福岡パルコ NEWS RELEASE

2010 年 1 月 12 日（火）

福岡パルコ
2010 年 3 月 19 日（金）
グランドオープン
株式会社パルコ（本社：東京都、代表執行役社長：平野 秀一）は、福岡県福岡市中央区天神におきまし
て開業の準備を進めてまいりました「福岡パルコ」を、２０１０年３月１９日（金）にグランドオープンすることを決定
いたしましたので、その概要についてお知らせいたします。

■出店の経緯
株式会社パルコは、「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」という経営理念の下、国内最大の都市型商業ディベロッパーとして、１９６９年、
東京・池袋に 1 号店を開店し、現在国内２０箇所で都市型ショッピングセンター「パルコ」を展開しています。
当社はかねてより、九州最大の都市であり、アジアの玄関口、全国的に見ても屈指の商業集積エリアである
「福岡・天神」への出店の機会を希望して参りましたが、今回の物件は、更にその天神地区の中心地であり、
地下鉄天神駅と西鉄福岡（天神）駅、バスセンター等に直結しているという一大交流拠点であるという事
などから、本物件への出店を決定いたしました。
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■福岡のマーケットについて
・基本商圏：福岡市（人口：約１３８万人）を含む福岡生活圏（商圏人口：約３０７万人）
・広域商圏：九州地区全域（年間来訪数：約１,１３０万人）とアジア圏（年間来訪数：約６６万人）
「福岡パルコ」の計画地には、九州随一の商業集積と交通アクセスによる強い吸引力によって、多くのそして
広い層の方々が来訪されています。更に博多駅再開発も控えており、今後も成長の見込めるエリアであると
捉えております。福岡市を含む福岡生活圏に限らず、九州全域およびアジア圏といった広域商圏からの動員
も想定しております。
さらに、福岡マーケットは、魅力ある商業施設やエンタテイメントの数々からも、ファッション感度と情報感度
の高いお客様が多いマーケットと認識しております。
※福岡生活圏：福岡市から半径約５０km の範囲に位置し、福岡市への通勤者が５％を超える市町村で構成されるエリア。

■福岡パルコ 基本的な考え方

「モノ」と「コト」、「サービス」が融合し、発見と安らぎを五感で感じる使い勝手の良い
「天神のコンフォータブルストア」として、従来とは異なる「新生パルコの 1 号店」を目指します。
全国で２１番目のパルコでありながら、これまでにない「新生パルコの 1 号店」として開業を目指し、
マーケットに”新しい喜びのある消費”を提案するために、以下の点にポイントを置き、構築いたしました。
１) 衣料品に特化せず、幅広いアイテムでバラエティ編集した商品構成
２) 歴史があり、街の方々の思いのこもった既存建築の「再生」
３) コンパクトながら過ごしやすく、楽しめる工夫を施した内装デザイン
４) 使い勝手の良い、休憩スペース・パウダールーム・レストルームの提案
５) 天神の皆様と一緒に企画・実行・発信するプロモーション

１）商品構成の考え方
■ターゲット
○生活に楽しさや豊かさを求める、すべての天神来街者
豊かな感性を持つ方々に向けて、食・雑貨・カルチャー・ビューティーといった幅広いアイテムを
取り揃えました。

■福岡パルコのゾーニングの特徴
○衣料品に特化せず、幅広いアイテムでバラエティ編集
○新しい取り組みとしての新業態、エリア初出店・エリアオンリーワン・地元企業などを多数展開
従来の都心立地型パルコでは衣料品比率は５割ですが、今回は３割強までに抑えております。
衣料品に特化せず、パルコのフィルターを通したカルチャーや食、ビューティーへと品揃え幅を広げ、
多様な目的に対応致しました。さらにそれらを、意図的にランダムに配置し、館内を満遍なく回遊していただく
ことで、面白く特徴のある「コト」「モノ」に触れるゾーニングと致しました。
全店舗（約１５０店舗）のうち約３０店舗が福岡パルコのコンセプトにあわせて共に開発した全国初業態、
約９０店舗が福岡県内初出店、約１００店舗が福岡市内初出店、約１２０店舗が福岡市内オンリーワンと
なります。
特に福岡地元企業との取組みを強化し、「名産」を提供する飲食の他、幅広い分野の企業と積極的に
取り組んでおります。（約２０店舗）
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■フロア構成
＜地下１階

