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深まる秋に向けてパルコのトピックスをご案内します
＜Pickup Topics＞

◆ 池袋パルコ本館 1Ｆが、内外装とも大幅にリフレッシュして 11 月 3 日（木・祝）オープン
◆ 渋谷パルコに、イタリア料理「ジョベントゥ・サバティーニ」が新登場
＜アート関連＞

・ 安村崇 写真展

・ Production I.G.展

・ スギザキメグミ展 GIRLS BE AMBITIOUS！ ・ 奥原しんこ展「ある風の強い日に」
＜演劇関連＞
パルコ劇場公演新着情報 ・12 人の優しい日本人

・志の輔らくご in PARCO Vol.10 〜新古典の世界〜
・ LOVE LETTERS 2005 FALL SPECIAL

・ メアリー･ステュアート

・ ダブリンの鐘つきカビ人間
＜音楽関連＞

・ クラブクアトロ 10 月の主要企画

・パルコマネジメント アーティスト情報

＜出版関連＞
パルコ出版の新刊 『ラヴァーズ・ダイアリー 恋するふたりの３６５問』

・ パルコの２００６カレンダー好評発売中
＜映画関連＞
シネクイント 上映予定ラインナップ

木村カエラ主演 『カスタムメイド 10.30』

＜10 月 29 日ロードショー＞

本紙掲載情報等のお問合せ先
㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）
電話：03-3477-5710
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1
（10 月 11 日以降）〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ
・
○本資料の PDF 版を PARCO ホームページで提供しております。
ダウンロードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.html
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◆ 池袋パルコ本館 1Ｆが、内外装とも大幅にリフレッシュして 11 月 3 日（木・祝）オープン
8 月より改装工事を進めてまいりました池袋パルコ本館 1F が、11 月 3 日（木・祝）にオープンすること
が決定いたしました。
池袋パルコ本館はＪＲ池袋駅上に位置し、ＪＲ池袋駅のコンコースに面している 1F は、長年駅の利用者
の方にも親しまれてまいりました。このたびの改装では 1F の外装デザインを全面的に刷新し、これまで
以上に池袋パルコの存在感をアピールするものに変わります。
また同時に 1F のテナントも全面的に改装し、まったく新しいショッピングソーンにリフレッシュいたし
ます。
（詳細は、最終ページ添付の別紙資料をご参照ください）

〔完成イメージ図〕
写真左
：1F 明治通り側
写真右
：1F JR コンコース側

◆ 渋谷パルコに、イタリア料理「ジョベントゥ・サバティーニ」が新登場！
この 9 月 29 日（木）
、渋谷パルコ・パート 1・7Ｆに新しくイタリア料理の「ジョベントゥ・サバティー
ニ」をオープンいたしました。
渋谷パルコ・パート 1・7/8F のレストランフロアʻダイニング＆ガーデンパルコʼでは、昨年末からのベ
トナム料理「Ｙサイゴン」
、沖縄料理「シーサーズ」
、坦々麺専家「蒼龍唐玉堂」のオープンに続き、今回
新たにイタリアンレストランを導入することにより、一層の食のバラエティＵＰを図ります。
「ジョベントゥ・サバティーニ」は、イタリアンの名店「リストランテ・サバティーニ」のカジュアル業
態で、サバティーニのテイストをより多くの方に楽しんでいただくためのブランドとして昨年スタートし
ています。店名の「ジョベント
ゥ」とは、
「若い力」
「若い人た
ち」などの意味をもつ言葉。文
字通リ若くファッショナブル
なサバティーニをお楽しみい
ただけます。底辺には、サバテ
ィーニの思想・哲学が純然と流
れ、本格への追求はそのままに
値頃感のある本物を提供して
まいります。

パルコ本部事務所移転のご案内
これまで渋谷パルコ隣接地にございました当社本部事務所は、10 月 11 日（火）より下記の住所に移転い
たします。
（・電話番号に変更はございません ・渋谷パルコ事務所は移転いたしません）
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス
［JR 渋谷駅から渋谷マークシティ経由で徒歩約 10 分 京王井の頭線神泉駅から徒歩約 4 分］
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム

