＜ＰＡＲＣＯカード＞にオンラインで入会出来ます。
【施設概要】
名称

浦和パルコ

所在地

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町地内

延床面積

約 108,006 ㎡（32,672 坪）

敷地面積

約 11,222 ㎡（3,395 坪）

開店日

２００７年秋

ハウスカード

＜ＰＡＲＣＯカード＞

建物規模

地上１０階 地下４階 高さ５３．２ｍ

・
・

商業（パルコ部分）
公共施設（図書館他）

：地下 1 階～地上 7 階
：地上 8 階～地上 10 階

・

駐車場

：地下 4 階～地下 2 階

（８５０台）

・

駐輪場

：地下 2 階

（１６２２台）

掲載完成予想イメージ図につきましてご希望がございましたら弊社広報担当までご連絡下さい。

＜完成予想イメージ＞
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【参考資料】
株式会社パルコ 概要 （200７年 2 月末現在）
本社所在地

東京都豊島区南池袋 1－28－2

（本部所在地）

東京都渋谷区神泉町 8－16 渋谷ファーストプレイス

設立年月日

1953 年 2 月 13 日

上場取引所

東京証券取引所第一部

資本金

26,867 百万円

連結売上高

266,645 百万円（2006 年度）

代表者

伊東 勇

従業員数

488 名

事業内容

ショッピングセンター運営 他

店舗所在地（2007 年４月現在）
池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘（以上東京都）、千葉、津田沼（以上千葉県）、
厚木（神奈川県）、新所沢（埼玉県)、宇都宮（栃木県)、札幌（北海道)、名古屋（愛知県)、静岡（静岡県）
松本（長野県）、心斎橋（大阪府）、大津（滋賀県）、広島（広島県）、大分（大分県）、熊本（熊本県)
以上 19 店舗

●本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社 パルコ 企画室 情報企画担当 （広報・ＩＲ）
Tel 03-3477-5710 Fax 03-3477-5769
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス
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