2010 年 12 月吉日

報道関係者各位

2011 年冬のグランバザールは 1 月 2 日（日）からスタート！

人気読者モデルとパルコがタッグを組んで、
グランバザールの楽しみ方を紹介します！
パルコでは 2011 年冬のセール「グランバザール」を 1/2（日）～23（日）に開催いたします。（※1）
2010 年冬より起用しているグランバザールのキャラクター「パルコアラ」に加え、「ＰＬＡＹ ＧＲＡＮＤ ＢＡＺＡＲ！」と
コピーをつけ、大人気読者モデルたちとタッグを組んで、ファッションだけはない十人十色のセールの楽しみ方をご紹介し
ていきます。
（※1 名古屋、松本、広島、仙台、福岡パルコは 3(月)から、大分パルコは 3（月）～16(日)まで）

＜本件に関するお問い合わせ先＞
1
株式会社パルコ 営業企画部 小野 ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781
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■ キャラクター「パルコアラ」プロフィール
2010 年冬のグランバザールからキャラクターとして登場しています。買い物好きでトレ
ンドに敏感なコアラで、木の上からパルコのお店を観察したり、ウェブサイトをチェックした
りする根っからのオシャレっ子です。2011 年も引き続き、グランバザールのナビゲーター
として活躍します。
（右）パルコアライメージ

■ 「ＰＬＡＹ ＧＲＡＮＤ ＢＡＺＡＲ！」

人気読者モデルたちがグランバザールの楽しみ方を紹介
身近な存在である読者モデルたちは、私服やライフスタイルなど
のプライベートにまで憧れを抱かれ、女性たちの消費に絶大な影
響を与えています。今回は、彼女たちによるグランバザールの楽し
み方を、ファッションだけではない、さまざまな面から紹介すること
で、お客様へリアルな提案をしていきます。
グランバザール特設サイトでは、以下のようなコンテンツにて、
セールの楽しみ方を伝えていきます。
特設サイトは 12 月 24 日（金）からオープン予定です。
＜www.parcoala.com＞

◎

教えて！みんなのＰＡＲＣＯグランバザールの必勝法
読者モデルをはじめとした 100 人のセールの楽しみ方や、
買い物必勝法、おすすめポイントなどを紹介します。

◎

読モ CM 着用
人気ブランドのオシャレなお買い得コーデ紹介
ＴＶＣＭで読者モデルが着用する人気ブランドのオスス
メコーディネートをご紹介します。10,000 円～20,000 円
で買えるコーディネートなので、実際のショッピングの参考になります。

◎

（上）ｸﾞﾗﾝﾊﾞｻﾞｰﾙ特設ｻｲﾄ

ｲﾒｰｼﾞです

読モ１００人のＬｅｔ‘ｓ パルコアラダンス！！！
ＴＶＣＭでパルコアラと読者モデルが楽しそうに踊る「パルコアラダンス」の振り付けを紹介します。振
り付けは、女性テクノポップユニット『Perfume』などを担当する MIKIKO 先生です。特設サイトでは読者
モデル１００人が、キュートなパルコアラダンスを披露してくれます！
（※12 月 27 日（月）掲載予定）
＜MIKIKO 先生プロフィール＞
Perfume の振付・ライブ演出を手掛ける他、様々な CM・PV の振付を行う。
『五感に響く作品作り』がモットー。
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■ ＴＶＣＭ出演 読者モデル
雑誌だけではなく、ＴＶ出演など幅広く活躍中の 7 人です。彼女たちのブログやツイッターは多くの女性から支持され
ています。

◆ＡＭＯ（あも）
雑誌「Ｚｉｐｐｅｒ」「ＫＥＲＡ」などの大人気読者モデル。ブログは毎月 600 万ＰＶを記録する。
ＴＶ「行列のできる法律相談所」「しゃべくり００７」などのバラエティ番組にも出演。

◆木野園子

◆白川もえみ

「mina」「Soup」など

「Cutie」など人気雑誌に多数出演

人気雑誌に多数出演

◆田中里奈

◆小野寺奈々

「SEDA」など人気雑誌に多数出演

「SEDA」など人気雑誌に多数出演

◆むらたさき

◆前林由佳子

「non-no」など人気雑誌に多数出演

「mina」など人気雑誌に多数出演

■ グランバザール テレビＣＭ オンエア概要
・

関東オンエア期間：２０１０年１２月２９日（水）～ ※一部地方エリアでは２７日（月）～

グランバザール CM ソングとして定着してきた「パルコアラソング」に合わせて、パルコアラと読者モデルが踊りながら、
洋服を選ぶだけではなく、インテリアを見たり、カフェでスイーツを楽しんだりと、セールの楽しさを伝えます。
※撮影前のイメージです
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パルコの初売り 福袋大市
～全国約２０万個の福袋情報をご紹介！～
パルコでは、毎年恒例の初売り「福袋大市」を開催します。各店ショップ店頭に加え、本年は WEB での販売を強
化し、全国で約２０万個の福袋情報をご紹介します。

■並ばずに買える！WEB サイト「PARCO CITY」
で先行予約
事前に予約・購入ができる WEB サイトを１１/１０（水）より先行
スタート。いまなら約１００ブランド、１万個の福袋が大集結しています。
いまなら 1/1（元旦）に配送が可能です。
＜www.parco-city.com/special/happybag/index.html＞

