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ショッピングセンターの草分け「池袋パルコ」の開店（1969 年１１月）から４０年を

迎え、この秋よりパルコ全２０店舗で周年謝恩企画を展開していきます。 
 

この度、株式会社パルコは、１号店である池袋パルコの開店４０周年（1969 年 11 月 23 日オープン）を

迎えます。これを記念して、９月より池袋パルコ・渋谷パルコを中心に周年イベントを始動、秋の大型連

休を皮切りにクリスマス商戦に向け、『ＰＡＲＣＯ４０周年キャンペーン』を展開していきます。 
 

秋の大型連休より第１弾としまして、開店４０周年を迎える池袋パルコでは『１９６９年＝６９（ＲＯＣＫ）』

にちなんだ限定商品を発売、また全国 20 店舗では謝恩テーマを反映した共通企画「ＰＡＲＣＯ Ｔｈａｎｋｓ 

Ｗｅｅｋ」を開催いたします。 
 

１１月からは第２弾キャンペーンを展開。池袋パルコでは１１月に周年記念イベントを集約、全国店舗

では１１月月末に、優待企画・イベント・サービス企画満載の顧客謝恩セールを開催していきます。 

また、これまでのＰＡＲＣＯの活動（ネットワーク）をふまえ、渋谷パルコのクリスマスツリープロジェクト

など、カルチャー・アート・エンターテインメント・企業コラボレーション等の要素を融合させたイベントを

続々と展開してまいります。 

 

―４０周年キャンペーン 第１弾 トピックスー 

■４０周年を迎える池袋パルコでは【１９６９年＝６９（ロック）】をテーマにイベント満載！ 

【周年限定企画】  ・人気約１００ショップ参加！ 『６９（ロック）』モチーフの限定グッズ勢揃い 

【周年イベント】   ・４０周年を記念したスペシャルイベント！  

遊びの天才『ビートたけし×所ジョージ』がタッグを組んだ展覧会 開催決定！ 
 

■４０周年記念 パルコファクトリー（渋谷パルコ）ラインナップ  

【第１弾】   ・坂本龍一 エコプロジェクト ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓ 写真展「ＴＯＵＣＨ ＷＯＯＤ」開催 

【第２弾】   ・カルチャーシーンの各界を代表するクリエイターによるトークセッション 

「ＴＯＫＹＯ ＣＵＬＴＵＲＥ☆ブッタギリ」 ３日間日替わりゲストが登場 
 

■秋の大型連休に４０周年謝恩企画第１弾 「ＰＡＲＣＯ Ｔｈａｎｋｓ Ｗｅｅｋ」開催  

・連休ベリーマッチ！街中（マチナカ）ショッピングを盛り上げるイベント満載の６日間！ 

 

■４０周年謝恩！４ヶ月連続、各月４，０００名様にポイント４０倍のＢＩＧチャンス！  

・月末がお得なチャンス！使って貯まる永久不滅ポイントを抽選でプレゼント 

 

 

◆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 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

Tel：03-3477-5781 Fax：03-5489-7481 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス 

パルコ全２０店舗で周年謝恩企画を開催 

ＰＡＲＣＯ ４０周年キャンペーン始動！  



池袋パルコ 【1969 年＝６９（ロック）】テーマの周年イベント、開催！ 

“６９”Limited 池袋パルコ、人気の約１００ショップが参加！  

【６９（ロック）】モチーフの限定グッズを販売 

『ROCK』にちなんだ限定商品、この冬“押さえ”のライダースジャケットからウッド 

ストック T までここでしか手に入らない商品を取り揃えております。 

■9 月 18 日(金)より発売開始 
■参加ショップ一例： 

・ジャーナルスタンダード＝〈メンズ〉ウッドストック(音楽)×ウッドストック(スヌーピー) 

フードパーカー  ・シップス＝ロゴＴシャツ 

・ユナイテッドアローズ＝〈メンズ〉レザージップブルゾン 

 

 

 

 