安

村

崇

写

真

展

本展は現在最も活躍が期待されている写真家
のひとり、安村崇の初の個展です。1999 年に
キャノン写真新世紀でグランプリを受賞して
以来、注目を集めてきた安村の軌跡をたどり、
これまでのシリーズからの代表作を一同に紹
介します。安村の表現は、常に自然と人間の
関係に存在する虚実を浮き彫りにする、アイ
ロニーとユーモアを絶妙に交えたユニークな
手法と、写真そのもののクオリティの高さを
持ち合わせています。作品のモチーフとなる
©安村崇
のは、なにげない家の中の景色や、ステレオタイプな日本の自然など。どこか懐かしさを感じさせるよう
な、ごくありふれた風景でありながら、その淡々とした表現の中に、常識や思い込みにゆさぶりをかける
ような「ずらし」を生じさせる、微かな作為の気配を感じさせます。

◆開催概要
期間：開催中〜10 月 17 日（月） 会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （入場は閉館 30 分前まで・最終日は 18:00 閉場予定）
入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料
Production I.G.展
昨年劇場公開され話題を呼んだ押井守監督「イノセンス」
、映画
「キル･ビル vol.1」のアニメパートの製作など、最先端の表現手
法としてアニメーションを制作し、世界中を魅了しつづけるアニ
メーション制作スタジオ「プロダクション I.G」のその歴史、そ
して最新の試みを紹介する展覧会です。
本展では、
プロダクション I.G が過去に制作した作品を膨大なア
ーカイブの中から紹介（過去作品をリミックスしたプロモーショ
ン映像の上映も予定）
、またこの秋放送が開始される「BLOOD
＋」などの新作アニメから来春公開予定の押井守監督「立喰師列
伝」まで、これからのプロダクション I.G もご覧いただく内容になります。
＊
会期中はアニメ界の大物ゲストを交えたトークショー、本展でしか手に入らない限定商品の販売なども予
定しています。
（企画内容は、10 月 5 日にHP(http://www.parco-art.com/)にて公表予定です）

◆開催概要

期間：2005 年 10 月 21 日（金）〜11 月 1４日（月） 会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （入場は閉館 30 分前まで・最終日は 18:00 閉場予定）
入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料

パルコミュージアム
パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F
℡ 03-3477-5873
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴス ギャラリー

スギザキメグミ展
「GIRLS BE AMBITIOUS！」
主に現代女性のイラストを多く描き、ポップでキュートな作風が
特徴のスギザキメグミ。
「non-no」
「MORE」など女性ファッション誌へのイラスト提供
をはじめ、広告、ＣＤジャケット、書籍の装丁イラストも手掛け
るなど、幅広い活動を行っています。特にヴィレッジヴァンガー
ドやロフトなどを中心に販売されているポストカードは、販売枚
数が１６万枚を突破する人気ぶりで、10 代〜20 代の女性にはカ
リスマ的人気を誇っています。
本展ではスギザキメグミのイラスト原画のほか、イラストブック
「Sweet Devil Girls」と「My Revolution」に収録されているイ
ラストを中心としたイラスト展示いたします。また、スギザキメ
グミ サイン入イラストパネルのほか各種スギザキメグミグッズ
を販売。イラストブックは先着で直筆サイン本を販売いたします。

◆開催概要

期間：2005 年 10 月 19 日（水）〜10 月 31 日（月）
開場時間：10：00〜21：00 （最終日は 17:00 まで）

C スギザキメグミ
○

会期中無休

奥原しんこ展「ある風の強い日に」
キャンバス上の鮮やかでやさしいペインティングに、
雑
誌や写真から採ったコラージュの人や動物などを組み
合わせる独特な作風で、特にデザイン・ファッション系
のクリエイティブな層に支持を受けている奥原しんこ。
彼女をフューチャーして開催する本展では、
オリジナル
ペインティングを展示販売。また、奥原しんこと飯島久
美子が展開するブランド「CHEESE monger」の 2006
春夏新作ファッションも発表します（この「CHEESE
monger」新作は会場でオーダーを受注）
。さらに、本展
のために作った T シャツ、バンダナ、ポスターや、小
物やアクセサリーなど、
クリスマスのギフトにピッタリ
の「CHEESE monger」のプロパー商品、ポストカードなどの奥原しんこグッズも販売。

