
報道関係者 各位 2011/10/19 

株式会社パルコ 

パルコグループからのお知らせ 

PARCOのオンラインショッピングモール「PARCO-CITY」がさらに進化！ 

10月21日（金）、モールオープン以来･最大規模のリニューアルを実施！ 
 
 

～商業施設のＥコマースサイトとしては初の本格オンラインアートストア 
「Living with ARTS！」をはじめ、生活を豊かにするNEWコンセプトショップが続々オープン～ 

株式会社パルコ･シティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：柴田廣次、 
株式会社パルコ100％子会社、以下パルコ･シティ）は、運営するオンラインショッピングモール
「PARCO-CITY」（http://www.parco-city.com)を、2011年10月21日（金）に大規模リニューアル
オープンいたします。 
 
本年度上期にスタートしましたスタイライフ株式会社との事業連携に続き、本リニューアルを 
契機に、パルコグループの中期経営計画達成、およびビジョン「都市のライフスタイル・プロ
デューサー」の実現に向け、パルコ･シティは独自のＥコマース事業の確立を図っていきます。 

《「PARCO-CITY」リニューアルに関する問い合わせ先》 
株式会社パルコ･シティ EC事業部 林／仁田（otoiawase@parco-city.co.jp） 
東京都渋谷区神泉町8－16 渋谷ファーストプレイス TEL 03-3477-8778 
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NEWS RELEASE 
報道関係者各位 

2011年10月19日 

株式会社パルコ・シティ 

PARCOのオンラインショッピングモール「PARCO-CITY」がさらに進化！ 

10月21日（金）、モール開業以来最大規模のリニューアル！ 
オンラインアートストア「Living with ARTS！」など 
ＮＥＷコンセプトショップが続々オープン！ 

 株式会社パルコ・シティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：柴田廣次、以下「当社」）が運営する、
オンラインショッピングモール「PARCO-CITY」(http://www.parco-city.com)は、 
2011年10月21日(金)、モールオープン以来最大となる、大規模なリニューアルを行います。 
 
 今回のリニューアルでは、パルコグループが掲げます「都市のライフスタイル・プロデューサー」の 
ビジョンの下、都市生活者の日常を豊かにするアイテムを取り扱うコンセプトショップを複数導入、 
ファッションに限らず、多様なジャンルのアイテム・サービスを拡充いたします。 
 
 このリニューアルを皮切りに、モール独自のリニューアル企画のほか、パルコ店舗と連動した各種企画
を継続的に実施、来年2012年1月に、さらなるアイテム・サービスを拡充、システム増強などによる一層
のモールの使いやすさ（検索しやすさ・買物しやすさなど）改善を行い、グランドオープンを迎える予定
です。 
グランドオープンでは、総合家電ブランド「amadana(アマダナ)」とパルコ・シティがコラボレーションして、 
世界中のユニークな電化製品やデジタルグッズを集めた、amadana初のセレクトショップをオープンす
るなど、ライフスタイルを豊かにする新たなプロジェクトも始動します。 
 
 
 
近年、都市生活者を中心に関心が高まりつつある、「日常に【ART】 
を取り入れようとするニーズ」に対応し、本年スタートして大きな反響を 
呼んでいるアートフェア「ＴＯＫYＯ ＦＲＯＮＴＬＩＮＥ」と共同で、 
オンラインアートストア『Living with ARTS !』をＯＰＥＮいたします。 
 
  
 
なにげなく立ち寄ったお店で「おもしろいもの」や 
「かわいいもの」に出会った時のちょっとした「おどろき」。 
そんな日常の「サプライズ」を与えたい！ 
パルコ・シティが独自に仕入れた商品を取り扱うゾーン 
「ＰＡＲＣＯ-ＣＩＴＹ ＳＵＲＰＲＩＳＥ！」がＯＰＥＮ。 
 
 