人気ブランド×PARCO IKEBUKUROCK コラボ T シャツ プレゼント 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催予告  

遊びの天才「ビートたけし×所ジョージ」 

全日本選抜国際ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 開催決定！ 
■会期：11 月 7 日（土）－11 月 23 日(月・祝)  ■会場：別館 Ｐ´ＰＡＲＣＯ ８Ｆ 

■入場料：一般 500 円・学生 400 円・小学生以下無料  

業界騒然!!幻のスクープ誌として、絶賛発売中の『ＦＡＭＯＳＯ』の展覧会を開催。掲載 

されたスクープ記事の物的証拠（衣装・小道具）の展示をはじめ、未公開写真や、２人の遊び場である所さんの秘密基地“世田谷

ベース”のアイテムたちを豪華に並べ、さらに会場限定オリジナル“おバカ”グッズの販売もある、遊び心に満ちた大展覧会です。 

■日程：9 月 18 日(金)―20 日(日) 

■引換場所：本館 3F エスカレーター横特設会場 

       別館 P’PARCO １Ｆエスカレーター前特設会場

 

期間中、池袋パルコにて当日の 10,000 円以上お買上げレシート

をお持ちの方各日先着 300 名様（各 100 名様）にプレゼント。  

※店舗毎の合算不可 ※なくなり次第終了 

 

別館 P’ PARCO3F『X-girl』×PARCO IKEBUKUROCK 

T シャツ 
本館 3F『JOURNAL STANDARD』× 

PARCO IKEBUKUROCK T シャツ 

本館 B1F 南エリア 『snidel』 ×PARCO IKEBUKUROCK 

ポーチ 

全国のお客様にも購入のチャンス！ 

パルコのオンラインモール『PARCO CITY』で限定販売、決定 

■9 月 18 日(金)～10 月 22 日（木） ■ｗｗｗ．ｐａｒｃｏ－ｃｉｔｙ．ｃｏｍ 

http://www.parco-city.com


渋谷パルコからカルチャーシーンを刺激する周年ラインナップ！ 

アート・カルチャー・エンターテインメントシーンを代表するヒトとのコラボレーション 

■パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１）  

パルコのコンテンツ発信拠点『パルコファクトリー』から４０周年を記念して、 エコ・アート・カルチャーと多様なコンテンツ 

を続々と発信。 

 

【４０周年ラインナップ・第１弾】   坂本龍一主催の森林再生プロジェクトにＰＡＲＣＯも参画 

『ＴＯＵＣＨ ＷＯＯＤ』～森に、贈ろう！more treesチャリティ写真展～  
■会期：９月４日（金）－９月２３日（水・祝） 会期中無休 

■森づくり参加料：500 円(税込) 小学生以下無料 

「more trees」は坂本龍一が発起人となり 2007 年に設立、「more trees=もっと木を」という 

メッセージのもと活動する森づくりプロジェクト。このプロジェクトに賛同する写真家 13 名 

による「森」をテーマにしたチャリティ写真展を開催。会場では、日本の森の「間伐材」を 

使用したフレームに収めた写真を展示、販売。売上の一部を「more trees」の国内外での 

森林育成活動費に還元します。 

 

 

 

 

 

 

【４０周年ラインナップ・第２弾】  

今のカルチャーシーンの各界を代表するクリエイターによる３日間限りのトーク・ライヴ！！  

Special Talk LIVE ［TOKYO CULTURE☆ブッタギリ！］ 

■会期：９月２５日（金）－９月２７日（日）  ■入場料：無料＊ご予約下さい 

現在の［TOKYO CULTURE］の牽引者をゲストに迎え、TOKYO カルチャーの震源地｢渋谷｣で開催されるトーク・ライヴ！ 

●２５日（金）１９－２１時 ［ROCK&COMMERCIAL］ 箭内道彦（クリエイティブディレクター）×増子直純（『怒髪天』ボーカル） 

●２６日（土）１５－１７時 ［CINEMA&MOVIE］ 佐藤祐市（映画監督）×池田鉄洋（俳優）×井手陽子（映画プロデューサー） 

●２７日（日）１５－１７時 「BOOK＆ANIMATION」 幅允孝（ﾌﾞｯｸﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）×伊賀大介（ｽﾀｲﾘｽﾄ）×細田守（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ監督） 