◆開催概要

C 奥原しんこ
○

C 奥原しんこ
○

期間：2005 年 11 月 16 日（水）〜11 月 29 日（火）
会期中無休
開場時間：10：00〜21：00 （最終日は 17:00 まで）

ロゴスギャラリー 今後の予定ラインアップ
□寺山修司生誕 70 年 寺山修司＋森山大道「あゝ、荒野」展
… 12 月 1 日（木）〜 13 日（火）
□日常(いつも)のための非日常(とっておきの)プチトートバッグ展 … 12 月 15 日（木）〜 26 日（月）

ロゴスギャラリー
パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F
℡ 03-3496-1287
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パルコ劇場・その他演劇公演

パルコ劇場企画公演新着情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<パルコ・プロデュース公演>

12 人の優しい日本人
■ 会場：パルコ劇場
もし、日本にも陪審員制度があったら…。
12 人の陪審員たちが繰り広げる緊迫の
法廷劇。三谷幸喜 作・演出の傑作がパ
ルコ劇場でリニューアル上演！
戦後最大の司法制度改革として、2009 年
5 月までに導入が予定されている“裁判員制度”を、はるか 15 年前に予見したかのような物語「12
人の優しい日本人」は、1990 年、三谷幸喜が東京サンシャインボーイズ公演として発表、その
着眼点と人物描写の素晴らしさ、議論べたの日本人にも陪審員制度が成立するのではないかと思
わせるリアリティで、多方面から大絶賛を受けた作品です。過去 3 度にわたり『東京サンシャイ
ンボーイズ』公演として上演され、1991 年には映画化もされた本作が、初演から 15 年、キャス
ティングを一新した 2005 年版として、この 12 月 PARCO 劇場に登場します。
12 人の陪審員役には、エンタテインメント各界から、人気実力を兼ね備えた役者陣が集結いたし
ました。
＜作・演出＞ 三谷幸喜
＜出演(五十音順)＞ 浅野和之、石田ゆり子、伊藤正之、江口洋介、小日向文世、鈴木砂羽、
筒井道隆、生瀬勝久、温水洋一、堀内敬子、堀部圭亮、山寺宏一
［公演日程］2005 年 11 月 30 日（水）〜12 月 30 日（金） ［料金］9,000 円（全席指定・税込）
※プレビュー公演 11 月 27 日(日)〜29 日（火）予定−料金 8,500 円（全席指定・税込）
2005 年 10 月 30 日（土）前売開始
<パルコ・プロデュース公演>

志の輔らくご in PARCO Vol.10 〜新古典の世界〜
■ 会場：パルコ劇場
2006 年正月、パルコが落語になる！志の輔、ひとりで 1 ヶ月！
落語界をリードし、全国津々浦々での独演会をはじめ、文楽や狂言
とのコラボレーション（こらぼ）なども行うなど、常に挑戦し続け
ている立川志の輔。
パルコ劇場での公演も記念すべき 10 年目となります。
その 10 周年にふさわしく、パルコ劇場で新春ロングラン公演・4
プログラムにて上演を行います。それぞれのプログラム（演目）は
計 3 席を予定、前座もなく丸ごと一人で 3 席の独演会となります。
9 年間培ってきた 27 席の新作落語＆古典落語の中からの 2 席とお
楽しみの 1 席をお贈りいたします。(予定)
他ではありえない、パルコならではの「志の輔らくご」にどうぞご期待ください！
［公演日程］ 2006 年 1 月 3 日（火）〜1 月 26 日（木）
［料金］
5,500 円（全席指定･税込）
2005 年 10 月 15 日（土）前売開始
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）10 月以降の主な公演ラインナップ