イートイン・食品・雑貨＞

地下街・地下鉄天神駅に直結し、特に幅広い客層が入店
される地下 1 階は、飲食、お土産、食品、雑貨の融合により、
毎日楽しんでいただけるバラエティ空間としております。
飲食は、地産地消をテーマに屋台のような「なじみ感」と女性
一人でも入りやすい「モダンさ」を融合させた食堂街として
おります。
＜１階

地下１階 イートインスペース

雑貨・ファッション・カフェ＞

ビル全体を感じていただける代表的なアイテムミックスの
フロアと致しました。地元でも活躍するディレクターの監修に
よる自主編集ショップ、“今”を表現するカルチャー、
待ち合わせにもご利用いただける早朝から深夜まで営業する
カフェにより天神における「街」と「人」、「情報」のクロスポイント
を目指しております。
＜２・３・４階

１階 コンコース側入口

レディス＆メンズファッション・カフェ・ビューティー＞

２階・３階には、マーケットでも新しい、男女で一緒に買い物
を楽しめるレディス・メンズ複合型ゾーンを構築致しました。
また４階は、唯一の女性中心のフロアと致しました。時間の
使い方に固有の価値観を持つ女性に対し、時代感を反映した
ファッションゾーンと、ブラッシュアップテーマのもとでネイル・
クイックヘア・コスメ等のビューティーゾーンを展開致します。
＜５階

４階 ビューティーゾーン

インテリア・生活雑貨・コスメ・カフェ＞

中層階の核フロアとして生活雑貨・インテリア・コスメから
様々なシーンのギフトまで、一人でもグループでも楽しめる、
雑貨バラエティを集積致しました。フロア中央にはゆったり
できるカフェを配し、コミュニケーションの場を提供致します。
５階 カフェ

＜６・７階

レディス＆メンズファッション・雑貨・旅行・レストラン＞

よりアクティブに生活を楽しむための多彩な雑貨に加え、カップルに向けたカジュアルファッションを展開
致します。ツアーカウンターや下取りショップ、スイーツバイキング、自転車専門店など、さまざまな「コト」
提案を致します。
＜８階

スポーツ・楽器・キャラクター雑貨＞

世代や性別を超え、また外国人観光客も意識した、遊び心満載のカルチャーフロアとなります。初心者
からプロフェッショナルまで満足のいく楽器・サッカー・トレッキングのパワーショップとキャラクターゾーンから
構成致しました。またイベントスペースを設け、非日常をくすぐる様々なイベント企画を全国パルコと連動し、
行ってまいります。
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フロア

アイテム

吹き抜け空間

８階

スポーツ・楽器・キャラクター雑貨

４層吹き抜け

７階

メンズ＆レディスファッション・雑貨・旅行

パティオ

６階

レディス＆メンズファッション・レストラン

５階

インテリア・生活雑貨・コスメ・カフェ

接続

西鉄福岡駅ビル・ソラリアステージ３階、
天神バスセンター

４階

レディスファッション・ビューティー

３層吹き抜け

西鉄福岡駅ビル・ソラリアステージＭ３階、

リビング

ハッチェリービル

３階

レディス＆メンズファッション・カフェ

西鉄福岡駅ビル・ソラリアステージ２階、

２階

レディス＆メンズファッション

西鉄福岡（天神）駅

１階

雑貨・ファッション・カフェ

2 層吹き抜け

西鉄福岡駅ビル・ソラリアステージ１階

地下

イートイン・食品・雑貨

ライブ感

西鉄福岡駅ビル・ソラリアステージ地下 1 階、

１階

地下鉄天神駅・天神地下街・ＦＡＶＯ

隣接する「西鉄福岡駅ビル」と地下１階から５階までの６フロアで、「ハッチェリービル」と 4 階で接続致します。
西鉄、地下鉄、長距離バスの乗り換えなど、アクセスの利便性が高まります。