【４０周年ラインナップ・第３弾】 

あの不思議な芸風で大人気の｢もう中学生｣が幸せな展覧会を開催！  

もう中学生 ～幸せになる～ギャグ・アート展 ～魅惑のワクワク!もう中の世界!!～ 

■会期：１０月１日（木）―10 月１３日（火・祝） ■入場料：一般３００円（税込） 学生２００円 小学生未満無料 

ネタでお馴染みのダンボールをキャンバスにした小道具、数１０冊に及ぶネタ帳や、本人貴重映像や写真の数々を一挙大公

開！本人のワークショップなど各種ファン参加イベントも開催予定。 

【４０周年ラインナップ・第４弾】 

世界の村上隆が発掘した注目の高校生アーティスト｢小出茜｣の初展覧会 『女子脳小部屋』展 
■会期：１０月１７日（土）－１１月３日（火・祝） ■入場料：一般３００円 学生２００円 高校生以下無料 

「ＧＡＩＳＡＩ」からデビューした１０代の初々しい高校生アーティスト「小出茜」の初展覧会 

●トークイベント● (司会 more trees 事務局長 水谷 伸吉) ※9 月 4 日(金)より予約開始（電話予約可） 

・9 月 13 日（日）15：00 ･ 16：00  ■ゲスト：M.HASUI(写真家)、MOTOKO(写真家) 

・9 月 17 日（木）18：30 ･ 20：30  ■ゲスト：Shing02(音楽家)、神無月好子(オーガニックライフスタイリスト) 

・9 月 19 日（土）17:00 - 18：30  ■ゲスト：田中淳夫(森林ジャーナリスト)   

©MOTOKO 



秋の大型連休に４０周年企画第１弾『ＰＡＲＣＯ Ｔｈａｎｋｓ Ｗｅｅｋ』 

連休ベリーマッチ！ 

街中（マチナカ）ショッピングを盛り上げるイベント満載の６日間！ 

■タイトル：「ＰＡＲＣＯ Ｔｈａｎｋｓ Ｗｅｅｋ」  

■日程：２００９年 ９月１８日（金）－２３（水・祝） ６日間  
 

■全店共通企画■ 

〈ＰＡＲＣＯカード〉５％ＯＦＦ＋永久不滅ポイント２倍  

〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズは４倍 

顧客謝恩として、パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞会員への恒例・５％ＯＦＦ優待 

に加え、ポイント２倍企画を期間限定で展開。年間２０万円以上買上の特別顧客 

〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉会員は４倍で付与いたします。 

９月１８日(金)はさらにスペシャル ５００円分優待券進呈 

■９月１８日(金)限定 〈ＰＡＲＣＯカード〉で１０，０００円以上（合算不可）お買上の方対象 

 

＊池袋パルコ開店４０周年同様に周年の節目を迎える、名古屋パルコ・調布パルコ（開店２０周年）、松本パルコ（開店２５周

年）、広島パルコ（開店１５周年）、仙台パルコ（開店１周年）では、期間中、周年謝恩企画を展開していきます。 

 

■周年店舗 企画内容■ 

【名古屋パルコ】 ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ Ｔｈａｎｋｓ Ｗｅｅｋ □日程：９月１８日（金）－２３（水・祝） 

□企画内容 ：    ●２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＡＬＥ 「１７０ショップでのプロパー１０％ＯＦＦ」 

・内８０ショップは９月１８日（金)限定１５％ＯＦＦ 

             ●合計７，６００名様 ＰＡＲＣＯ×人気ブランド 日替わり先着プレゼント 

 ジルバイジルスチュアート・ジェラート ピケ・シップス etc 計１２ブランド 

●世界唯一 野菜スイ―ツ専門店『ポタジエ』期間限定ＯＰＥＮ 

●｢個展 忌野清志郎の世界｣  

（■西館８Ｆパルコギャラリー ■9 月 18 日（金）－10 月 12 日（月・祝）） 

 

