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報道資料 

 

浦和パルコからのご案内  
 

 すべてが、新しい。浦和パルコ１０月オープン！ 
 

 
 
 
 
 

＜パースはイメージです＞ 

パースをご希望の方は下記担当 

までご連絡下さい 

かつてないパルコの誕生です。ファッション、食、エンタテインメント＆フィットネスまで、生活

のすべてを新しくするステージが、この秋、登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 

 

「いち早くパルコと出会う、トクベツな夏がはじまる！」 

■夏休みイベントのご案内 

・浦和パルコ、ユナイテッド・シネマ浦和オープン記念ショートフィルムエキストラ参加者募集 

児童文学「晴れた日には図書館へいこう」さいたま市内在住映画エキストラ参加者募集 

・浦和パルコ presents 夏休みファミリー試写会ご招待 

映画「アーサーとミニモイの不思議な国」（吹替版）２３０組４６０名様ご招待 

 

■出店店舗のご紹介 

１．大丸浦和パルコ店 

２．ユナイテッド・シネマ浦和 

３．メガロス浦和パルコ店 

４．紀伊國屋書店 

５．タワーレコード 

６．フランフラン デザインフォーライフ 

７．浦和ロフト 

 

■＜ＰＡＲＣＯカード＞キャンペーン第 2 弾 

＜浦和駅東口に＜ＰＡＲＣＯカード＞特設カウンターを設置！＞ 

１． 特設カウンターでご入会頂くとパルコオリジナル納涼セットをプレゼント！ 

２． 期間中に新規入会頂くと全国のパルコで使えるお買い物券１，０００円分をプレゼント！

３． 会員限定！パルコのエンタテインメントプログラムに抽選で計80組160名様をご招待！

 



  

 

「いち早くパルコと出会う、トクベツな夏がはじまる！」 

浦和パルコでは 10 月のオープンに先駆けまして、この夏地域の皆様と一緒に楽しめる 

イベントを開催致しますのでご案内いたします。 

○この街といっしょにスクリーンデビューしよう！ 

浦和パルコ、ユナイテッド・シネマ浦和のオープンを記念して、「地域の皆様にひと

りでも多く“映画の世界”に触れていただきたい」というコンセプトのもと、“ご当地シ

ョート・フィルム”を製作することが決定いたしました。浦和の街を舞台にした短編映

画を浦和パルコとユナイテッド・シネマ共同で製作します。 
作品概要は、下記のとおりです。 

◆製作  浦和パルコ ユナイテッド・シネマ浦和 

◆原作  緑川聖司・作／宮嶋康子・絵『晴れた日は図書館へいこう』  

                         小峰書店刊／1,575 円 

◆脚本  山室有紀子 「タッチ」(長澤まさみ主演)「眉山」(松嶋菜々子主演)  

◆公開形態 ユナイテッド・シネマ浦和 OPEN から公開予定 【入場無料】 

◆撮影日程 ８月下旬から９月上旬さいたま市内の某所にて撮影予定。 

本作撮影に際して地元さいたま市在住のエキストラ参加者募集中 詳細は下記を参照下さい。 

ショートフィルムエキストラ参加者募集要項 

この夏 映画製作の現場をのぞいて、映画に出演しよう！！ 

現在、８月下旬撮影予定のこの映画に出演してくれるさいたま市在住の小学生男女２０名程度の

エキストラを募集中です。 
参加応募に際しては浦和パルコの浦和パルコホームページまたはハガキにて下記の必要事項を記入

の宛先までご応募下さい。 
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浦和パルコ、ユナイテッド・シネマ浦和のオープン記念ショートフィルム 

 

『晴れた日は図書館へいこう』の映画化製作が決定！！ 
 

さいたま市内在住の小学生エキストラ参加者募集

■応募資格                 さいたま市在住の小学生（男女 20 名程度） 

■ハガキでの応募先 

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 1-14 飯田橋 REEPLEX B'S 8 階 

株式会社 ダブ内 『晴れた日は図書館へいこう』ショートフィルムエキストラ参加係 

■応募記入必要事項           住所 氏名 年齢  性別 電話番号を記入下さい。 

■ホームページからの応募先      ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐａｒｃｏ-ｕｒａｗａ．ｃｏｍ/（パソコン、携帯共に） 

■応募締切                 ２００７年８月２０日（月） 【郵送の場合は消印有効】 

■撮影予定日                ８月下旬～９月上旬（予定） 

■撮影場所                 さいたま市内某所（未定） 

■エキストラ参加者へのご案内に関して 

応募者多数の場合は抽選となりますのであらかじめご了承下さい。当選者のみ制作会社より 

お電話にて詳細についてご連絡いたします。 

■本件に関するお問合せ ユナイテッド・シネマ株式会社 マーケティング部 田部井 藤江 

                               TEL:０３－３２２４－３２２６ ＦＡＸ:０３－３２２４－３２２７ 



  

 

 