２）環境デザインの考え方 外装の特徴
○歴史があり、街の方々の思いのこもった既存建築の「再生」

１９３６年から７３年間、天神の交差点で人々が親しんできた優美な曲面はそのまま受け継ぎました。ガラスと
白いパネルを“纏う”ことで、街と寄り添う思いを込めました。また、耐震性能の強化を施すとともに設備機器を
一新し、歴史あるビルを「再生」致しました。なお、壁面にカラフルに点灯する LED を設置し、店内から
こぼれる灯りとともに、街を明るく照らすビルを目指しております。

３）環境デザインの考え方 内装の特徴
○コンパクトながら過ごしやすく、
楽しめる工夫
・

２階から８階のエスカレーターサイドには、
吹き抜けを施し、ゆったりした空間を目指し
ております。

・ 地下１階は、天高に違いを設け、フロア
環境に変化感をつけております。
・ 共用部の 床材には、商業施設と しては
初めて「エコリーフ環境ラベル」取得素材を
使用した他、照明計画において、ＬＥＤ

２－４階 吹き抜け

５－８階 吹き抜け

器具等を積極的に導入することにより、CO２排出量の削減に向け努力しております。
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４）ＣＳ＝お客様満足度の向上に向けた「サービス」の考え方
○使い勝手のよい、休憩スペース・パウダールーム・レストルームの提案
・ トイレは、全て一新し、節水型機器を設置
致しました。
さらに、女性用では、アロマの香り漂う癒しの環境
を提供致します。
・ 「ホテルのロビー」のような空間を目指した４階
パウダールーム、天神エリア初の女性専用
喫煙室、絵本作家の絵をあしらった授乳室など、
快適な時間を使い勝手よく過ごしていただける
環境と機能を両立致しました。
・各フロアエスカレーターサイドのレストスペース

２階 パウダールーム

では、従来の「やすむ」機能だけではなく、自分の
部屋や庭のように「くつろぐ」「しゃべる」「つどう」
ことができる空間デザインを施し、デジタル
サイネージやミニギャラリーと合わせて、自然と
滞留時間の延びる「憩いと交流の遊び場」を提供
致しております。
・ 幅広い層のお客様とのコミュニケーションツール
として、従来のハウスカードだけではなく、WEB や
デジタルサイネージなどの IT メディアや地元電子
マネーを活用致します。

4 階 パウダールーム

・ 外国人観光客に向けて、
インフォメーション、
デジタルサイネージ、
フロア案内は、多言語
対応の案内と致しました。

憩いと交流の遊び場：共用部レストスペース

１階 コンコース

デジタルサイネージ
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5)プロモーションについて
福岡パルコでは、マーケットに溶け込み、一日でも早く地域の一員として認めていただく事を目標として掲げ、
宣伝・プロモーションを推進してまいります。その為には福岡・天神の皆様と一緒に、企画・実行・発信する事が
最適な方法であると考え、地元の方々からのアドバイス・お力添えをいただきながら、「地域で開催される
イベントへ積極的に参加する」、逆に「参加していただくイベントをプロデュースする」活動を、オープン前から
展開してまいります。
福 岡 パ ルコは 、 企 画 やサ ー ビ ス・ ビル 全 体で 、よ り 多 く の 方々 と 、 よ り 深い コ ミュ ニ ケー シ ョ ンを 図り 、
福岡パルコファンの拡大はもちろんのこと、福岡・天神ファン拡大の一助となる事が出来ればと考えております。