 10月28日より渋谷パルコで開催される 
『シブカル祭。～パルコの女子文化祭』に、パルコ・シティ 
のブランドインキュベートゾーン「クリエイターズマンション」 
の住人も参加！また、渋谷パルコ内の特設会場で販売している 
稀少なアイテムを、パルコ・シティにて期間限定･特別販売致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．【Ｌｉｖｉｎｇ ｗｉｔｈ ＡＲＴＳ！】  ～アートフェア「ＴＯＫＹＯ ＦＲＯＮＴＬＩＮＥ」と共同のアートストアをＯＰＥN 

２．【ＰＡＲＣＯ-ＣＩＴＹ ＳＵＲＰＲＩＳＥ!】 ～パルコ・シティが独自の視点でセレクトした「旬」で「面白いもの」ゾーン 

３．ブランドインキュベートゾーン【クリエイターズマンション】が渋谷パルコと連動企画を開催 

オープンショップ、企画の詳細は3ページ目以降をご参照ください 

４．【ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ】 ～カメラマンMAMYが撮りおろしたスナップから商品を購入！注目のNEWSHOP 

６．リニューアルを記念した企画が満載！ ５．この秋、６ショップ３ブランドが仲間入り！ 
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１．【Ｌｉｖｉｎｇ ｗｉｔｈ ＡＲＴＳ！】（リビング・ウィズ・アーツ） 
  ～アートフェア「ＴＯＫＹＯ ＦＲＯＮＴＬＩＮＥ」と共同のアートストアをＯＰＥN 

「Living with ARTS！ ＇リビング・ウィズ・アーツ（」は、当社が「TOKYO FRONTLINE(※)」 
ディレクターの後藤繁雄氏と協業で立ち上げる、オンライン・アートストアです。 

◆スペシャルなアート作品と、リコメンドされたアート作品からなるストアです。 

 ＜注目の作家＞ 小山泰介、名和晃平、上田義彦、うつゆみこ、永岡 大輔、吉田 潤、進藤 環、他 
 
◆独自の仕組み：「【アートスタイリスト】によるリコメンド＆アートナビ」 を設けました。 
 ～アートへの造詣が深い方々に協力いただき、ピックアップアイテムを紹介いただきます。 

 ＜アートスタイリスト＞ 「後藤繁雄」「岩淵貞哉」「伊藤直樹」「ソニア・パーク」「宮津大輔」各氏 ほか 
                ※今後、さらに多くの方に「アートスタイリスト」として登場いただく予定です。 
 

◆『名和晃平』 が、オリジナル・アートブランド【SANDWICH】を立ち上げます。 

 名和晃平<なわ・こうへい> ：東京都現代美術館での個展で大きな話題をさらったのは記憶に新しい。 
                   世界でも個展を展開する、今、最も注目されている現代美術家の一人。 
 

◆ヤノベケンジ率いる『ULTRA FACTORY』が、アートプロダクツ・ブランド【ULTRA FUTURE】を立ち上げます。 

 ☆オンラインのみでのセールス開始を予定しております 
 
◆広告・アート写真の巨匠『上田義彦』 が、特別自選した７点からなる【FLOWERS】を販売いたします。 

<トップページ画像(仮)> 

※TOKYO FRONTLINE ： ＇ URL → http://tokyofrontline.jp/ （ 

新しい東京のアートセンターである 『3331 Arts Chiyoda』 を会場に、「同世代のアートをもっと買おう」というテーマのもと、2011
年にスタートした「開発型の」インターナショナル・アートフェアです＇2012年2月末に第２回が行われます（。 

コンセプトは文字通り【フロントライン】。これから東京が世界のアートマーケットに対しアピールしていく精鋭アーティストたち
とギャラリーを揃え、「フロントライン」として国内外の新たなアートコレクターの開拓をミッションとしています。 