LOVE LETTERS 2005 FALL SPECIAL
パルコ劇場の人気レパートリー公演。この秋に登場するカップルは、

近藤良平(コンドルズ)＊写真左と安寿ミラ＊写真右。
［公演日程］ 2005 年 10 月 28 日（金） 19:00
［料金］
5,000 円（全席指定・税込）

<パルコ・プロデュース公演>

メアリー･ステュアート
フリードリッヒ・シラー作「メアリー・ステュアート」の自由な翻案

1６世紀に生きた二人の女王を描いた作品です。
ひとりは男で身を滅ぼしたといわれるメアリー・ステュアー
ト、もうひとりは政治的問題と絡む男女関係に煩わされるこ
とを嫌って、一生結婚をしないことを宣言し「処女王(Virgin
Queen)」と呼ばれたエリザベス１世。史実では、二人は常
に拮抗し、メアリーはエリザベスによって処刑。二人は同じ
島に生きながら、決して出逢うことがありませんでした。し
かし、その二人は夢の中で出逢います。
「女」として、そして同時代を生きる「人」として…。もし
出逢っていたら、二人は愛し合えたかもしれない…。
登場人物はメアリー・ステュアートとその乳母、そしてエリザベスとその侍女の４人。しかし、演
じるのは２人の女優。メアリー（南果歩）を演じる女優はエリザベスの侍女を、そしてエリザベス
（原田美枝子）を演じる女優はメアリーの乳母を演じます。
演出は、2004 年 12 月、オン・ブロードウェイでスティーブン・ソンドハイムの「太平洋序曲」の
演出で、東洋人初の演出家デビューを飾った、今最も注目される宮本亜門。1990 年に本作品の日本
初演を演出した彼が、女性の、そして人間の深淵に鋭くメスを入れます。
＜作＞ダーチャ・マライーニ ＜訳＞望月紀子 ＜演出＞宮本亜門
＜出演＞原田美枝子×南果歩
［公演日程］ 2005 年 11 月 3 日（木）〜11 月 22 日（火） ［料金］ 7,500 円（全席指定・税込）
（※11 月 6 日終演後スペシャルトークショーあり）
◎ル テアトル銀座（東京・銀座一丁目）この秋の注目公演

ダブリンの鐘つきカビ人間
主演にラーメンズの片桐仁、中越典子・土屋アンナが舞台初出演
など話題豊富なキャストで、2002 年のパルコ劇場から一回り大
きいル テアトル銀座に場所を移し、スケールアップしての再演
です。
＜作・出演＞
後藤ひろひと ＜演出＞Ｇ２
＜出演＞ 片桐仁(ラーメンズ) 中越典子 土屋アンナ 姜暢雄 他
［公演日程］ 2005 年 10 月 28 日（金）〜11 月 13 日（日）
［料金］ S 席 8,400 円 A 席 6,800 円 BOX 席【2 名様】16,800 円（全席指定・税込）
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報
クラブクアトロ １０月の主要企画

THE HIVES <ザ・ハイヴス>
10 月 11 日（火）12 日（水） 渋谷クラブクアトロ
10 月 14 日（金）名古屋クラブクアトロ
10 月 15 日（土）心斎橋クラブクアトロ
1993 年、スウェーデンの工業都市ファゲルスタで結成された 5 人
組。メロコア、オールド・スクール・パンク、ガレージなどヴァ
リエーションのある音楽性と破天荒なライブ・パフォーマンスが評判となり、まずイギリスで大ブレイク、その後全
世界的に人気が飛び火し、今やスウェーデンを代表するバンドに成長した。初の単独来日ツアー。

Pierre Blanchard & Dorado Schmitt <ﾋﾟｴｰﾙ･ﾌﾞﾗﾝｼｬｰﾙ&ﾄﾞﾗﾄﾞ･ｼｭﾐｯﾄ ｶﾙﾃｯﾄ>
10 月 10 日（月・祝）
）心斎橋クラブクアトロ