① 福岡パルコ ホームページ スタート！
今後すべての福岡パルコ情報の中心となるホームページがスタートしました！
今後順次発表させていただく情報の告知や、様々な企画のベースとなる福岡パルコのホームページが
スタートしています。
イベントの応募や＜ＰＡＲＣＯカード＞のＷｅｂ
入会窓口、スタッフがつぶやくＴｗｉｔｔｅｒや、裏情報
が覗けるかもしれないｂｌｏｇなど、どんどん更新して
いきます。
福岡パルコの最新情報は、
www.parco-fukuoka.com でチェックして下さい！
ＰＣ・携帯 ＵＲＬ：www.parco-fukuoka.com

6

福岡パルコ NEWS RELEASE

2010 年 1 月 12 日（火）

② 福岡アジアコレクション

ＰＡＲＣＯシンデレラガールコンテスト参加者募集中！
２００９年の春第一回が開催された、九州最大級とも言えるファッションイベント「福岡アジアコレクション」と
パルコがコラボレーションした、福岡から新たなスターの誕生を目指す「ＰＡＲＣＯシンデレラガール
コンテスト」は、１月３１日（日）までの受付けとなります。
将来のスターを目指す日本・韓国の女の子は、憧れのモデルさんたちと同じステージに立てる
チャンスです。

●主
催：ＰＡＲＣＯシンデレラガールコンテスト実行委員会
●協
賛：㈱パルコ
●協
力：福岡アジアファッション拠点推進会議／ＲＫＢ毎日放送㈱
●実施期間：エントリー受付期間／2009 年 12 月 18 日（金）～2010 年 1 月 31 日（日）
●応募資格：年齢 15 歳以上、日本・韓国在住の女性
●応募方法：①パルコもしくは福岡アジアコレクションのホームページにて受付
②必要事項を記入した書面および写真を同封の上、郵送
※詳しくは下記ホームページをご確認下さい。
●応 募 先：福岡アジアコレクション事務局 ＰＡＲＣＯシンデレラガールコンテスト実行委員会
〒814-8585 福岡県早良区百道浜２－３－８ ＲＫＢ毎日放送㈱内
092-844-8837（平日 10：00～17：00）
www.fukuoka-asia-collection.com ／ www.parco-fukuoka.com
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③ 天神のみなさん × ｎｏ！

いよいよ天神の街角で撮影スタート！「天神ストリートスナップ カウントダウンクロック」
天神の皆さん総出演で、
パルコのオープンまで何日、

FUKUOKA PARCO
COUNTDOWN CLOCK

何時間、何分かを表示する

3/19 FRI OPEN

＞ABOUT
＞TOP

まで

「天神ストリートスナップカウント
ダ ウ ン ク ロック 」 の 撮 影 が １ 月
１４日（木）からいよいよ
スタート！
天神の街頭で撮影を進め、
約１，０００名様にご協力を

日

いただき、約一ヶ月前から

時間

分

※画像はイメージです

オープンに向け、カウントダウンを分単位でスタートいたします。
申し訳ございません。いつどこでスナップするとは申し上げられませんが、天神の街角で「ｎｏ！」の
撮影隊が ランダムに撮影しておりますので、ご協力をお願いします。撮影させていただいた皆さんは、
オープン前はＷｅｂで、オープン後はパルコ館内のデジタルサイネージなどで公開する時計の中にご登場
いただきます。