「Living with ARTS！」の特徴・目玉コンテンツ 

・・・このほかオープン後、次々に、斬新なアートコンテンツを提供して参ります。 
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● 「Living with ARTS! 」は、ただアート作品を販売するだけのオンラインストアではありません。 
  アートシーンや顧客の価値をプロデュースすることがねらいです。 

  その為に、さまざまな「企画力」、アート作品の「セレクト力」、アートとグッズ/プロダクツのコラボレーション 
  を積極的に開拓する「開発力」を重視し、「成長力」を持った魅力あるサイトを構築いたします。 



２．【PARCO-CITY ＳＵＲＰＲＩＳＥ！】（パルコシティ・サプライズ） 
 ～パルコ・シティが独自の視点でセレクトした「旬」で「面白いもの」のショップゾーン -（資料1/2） 

パルコ・シティが独自に仕入販売を行うゾーンとして、「お客様をおどろかす」品揃えをコンセプトにオープンします。 

・・主な取扱いアイテム、ブランド 

アクセサリー ・・・WhiteTrashCharms、Matina Amanita、Raffia 

レッグウエア ・・・onyva、ＭＡＭ、proef designs        傘          ・・・Guy de Jean 

革小物     ・・・saranam、Ojaga design             コスメ、キャンドル・・・ETHICAL、EBI 

グリーティングカード・・・STEVIE STRECK DESIGNS    プロダクト雑貨  ・・・CEMENT PRODUCT DESIGN 

※Museとして活動するのは 
 「Wind Hold Venus＇ワインホールビーナス（」。 
 今年ブレイク確実と言われる、実力派K-ROCKガールズバンド。 

【２】K-Fashionのセレクトショップ 
  「STAR FIVE」 ＜10/21 NEWオープン＞ 

･･韓国のファッショントレンドを牽引する「ソウル-シティ」
から、韓国最先端のヤングカジュアルをいち早く日本に 
紹介する、K-Fashionセレクトショップです。 
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【１】パルコシティセレクトのギフトショップ 
  「Present×Presents」 ＜10/21 NEWオープン＞ 

･･だれかにプレゼントしたい！そんな気持ちにさせる可愛いアイテム
ばかりを、他にはない独自の視点で贅沢にセレクトしたショップです。 

何気ない毎日でも、自分へのご褒美や大切な人への贈りものにもなる
アイテムをファッション・インテリア・ステーショナリー・プロダクトなど
様々なジャンルから揃えています。11月には、クリスマスに向けてここ
でしか手に入らない限定商品も登場します。 

☆パルコにも期間限定ショップがオープン！ 

渋谷パルコ パート3 3階 10/2(日) OPEN！ 



(C)Ezra Petronio 

 【３】パルコが展開する、エンタテインメント＆カルチャーアイテム 
    を販売するゾーンも要注目！ 

現在販売中！ 

 ○11月25日ジェーン・バーキン来日公演“VIA JAPAN” チケット 

＇今後のパルコ・シティでの人気公演チケット販売予定（ 

 ＜即完売必至!!＞ 
 ○「ロッキーホラーショー」＇主演：古田新太 他（ 

 ○「90ミニッツ」＇作・演出 三谷幸喜、主演：西村雅彦、近藤芳正（   

【５】「福袋大市2012」 早期受注会をスタート！ 
   ＜10/28 NEWオープン＞ 

  毎年恒例の「福袋・早期受注」期間限定ショップです。 
  今年のサプライズ＇目玉（は、初登場の 
  株式会社ナルミヤ・インターナショナルの各ブランド等、子供服が充実。 
  その他レディス・メンズも含めて、 
  本年は、100ブランド以上、1万個の福袋を販売します。 

 
【６】＇予定（人気の「韓国コスメ」セレクトショップが間もなく登場！ 
   ＜11月下旬NEWオープン予定＞ 

【４】2011 アウター リコメンド商品 

○「 SLY  2011 N3Bジャケット」 
  昨年大ヒットしたN3Bジャケットがさらに進化！ 
  いつもクールなアイテムを提案してくれるSLY。 
  冬の一押しアウター今年は新色を加えて、更に 
  バリエーションがＵＰ！  
   PRICE:￥24,990＇税込（  