浦和パルコ presents 夏休みファミリー試写会開催！ 

映画「アーサーとミニモイの不思議な国（吹替版）」に 

230 組 460 名様ご招待！ 

 

リュック・ベッソン監督が贈る実写と３－D アニメが融合した 

ミラクルファンタジーアドベンチャー！ 

浦和パルコオープンを記念し、夏休みをより楽しんでいただく企

画として、この秋話題の作品を地域の皆様にいち早くご観覧い

ただく機会を設けさせていただきます。 

 

 

                           c/2007 EUROPA

監督：リュック・ベッソン 

CORP-AVALANCHE PRODUCTIONS-APIPOULAI PROD 

セリーヌ・ガルシア 

５日（土）１３:００開場 １４:００上映開始 

■

ま市民会館うらわ（JR 浦和駅西口） 

＜

：住所・氏名・年齢・電話番号を記載の上、以下の住所に郵送 

７F 

●インターネットで応募 

内のエントリーフォームよりご応募お願いいたします。 

ＲＬ： www.parco-urawa.com/ 

締切 

日（金）必着（当選発表は発送をもって代えさせていただきます） 

６４５－５７０５ 

脚本：リュック・ベッソン＆

出演：フレディ・ハイモア、ミア・ファロー 

 

 

 

■日時 

８月２

会場 

さいた

募集要項＞ 

●ハガキで応募

〒３３０－０８０２ さいたま市大宮宮町１－３８－１野村不動産大宮共同ビル

「リビング試写会事務局 P 係」 

浦和パルコホームページ

 

Ｕ

 

■

 8 月 3

■お問合せ先 

 ＴＥＬ：０４８－
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■ 主な出店店舗のご紹介 

 

１．大丸浦和パルコ店（地下１Ｆ：食品） 

 

 

 

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“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。 

 

２．ユナイテッド・シネマ浦和（６・７Ｆ：シネマコンプレックス） 

 

 

 

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ラウンジを設け、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。 

 

３．メガロス浦和 パルコ店（６・７Ｆ：フィットネスクラブ） 

 

 

 

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。 

 

 

４．紀伊國屋書店（５Ｆ：書籍） 

 

 

落ち着いた雰囲気の店内は、雑誌・趣味・生活実用書から専門書まで幅広いジャンルの品揃え。ヤン

グはもちろん、ビジネスマン、ＯＬ、週末にはご家族連れも楽しめます。 

文教都市の書店として、学習参考書が充実。店外の通路からガラス越しに見通せる児童書コーナーに

はお子様が遊べるスペースもございます。店内の本探しには検索機「ＫＩＮＯナビ」もお手伝い。「ＫＩＮＯ

ナビ・モバイル」では携帯電話で外からの検索も可能です。 
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５．タワーレコード（４F：ＣＤ、レコード、ＤＶＤ） 

 
 
「NO MUSIC, NO LIFE.」をコーポレートボイスに掲げ、全国 76 店舗を展

開するタワーレコード。埼玉県内 3 店舗目となる浦和店は、話題の新

譜をはじめ名盤・定番など、常時約 6 万枚の CD・DVD を揃えます。店

内には、座って試聴ができる「ラウンジスペース」を設置。お客様にゆっ

いただける他、約 300 枚の CD 試聴も可能となります。ご来店する高感度なお客様に向け、音楽との出

会いの場をご提案いたします。 

いただける他、約 300 枚の CD 試聴も可能となります。ご来店する高感度なお客様に向け、音楽との出

会いの場をご提案いたします。 

たりとくつろいで音楽を楽しんでつろいで音楽を楽しんで

  
  
６．フランフラン デザインフォーライフ６．フランフラン デザインフォーライフ（３Ｆ：インテリア、雑貨、ファブリック） 

 

 

 

 

コンセプトは「カジュアルスタイリッシュ」。都市生活者に向けたデザインコンシャスショップとして高品質

インテリアアイテムをラインナップ。様々にコーディネイトすることで空間の中で生きてくる家具や雑貨を

提案します。使うたびに気持ちよく、良質で価格もリーズナブル。毎日の生活をポジティブに楽しめるよ

うな豊かな空間作りをお手伝いします。 

 
 
７．浦和ロフト（３Ｆ：コスメ、ステーショナリー、雑貨） 

 

 

 

生活雑貨専門店ロフトが作った、小さくて、楽しくて、使いやすいキュー

トな新業態「ミニロフト」。「浦和ロフト」はいつでもワクワクさせてくれる

ロフトの魅力はそのままに、コンパクトでデイリーなお買い物をしやす

いお店です。「ビューティ＆ケア」「ステーショナリー」をメインに、ロフトで人気のギフトを集めた「ゼネラル

ギフト」、季節ごとに表情を変える「ロフトマーケット」による売り場構成です。 

 

                                        ＊店名は変更になる場合もございます 
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＜ＰＡＲＣＯカード＞キャンペーン第 2 弾 

オープン前からトクしちゃおう！ 

夏休み入会特別キャンペーンのご案内 

 