④ メールマガジン会員募集スタート！
１月１２日（火）からは、パルコのメールマガジン「ＰＡＲＣＯメェ～ル」の会員
を募集いたします。オープン前にはいち早くパルコの情報を、オープン後は
会員限定企画やお得なセール情報などをお送りします。
ご入会は下記ホームページからお願いいたします。
ＰＣ・携帯 ＵＲＬ：www.parco-fukuoka.com
●福岡市内のバス停留所でオープン告知・募集広告を展開します。
ＰＣ・携帯 ＵＲＬ：www.parco-fukuoka.com
日本で初めて、唯一公道に設置を認められた、バス停留所での大型
広告媒体にて、オープン日のお知らせ、および＜ＰＡＲＣＯカード＞・
「ＰＡＲＣＯメェール」会員募集の広告を展開いたします。
広告内では、モバイルで簡単にアクセス・入会できる様、ＱＲコードを掲出
する他、展開する市内４５ヶ所の内、１０ヶ所に「ＦｅｌｉＣａポート」を設置して
おります。
掲出期間：１月１８日（月）～３１日（日）
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⑤ ＜ＰＡＲＣＯカード＞入会キャンペーンスタート！
パルコではオープンに先駆け、パルコのハウスカード＜ＰＡＲＣＯカード＞の入会キャンペーンを、
２０１０年１月２１日（木）よりスタートいたします。
西鉄福岡（天神）駅の北口コンコース・イベントスペース「ときめき広場」をお借りして、入会の受付特設
カウンターを設置させていただきます。
同時にＷｅｂでの受付もスタートいたしますので、この機会をお見逃しなく、パルコのハウスカード
＜ＰＡＲＣＯカード＞にご入会下さい。
●＜ＰＡＲＣＯカード＞
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おります。

●福岡パルコ限定のお得なサービス
【特典１】
３月１９日（金）のグランドオープンに先駆け、３月１７日（水）のプレオープンにご招待！
いち早く福岡パルコにご入店いただけます！
【特典２】
オープン記念企画期間中、パルコでのお買い物が１０％OFF！(プレオープン期間含む)
【特典３】
通常、パルコまたはオンラインモール「ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ」での年間２０万円以上お買い上げで
クラスＳへランクアップのところ、福岡パルコでの２０１１年２月２８日（月）までのご利用に限り、
１０万円以上お買い上げでクラスＳにランクアップ！
※福岡パルコオープン記念限定デザインカラーカードリリース決定！
●通常のご入会および会員サービス
【特典１】
発行後約一ヶ月間及び年間数回開催されるキャンペーン期間中、パルコでのお買い物が５％OFF
【特典２】
クラスＳ会員は、パルコまたはオンラインモール「ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ」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２０万円以上ご利用いただいたお客様
【特典３】
ポイントを貯めて素敵なアイテムをゲット！《セゾン》永久不滅ポイント
アイテム例：４００ポイント（４０万円お買い上げ相当）で２，０００円分のパルコ商品券
【ご入会特典】
ご入会いただきますと、パルコで使える優待券を合計１，０００円分プレゼント
※お手続き時に５００円分、カード郵送時に５００円分のお渡しとなります。
※オンライン入会の場合、ご入会時期によりサービスが異なる場合がございます。
＜ＰＡＲＣＯカード＞オンライン入会、１月１３日（水）受付開始！
■オンライン入会サイト
ＵＲＬ：www.parco-fukuoka.com/card/
※詳細についてはホームページでのご確認をお願い致します。
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⑥ アジアンビート

パルコとアジアンビートがコラボ商品をリリース！
ポップミュージック、アニメ、まんが、ゲーム、ファッション、食文化、アート、演劇など、日本発・アジア発の
新しい文化を世界に発信する、福岡県運営の多言語Ｗｅｂサイト「アジアンビート」とパルコが
コラボレーション。
福岡のプロダクトとナショナルブランド等との限定コラボ商品を共同開発し、その商品を福岡パルコの館内、
および「アジアンビート」サイト内で限定販売すると共に、アジア・世界に向けジャパニーズカルチャーの
一つとして情報発信いたします。
文化交流を経済交流へと進め、福岡プロダクト・ブランドのアジアへのＰＲ・販路拡大の起点として機能し、
福岡・天神の魅力アップ・アピール・集客拡大につなげてまいります。
現在、第一弾商品を企画開発中です。福岡パルコのオープンにて販売開始予定です。
●前例：「アジアンビート×吉田カバン」による第一弾が昨年リリースされました。
アジアンビートが昨年、独自で発売したPORTER×伝統の博多献上による
トートバッグ。2009年10月30日ＡＭ10：00からアジアンビートＷｅｂサイト上にて
予約受付を開始したところ、メンズ（黒）100個は15分、レディス（白）100個は
約1時間で予約終了。これに続くヒット商品を生み出します。