 
○「ミノトール ©JAXA MOUNTAIN FUJI JACKET」 
  人気ブランド「ミノトール」定番の立体パターン･マウンテン ジャケット。 
  今期は表地にクラシカルで風合いある60/40クロスを使用し、 
  裏地にJAXA(宇宙航空研究開発機構)と繊維メーカー･セーレン＇株（との 
  コラボレーションによって制作した日本のシンボルである富士山の 
  消臭、抗菌機能ファブリックを使用。 

    PRICE:￥46,725＇税込（  
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３．新進気鋭のデザイナーや次世代のクリエイターブランドが集合したゾーン

【クリエイターズマンション】が初めてのお買い得企画などを開催！ 

『シブカル祭。～パルコの女子文化祭～』 とは 
 
1980 年代以降に生まれた若手を中心に、さまざまなジャンルで活躍する女子クリエイター約 100 

人の作品を渋谷パルコに集結させ、新しい未来を切り開いていく元気な女子パワーで、作品を
見た人を元気にする文化祭を開催します！写真やアート作品の展示、ライブパフォーマンス等、
彼女たちの“作品”が渋谷パルコ館内の各所に集結します。期間中は参加クリエーター自身によ
る各種イベントも開催予定。 
 
開催期間： 10月28日＇金（～11月7日＇月（  ※10月27日＇木（前夜祭 
会場   ： 渋谷パルコ  PART1/6F パルコファクトリー / 館内、公園通り広場、スペイン坂広場他 

URL    ： http://www.shibukaru.com/  

それぞれのブランドが違う視点で、ものづくりを展開する個性的なブランドが集まった『クリエイターズマンション』が、 
リニューアルを記念した２つの期間限定企画を開催します。 

「クリエイターズマンション」とは 
 
新進気鋭のデザイナーや次世代のクリエイター、職人気質の作家など、 
こだわりをもった人たちが64人＇64ブランド（集まったマンション＇通販サイト（です。 

http://mansion.parco-city.com/  

クリエイターズマンショントップ画像 

【１】クリエイターズマンション 『初めての』 ≪お買い得企画≫を実施します！ 

   クリエイターズマンションの住人は、手作りであったり、こだわりのものづくりで量産がなかなかできないブランドが多い為、 
   稀少なアイテムが多いのですが、それ故、今まで実現が難しかったお買い“得”企画を実施します！ 

   【会期】：2011年10月21日＇金（～11月6日＇日（  ※尚、各ブランドによってサービス内容が異なりますので予めご了承ください。 

   お買い得企画URL： http://www.parco-city.com/special/1110creatorsmansion/  
 
 見どころ ①通常おこなわないOFF販売！＇「最大で一部50％OFF」「全品5％OFF」など（ 
       ②期間限定サービス！＇「全品送料無料を実施」「お買上でノベルティプレゼント」など（ 
       ③限定商品の販売！ ＇この機会に作ってくれた“一点もの”限定商品 など（ 

【２】渋谷パルコで開催される 『シブカル祭。～パルコの女子文化祭』／もの作り部の 
   期間限定WEBショップがオープン！ 

   渋谷パルコで開催されるパルコの女子文化祭『シブカル祭。／もの作り部』の期間限定WEBショップを、『シブカル祭。』 
   開催と共にオープンします！ 渋谷パルコ・パート1 1階の特設会場に行けば、実際に手にとり商品を見ることが出来、 
   遠方で来られない方でも、WEB SHOPで購入することが出来ます！ そんなチャンスが到来。 