【広島 パルコ】  15 周年記念 ＰＡＲＣＯ Ｔｈａｎｋｓ Ｗｅｅｋ  □日程：９月１８日（金）－２７（日） 

□企画内容 ：     ●全館セール 約１００ショップ 全商品１０％ＯＦＦ／限定商品・ノベルティ 

              ●ケアンズ旅行ほか約３，０００名様に豪華があたるＰＡＲＣＯ抽選会『ガチャレンジャー』 

               パルコでの５，０００円（合算不可）以上お買上でワンチャンス 

 

【仙台 パルコ】  １ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ □日程：９月１１日（金）－２７（日） 

□企画内容 ：     ●仙台 大規模！ S‐PAL×PARCO Fashion Show  ■日程：９月１９日（土） 

●少年ジャンプの人気キャラクターショップ「ＪＵＭＰ ＳＨＯＰ」が仙台初上陸   

■会期：９月９日（水）－９月２７（日） ■会場：４Ｆ・パルコスペース４ 

 

【調布 パルコ】  20 周年記念 世界遺産チャリティアートエキジビジョン 

「ＰＩＥＣＥ ｏｆ ＰＥＡＣＥ －ＳＥＬＥＣＴ－ ―『レゴ®』で作った世界遺産展ｐａｒｔ２―」 

■会期：９月１８日（金）－９月２７（日） ■会場：５Ｆ催事場 ■入場料：無料 

 



40 周年謝恩！4 ヶ月連続、各月 4,000 名様にポイント 40 倍のＢＩＧチャンス！ 

月末がおトクなチャンス！使って貯まる永久不滅ポイントを抽選でプレゼント 
 

〈ＰＡＲＣＯカード〉のご利用で１，０００円毎に１ポイント貯まる永久不滅ポイント。パルコのハウスカード〈ＰＡＲＣＯカード〉会

員の皆様へは、４０周年を記念したお買物サービスとして、使って貯まる！お得なポイント企画を実施いたします。お買物で

の特典に加えて、利用で貯まるポイントでさらにお得感満載です。 

 
■日程：９月：２５日(金)－２７日(日) ３日間  

１０月：２３日(金)－２８日(水) ６日間 

１１月：２６日(木)－２９日(日) ４日間 

１２月：２２日(火)－２７日(日) ６日間（仮） 

期間中、パルコにて〈ＰＡＲＣＯカード〉をご利用のお客様の中から抽選で 

毎月４，０００名様に、期間中のパルコのご利用総額に対し、永久不滅ポイ 

ントを４０倍進呈いたします。 

 

ポイントでショッピング！永久不滅ポイント交換キャンペーン 

■会期：１０／２３（金）－１０／２８（水） ６日間 

期間中は、ＰＡＲＣＯ・セゾンカウンターでのポイント交換がお得。４００ポイントを『ＰＡＲＣＯ商品券2,000円分』に引換されたお客

様には、500円分のご優待券を進呈。また、６日間限定の各店オリジナル商品もご用意。先着で交換いただけます。 

 

※上記〈ＰＡＲＣＯカード〉に関する企画詳細は、http://www.parcocard.jp/をご確認下さいませ。 

■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要： 

・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード ・年会費・入会費無料 

 (アメリカン・エキスプレス付き〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/年会費無料の２種) 

・《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての《セゾン》カード機能＋オリジナル特典 

・発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ年数回開催の５％ＯＦＦ期間あり  

会員優待企画へのご招待やセール情報をいち早くご案内 

 

■〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズ ・・・ パルコ、及びオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』での年間お買上累計額

が２０万円以上の方は、翌年１年間パルコでのショッピングが年間いつでも５％ＯＦＦ、パルコでのご優待特典が盛りだくさん

の〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉会員となります。 

 

http://www.parcocard.jp/
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