パルコを楽しむ必需品＜PARCO カード＞ 

 

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第 2 弾がスタートいたします。 

 

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。 

カード発行から 

1 ヶ月間５％ＯＦＦ 

書籍・ＣＤ・レストラン・食品もＯＫ 

年間 

約 100 日５％ＯＦＦ

書籍・ＣＤ・レストラン・食品もＯＫ 

クラスＳ会員（年間 20 万円のご利用で翌年度 1 年間） 

毎日５％ＯＦＦ 

書籍・ＣＤ・レストラン・食品もＯＫ 

これだけオトクで 

年会費永久無料 

＊＜PARCO アメリカン・エキスプレス・カード＞は年会費 3,150 円（税込み） 

 

＊パルコでの利用特典です。一部店舗・商品及びキャッシングを除きます。 

いまなら 全国のパルコで使える 

優待券 1,000 円分プレゼント！ 

＊お申込み手続き完了後・カード発行時に同封いたします 

ＷＥＢからのお申込みの方は⇒www.parco-urawa.com 

浦和ＰＡＲＣＯ PRESS RELEASE                          2007 年  ７月１２日          6

 

＜浦和駅東口特設カウンターにて新規入会受付！＞ 

パルコのオープンする浦和駅東口に、＜PARCO カード＞入会カウンターを設置いたします。 

■場所 

浦和駅東口 スミダビル会場 さいたま市浦和区東高砂町９－１ 第１スミダビル新館１F 

■日時 

7/13（金）～16（月・祝）、21（土）・22（日）・28（土）・29（日） 

■受付時間 11：00～17：30 

■7/13（金）～16（月・祝）4 日間限定入会特典 

 12 日配布の浦和パルコのチラシをご持参していただき、特設カウンターにてご入会いただきますとパ

ルコオリジナル納涼セットを各日先着 100 名様にプレゼント！！ 

（夏を潤す日本の名水百選 大分竹田湧水と 2007 パルコうちわのセット） 



  

 

会員限定！パルコのエンタテインメントプログラムに抽選で 

計 80 組 160 名様をご招待！ 

◇ル・テアトル銀座 ｂｙ ＰＡＲＣＯ

「美輪明宏音楽会＜愛＞」 

１０組２０名様 （８／２５（土）〆切） 

ご招待日：９／１３（木）１８：３０開演 

９／１６（日）１５：００開演 

（各日５組１０名様） 

あなたの心に優しく染み入るうるおいに溢れた唄の数々。愛のドラマ溢れる美

輪明宏の唄をどうぞお楽しみください。 

 

◇渋谷シネクイント（渋谷パルコＰａｒｔ３内） 

５０組１００名様 （８／５（日）〆切） 

＋松田龍平＋菊池凛子ほか話題のキャスト。初めての一人暮ら

ＱＵＡＴＴＲＯ（渋谷パルコクアトロ内）

「恋するマドリ」 

 

新垣結衣

し、偶然が運命の出会いを運んでくれた。切ないけれど、心が“ニッコリ”し

てしまう都会の中のラブストーリー。浦和パルコにも出店するフランフラン

のブランド１５周年を記念して企画された作品です。8 月中旬より公開予定 

 

 

◇渋谷ＣＬＵＢ 
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２０組４０名様 （８／２５（土）〆切） 

心に染み込む天性の 歌声。フレン

カード>入会特設カウンターにて配布するエントリー用紙または浦和パルコ・ホー

いただきます。 

に添えない場合もございま

「テテ来日公演２００７」 

ご招待日：９／２３（日）１９：００開演 

９／２４（月・振休）１８：００開演 

（各日１０組２０名様） 

メロディ・センス、一度聞いたら忘れられない

チ・ソウル・ミュージック。待望の来日公演 

 

＜参加資格＞ 

＜PARCO カード＞新規ご入会の方及び＜PARCO カード＞会員の方 

＜申し込み方法＞ 

浦和駅東口＜PARCO

ムページ上のエントリーフォームにてご応募ください。 

＊尚、当選発表は、招待券の発送をもってかえさせて

＊「美輪明宏音楽会＜愛＞」「テテ来日公演２００７」のご招待日は、ご希望

すので、あらかじめご了承ください。 

●既に浦和パルコＨＰよりオンライン入会または、浦和パルコ周辺受付カウンターにてパルコカードにご 

入会のお客様もご応募いただけます。 



  

 

【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 65,000 ㎡ 

開店日 ２００７年 10 月 

ハウスカード ＜ＰＡＲＣＯカード＞ 

建物規模           

 

地上１０階 地下４階  

・  商業（当社使用部分）    ：地下 1 階～地上 7 階 

・ 公共施設            ：地上 8 階～地上 10 階 

・ 駐車場              ：地下 4 階～地下 2 階 

・ 駐輪場              ：地下 2 階 

 

【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７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 

 

 

 

◆本件に関するお問合せ先 

 

㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）  電話：03-3477-5710  FAX：03-3477-5769 
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