   【販売期間】：10月28日(金)～11月30日(水)予定 

   シブカル祭。期間限定WEBショップURL：http://www.parco-city.com/special/1110shibukaru/  
 

WEBでも販売するブランド＇予定（： 

岡野リエ(bohem)、moe(Joy!-tiny twee accessory-)、mafuyu、絵子・高橋綾＇NEON OPERA TOKYO（、nuico、
aica(SOWA)、木原佐知子(sunshine to you!)、大谷有紀(2e) 

  ※参加ブランドのラインナップは変更することもありますので、あらかじめご了承ください。 

  ※『シブカル祭。／もの作り部』に参加しているすべてのブランドの商品がWEBショップで購入できるわけではありません。 
    一点物なども多いので、その点はご了承くださいませ。 

シブカル祭。もの作り部参加アーティスト 

絵子・高橋綾＇NEON OPERA TOKYO,大石さちよ(cikolata)、大川恵(KAM.)、大谷有紀(2e)、岡野ハルコ(HARCOZA)、岡野リエ(bohem)、 

木原佐知子(sunshine to you!)、小林七生(WRONG MY JESUS)、高橋ひろみ(Hi-CORAZON)、林宏美(Romei)、楓美、真崎桃子・戸倉里奈(CHEESY„S)、 

マロッタ忍(talkative by igo)、宮城春菜(Where is Alice?)、aica(SOWA)、Chihiro Baba、JUCO.、mafuyu、moe(Joy!-tiny twee accessory-)、nuico 

※『シブカル祭。／もの作り部』の参加ブランドのうち、10ブランドがクリエイターズマンションから選出されています。 
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SHOP「wonderland」＇ワンダーランド（ 
2011.10.21(金) PARCO-CITYにOPEN 

長年に渡ってストリートスナップを撮り続けてきたカメラマンMAMYによる 

東京ストリートの発信と記録を目的としたプロジェクト「wonderland」http://mamyswonderland.com 

  

MAMYセレクトによる渋谷・原宿を中心としたショップやブランドが、 

他には前例のないラインナップで豪華に集結したオンラインショップ「wonderland」としてParco-Cityにオープン致します。 

  

各ショップやブランドが提案する新作や限定品などを着用した全身スタイルをMAMYが撮りおろし。 

スナップ写真を閲覧できると同時に、商品をオンラインで購入することができます。 

  

MAMY独特のセンスで切り取った、東京の「ワクワクドキドキメチャクチャ」感を 

SHOPとして表現する、、、次なる挑戦のスタートです。 

‐参加SHOPS / BRANDS‐ 
 
ABYDOS /ｱﾋﾞｭﾄﾞｽ ：2011年8月、原宿にオープンしたばかりのギャラリーショップ。 
  第一弾は注目の若手グラフィックデザイナーYOSHIROTTENによる限定Ｔシャツやミラーボールを展開。 

Barrack Room/ﾊﾞﾗｯｸﾙｰﾑ ：渋谷道玄坂百軒店商店街という風俗店街に位置する、知る人ぞ知るセレクトショップ。 
  1点物のオリジナルやリメイクアイテムを展開。 

BERBERJIN-R/ﾍﾞﾙﾍﾞﾙｼﾞﾝｱｰﾙ ：原宿のとんちゃん通り〈正式名：原宿通り〉で3店舗を持つ、もはや老舗と呼ばれる超有名ショップ。 
  ユーズドウエアやオリジナルブランド「WHY BE NOMAL」を展開。 

CYDERHOUSE/ｻｲﾀﾞｰﾊｳｽ ：80年代のパンクスカルチャーを根底に、普遍的で日常的なアイテムに落とし込んだ注目のメンズブランド。 

Grimoire/ｸﾞﾘﾓﾜｰﾙ ：渋谷神南地区で2店舗を展開。古い童話の世界が再現されたような店内で、ヨーロッパ・アメリカを 
  中心に世界の国々から集めたアンティーク雑貨やヴィンテージ衣類を取り扱う。 

LABRAT/ﾗﾌﾞﾗｯﾄ ：2006年9月に誕生したメンズブランド。LABRAT＝LABORATORY(研究所・実験室)を意味し、 
  流行に左右されず、良いと思ったものを実験的に作り出し続けている。 