■ＷＥＢサイト「パルコの初売り 福袋大市」
全国２１店舗のパルコの福袋情報が掲載されます。最新情報は、
随時更新されていきます。
（※１２/１７掲載予定）

（上）ﾎﾟｽﾀｰｲﾒｰｼﾞです

■パルコのお目玉福袋
パルコでしか買えない「パルコならでは」のおトク感満載の福袋をご用意します！
ＷＥＢでも、店頭でも購入可能予定です。
（※１２月中旬～掲載予定）
＜一例ご紹介＞
◎ 特撮リボルティック福袋『特袋』

4,444 円/9,999 円

渋谷パルコの「パルコファクトリー」で開催する海洋堂が
企画・製作するフィギュアシリーズ「特撮リボルティック展」
から、特撮リボルティックと缶バッチなどがセットになった
『特袋』を販売します。
（右）特撮ﾘﾎﾞﾙﾃｨｯｸのｲﾒｰｼﾞです

その他、仙台パルコプロデュース『女子力アップ大作戦コスメ福袋』、『巣ごもり派必見！おうち大好き福袋』、
『男のたしなみ福袋』など各パルコにて、現在総力をあげてスペシャル福袋を準備中です。
福袋の最新情報はＷＥＢサイトにて随時更新されますので、ご期待ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社パルコ 営業企画部 小野 ono-jun@parco.jp
1
TEL 03-3477-5781 FAX 03-5489-7481
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2011年 パルコの初売り『福袋大市』・グランバザールのお知らせ
全国14店舗 初売り『福袋大市』、元旦1月１日 開催！
パルコ（株式会社パルコ）は、関東エリア及び札幌・静岡・大津・熊本の全国14店舗で元旦1月1日（土）、
仙台・名古屋・松本・心斎橋・広島・福岡・大分、７店舗で1月2日（日）より、初売り『福袋大市』を開催致します。

パルコの初売り『福袋大市』 開催日程
■1月1日（土）

関東（宇都宮・浦和・新所沢・千葉・津田沼・池袋・渋谷・ひばりが丘・吉祥寺・調布）
札幌・静岡・大津・熊本パルコ 計・全国14店舗

■1月2日（日） 仙台・松本・名古屋・広島・福岡・大分パルコ 計・全国6店舗
※心斎橋パルコは1/2（日）～10（月祝）まで「ニューイヤーセール」を開催します。（初日は福袋の販売あり）

2011年冬グランバザール 開催日程
店名

電話番号

住所

通常営業時間

会期： 1/2(日）～23（日）
札幌パルコ

代表 011-214-2111

10:00-20:00（土曜は20:30まで）
本館8Ｆダイニングパレット11:00-24:00

札幌市中央区南1条西3-3

宇都宮パルコ

代表 028-611-2111

10:00-20:30

宇都宮市馬場通り3-1-1
所沢市緑町1-2-1

新所沢パルコ

代表 04-2998-8111

10:00-20:00

浦和パルコ

代表 048-611-8000

10:00-21:00 ダイニングテラス11:00-23:00 さいたま市浦和区東高砂町11番1号

池袋パルコ

代表 03-5391-8000

本館10:00-21:00 別館P'11:00-21:00

渋谷パルコ

代表 03-3464-5111
03 3464 5111

ひばりが丘パルコ 代表 042-425-5000

10:00 21:00
10:00-21:00
パート1/7･8Fレストラン11:00-24:00
10:00-20:00（B1F食品22:00まで
5Fレストラン11:00-22:00）

豊島区南池袋1-28-2
渋谷区宇田川町15 1
渋谷区宇田川町15-1
西東京市ひばりヶ丘1-1-1

吉祥寺パルコ

代表 0422-21-8111

10:00-21:00

武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

調布パルコ

代表 042-489-5111

10:00-20:30（金曜は21:00まで）

調布市小島町1-38-1

津田沼パルコ

代表 047-478-5555

10:00-21:00 A館6Fレストラン11:00-23:30 船橋市前原西2-18-1

千葉パルコ

代表 043-225-6161

10:00-20:30

静岡パルコ

代表 054－272-8111 10:00-20:00

静岡市葵区紺屋町6-7

大津パルコ

代表 077-527-7111

10:00-20:30 レストラン11:00-23:00

大津市打出浜14-30

熊本パルコ

代表 096-327-4008

10:00-20:00（金・土曜は20:30まで）

熊本市手取本町5-1

千葉市中央区中央2-2-2

会期： 1/3（月）～23（日）
仙台パルコ

代表 022-774-8000

10:00-21:00 レストラン11:00-23:30

仙台市青葉区中央1-2-3

松本パルコ

代表 0263-38-2111

10:00-20:00（1Fファイブフォルンは22:00まで）

松本市中央1-10-30

名古屋パルコ

代表 052-264-8111

10:00-21:00 西館7･8Fレストラン11:00-22:30

名古屋市中区栄3-29-1

広島パルコ

代表 082-542-2111

福岡パルコ

10:00-20:30 レストラン11:00-22:30
広島市中区本通10-1
10：00-20：30 B1Fオイチカ11：00-23：00
代表 092-235-7000 B1F神戸屋ブレッズ7：30－21：00
福岡市中央区天神2-11-1
1Fエスプレッサメンテ イリー7：00-23：00
会期： 1/3（月）～16（日） ※17（月）よりファイナルセールを開催

大分パルコ

代表 097-536-2110

10:00-20:00（金・土曜は20:30まで）

大分市府内町1-1-1

■本件に関するお問い合わせ： 株式会社パルコ 営業企画部 小野
TEL:03-3477-5781 FAX:03-5489-7481 E-MAIL:ono-jun@parco.jp