⑦ エンタテイメント企画を開催していきます！
パルコの演劇・映画・ライブ・展覧会に乞うご期待！
パルコの特徴の一つでもある「エンタテイメント」を、福岡でも積極的に展開してまいります。
自社制作による演劇の公演、制作に参加している映画の試写会、様々なアーティストによるライブ、また
書籍出版関連、ジャンル問わずの展覧会イベントなどを、外部の施設との連動により定期的に開催し、
様々なＰＡＲＣＯを楽しんでいただければと考えております。
開催情報も随時ご紹介してまいります。

⑧ 「福岡ＰＡＲＣＯ宣伝応援部（仮称）」
福岡で活躍する各界のキーパーソンの皆さまとＰＡＲＣＯをプロデュース！
今回のオープンにあたり、弊社では福岡のキーパーソンの皆さまにご教授をいただきながら、様々な案件を
進めておりますが、そこから更に新しいご縁が生まれ、その輪はますます広がっております。そんな中、
「パルコを介して、何か面白い事を実現する為に、この輪をどんどん大きくしていこう」との声が上がり、今回
「福岡 PARCO 宣伝応援部（仮称）」として、チーム化する事にいたしました。現在の主要メンバーは以下の通り
となりますが、今後活動が広まっていくにつれて、続々メンバーは増え続けていきます。
どこかで何かの機会に、「福岡パルコ宣伝応援部（仮称）」の名刺を受け取る機会がございましたら、快く
受け取って頂けます様、よろしくお願いいたします。
●「福岡ＰＡＲＣＯ宣伝応援部（仮称）」現状メンバー
福岡パルコ宣伝応援部（仮称）

福岡パルコ宣伝応援部（仮称）

福岡パルコ宣伝応援部（仮称）

フリーペーパー編集部

映像制作部
部長

音楽部
部長

江口

西尾

商品開発部
部長

後山

泰一

福岡県ＡＹＣＣアジアン ビ ート編集長
元フリーペーパー「AI VISION」編集長

兼

カン

映像プ ロ ダクショ ン 「空気株式会社」代表
「カ ン ヌ 国際広告祭」金賞受賞

芳彦

作曲家・音楽プ ロ デューサー（YUI、絢香、Sowelu等）
音楽塾ヴォ イ ス主催
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■今後のスケジュールについて
２０１０年 2 月中旬頃

出店テナント発表

２０１０年３月１６日（火）

内覧会（ご取材に関する詳細は後日ご案内申し上げます）

２０１０年３月１７日（水）・１８日（木）

プレオープン

ご招待のお客様対象に、グランドオープン前に福岡パルコを体験していただきます。
２０１０年３月１９日（金）

グランドオープン！

＊今後のご取材について
報道関係者の皆様へはグランドオープンの前に内覧会を実施予定ですので、後日ご案内いたします。
ぜひ、取材のお申し込みをお願いいたします。

■福岡パルコ

概要

名称

福岡パルコ

所在地

福岡県 福岡市 中央区天神２丁目１１－１

アクセス

市営地下鉄空港線

天神駅

直結

西鉄 天神大牟田線 福岡（天神）駅

直結

西鉄バス

直結

各方面行きバス停

建物規模

地下１階～地上８階

延床面積

約２４,０００㎡（７,３００坪）

年間売上目標

１１０億円

投資額

約５０億円

開店日

２０１０年３月１９日（金）

営業時間（予定）

午前１０時 ～ 午後８時３０分

店舗数

約１５０店舗

※店舗、季節により異なる場合がございます。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社パルコ
＜福岡パルコについてのお問い合わせ＞

＜プロモーションについてのお問い合わせ＞

経営企画室 情報企画部（広報）

店舗運営局 営業企画部

TEL 03-3477-5710

TEL 03-3477-5781

FAX 03-3477-5769

FAX 03-5489-7481
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