Macaronic/ﾏｶﾛﾆｯｸ ：相反する価値観の共存をテーマに、ハンドメイドと一点ものに拘った商品展開で、根強いファンを持つ。 
  原宿キャットストリートにて同名のセレクトショップも展開。2011-12AWより東京コレクションデビュー。 

Syrup/ｼﾛｯﾌﾟ ：とろ～り甘くてかわいい、おんなのこがいくつになっても大好きなものたちを洋服やアクセサリーにして 
  展開しているレディースブランド。 ※渋谷パルコパート3にて只今POP UP SHOP出店中。＇～10月25日迄（ 
And more… 

４．【ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ】 ～スナップからお気に入り商品を購入！注目のNEW SHOP 

MAMY / マミヤ ナツコ  

1980年生まれ。文化服装学院、ファッションスタイリスト課卒業後、スタイリストとして活動を始める。 
後に雑誌「STREET」のカメラマンとして渡英。 
帰国後は同誌副編集兼「FRUiTS」「TUNE」カメラマンとして海外コレクションへも撮影へ。 
2010年、「WonderLand」を立ち上げ、国内外問わず 
カメラマン、イベント企画、デザイン制作、スタイリスト、ライターなど多岐に渡り活動中。 
 
「wonderland」ＵＲＬ http://mamyswonderland.com/  
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５．この秋、６ショップ３ブランドがパルコ・シティに仲間入りしました！ 

この秋、新しい９ショップ＆ブランドがPARCO-CITYに仲間入り！ 

「Living with ARTS！」「Present×Presents」「『シブカル祭。』期間限定WEBショップ」「wonderland」 

の他に、クリエイターズマンションに「POTTO SHOP」、「DEVEAR」、スタイライフPARCO-CITY店には 

「aquagirl ON THE STREET」「Million Carats」「BOLO」がオープンします。 

■POTTO SHOP＇ポト ショップ（ 
“自由であること。心地良く暮らせること。D.I.Y.であること。”を常に考えて 

活動を続けているブランド「POTTO＇ポト（」と、身につける事が歓びや楽しみに 

なるように願いながら制作している「RERE＇リリ（」の2つのブランドを展開する 

『POTTO SHOP』。 

2007年より恵比寿の一軒家でも展開している、知る人ぞ知る人気ショップ 

■DEVEAR＇ディベアー（ 
イラストレーター・グラフィックデザイナーの大西真平が描くオリジナルキャラクター
「DEVEAR」。“DEVEAR”(ディベアー)とは、彼が描く彼岸＇ひがん（と此岸＇しがん（
を行き来する黄泉＇よみ（の国の使いであり、 不条理でシュールな世界を描いた漫
画から毎シーズンのテーマが決まるキャラクターブランドの名前。2011年S/Sより、
オリジナルキャラクター「DEVEAR」のアパレルブランドを 

Ten and Half co.,ltd.と立ち上げ、今に至る。 

■aquagirl ON THE STREET 

“エッジー＆スイート”をテーマに、リアルモードスタイルを提案する 

「aquagirl ON THE STREET＇アクアガール オン ザ ストリート（」。 

自分らしく個性を追求していく女性たちに向けたコレクションは必見
です！ 

■Million Carats 

自分のスタイルやルールに固執するよりも、今までと違う着こなしや
アイテムに挑戦する事で新しい自分に出会えるはず！「 Million 

Carats ＇ミリオンカラッツ（」はもっと自由におしゃれを楽しみたい女性
に向けて、常に進化するスタイルを提案します。 

■BOLO 

カテゴリーにとらわれない独自の世界観を追求するブランド「BOLO

＇ボロ（」。コットン、リネンなど天然素材を中心にベーシックでスタン
ダードなアイテムを展開します。フォークロア、ワーク、ミリタリーなど
のデザインをベースに表現。「シンプルかつ機能的で優しい服」が
揃っています。 

スタイライフPARCO-CITY店に3ブランド登場！ 

クリエイターズマンションに、『シブカル祭。』期間限定WEBショップ、「POTTO SHOP」、
「DEVEAR」が登場！！                         ※ 『シブカル祭。』期間限定WEBショップは6P参照 
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６．リニューアルを記念した企画が満載！ 
「PARCO-CITY」モール開業来･最大規模のリニューアルを盛り上げるオトク企画が満載！ 

【２】 パルコ・シティのみ！オンライン限定企画  
    カード５％OFF  
〈PARCOカード〉・<<セゾン>>カード・UCカードご利用で、 
 ご請求時に5%OFFとなります。 

   ＜10月21日8:00 ～ 11月6日23：59＞ 

秋冬のファッションアイテムも、秋の夜長を楽しむ名作DVDも、
期間中のお買物がオトク！ 

【１】 リニューアルSALE！ 
   第一弾＜ 10月21日 ～ 10月27日 ＞ 
   第二弾＜ 10月28日 ～ 11月  6日 ＞ 

レディス・メンズ・雑貨など約100の人気ブランドがお得！ 

 セール企画では、『秋冬物新作が全品10％ＯＦＦ』や『MAX70％
OFFセール』等、お得にお買い物ができるチャンスです。 

また、人気のスタイライフPARCO-CITY店から今回特別に、アウト
レット商品が登場。MAX80％OFF!! 

その他にも、送料無料フェア、ノベルティプレゼントなど、  

各店の企画満載でお届けします！ 

【３】 リニューアル記念 パルコ・シティ新規会員登録キャンペーン 
    ＜11月6日(日)23：59まで＞ 
※期間中、会員登録(無料)をして下さった方にもれなく10,500円＇税込（以上のお買い物で使える
1,050円分のショッピングクーポンプレゼント中！リニューアルSALEのお得な商品がさらにお得にお
買い物できます。 
登録完了時にお送りするメールにてすぐに使えるクーポンコードをお送りします。 

  
【４】 リニューアル記念 ご購入者へお得なクーポンを配信！ 
    ＜11月6日(日)23：59まで＞ 
期間中にご購入していただくと、もれなく次回ご利用いただける525円分の 
モールクーポンプレゼント！！    
※ご購入いただいた方には、クーポンコード付きのメールを、１１月中旬に御登録いただいている
メールアドレスにお送りします。 

参加予定ブランド：ARROW、ALL ORDINARIES、OSMOSIS、 

MAGGY、WORLD WIDE LOVE!、 179/WG NICOLE CLUB , 

SCHLUSSEL、 JUNMEN、 TAKEO KIKUCHI, 

TiCTAC 、COLLECTORSなど、約１００ブランドが参加！ 

                            (一部抜粋、順不同（ 
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トップページリニューアルのコンセプト 
  
 

「来訪者との距離が近い＇親近感ある（サイトへ」 
 

１．モールランキング＜新設＞ 
モール売れ筋商品BEST5の表示 

 
 

 ２．リコメンド＜新設＞ 
現状のリコメンドを改善。 

弊社スタッフがお奨めする商品。 
 
 

 ３・ツイッター活用＜新設＞ 
モール及びテナントが発信するツイッター情報と、 

お客様のツイートのタイムラインを表示 
＇随時更新（ 

 
 ４．お客様商品閲覧履歴の表示<新設> 

お客様がモールで最近閲覧した最大10商品を表示 
＇直近1ヶ月の情報を表示（ 

上：新ロゴマーク 

右：リニューアル後のトップページ 

  新ロゴマーク リニューアル後のトップページ 

本リリースに関するお問い合わせ 
株式会社パルコ・シティ EC事業部  林／仁田 (otoiawase@parco-city.co.jp) 

東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス TEL 03-3477-8778 
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