10 月 13 日（木）渋谷クラブクアトロ

ジプシー・ジャズ（マヌーシュ・スウィング）というジャンルを産み出した偉大なるギタリスト、ジャンゴ・ライン
ハルト。その生涯の相棒であった巨匠ステファン・グラッペリの愛弟子で現代ジャズ・ヴァイオリンの最高峰ピエー
ル・ブランシャールが、現代ジプシー・スィング・ギターの首領と言われるドラド・シュミットと共にお届けするジ
ャンゴ＆グラッペリへの熱いオマージュ。

Fanfare Ciocarlia <ファンファーレ・チォカリーア>
10 月 11 日（火）心斎橋クラブクアトロ
10 月 12 日（水）名古屋クラブクアトロ
10 月 13 日（木）広島クラブクアトロ
10 月 16 日（日）渋谷クラブクアトロ
ルーマニア東部、人口わずか 400 人のジプシー集落のブラスバンド。
元々村の冠婚葬祭で演奏してきた楽団だったが、映画『アンダーグ
ラウンド』
（95 年カンヌ映画祭グランプリ）でその音楽が使用され
たことから世界の音楽市場から注目されることになる。昨年は彼等のドキュメンタリー映画『炎のジプシーブラス』
も公開された。
“世界最速”と言われる驚異のブラス・アンサンブルで会場を熱狂の祝祭空間へと誘う。

FIRE STARTER INTERNATIONAL
【出演】Atomic Hooligan （写真右）/ smorgas / TRICERATOPS /
KEMURI（写真下） / 175R / BEAT CRUSADERS /他
10 月 24 日（月）25 日（火） 渋谷クラブクアトロ
10 月 26 日（水）27 日（木） 名古屋クラブクアトロ
10 月 28 日（金）29 日（土） 心斎橋クラブクアトロ
タワーレコードが日本の音楽マー
ケットを活性化させるべく2001 年
にスタートさせたコーポレート・
プロジェクト“FIRE STARTER”
。当
初は北海道、そして沖縄を拠点に
してきたライブ・イベントも昨年は全国ツアーとして開催。そし
て今年は更にスケール・アップして海外アーティストも招聘し、
東名阪クアトロ 3 拠点で 6DAYS を敢行。
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◆パルコ・マネジメント 音楽アーティスト情報

MOʼSOME TONEBENDER
・マキシ・シングル『ペチカ』 10 月 19 日（水）発売
COCA-50880 \1,260（税込）

パルコ出版の新刊情報

「ラヴァーズ・ダイアリー 恋するふたりの３６５問」
2005 年 10 月中旬発売 定価：1,470 円（税込）
判型：125mm×143mm・ハードカバー 頁数：372 ページ

ＰＡＲＣＯ出版編

書き込み式恋愛日記の決定版『ラブ・ダイアリー』
。口コミで
評判が広まり、今や 10 万部を突破する勢いのロングセラーで
す。ご好評にお応えして、続編刊行決定！
「メールのレス、何分（時間）来ないと不安になりますか？」
「あなたの体の声は、あの人になんと言っていますか？」
・・・
最高の恋愛をしているふたりが、もっと熱く、もっと絆を深め
られるようなダイアリーブック。これからのギフトシーズンに
も最適の一冊です。

今年も大人気！パルコ出版のカレンダー好評発売中です
毎年、好評のパルコのカレンダー。2006 年版も毎度おなじみ定番
の「御教訓カレンダー」から、ニューフェイスの「コペットカレン
ダー」までの全５種、全国の書店、大型雑貨店で発売中です。

←コペットカレンダー
定価：1,575 円（税込）
サイズ：420×277mm
枚数：表紙＋14 枚
タイプ：ノート型
▽コカ・コーラのプロモーシ
ョンで人気のコペットがノート
型カレンダーに！動物の特
長を生かしたキャラクターの
世界をお楽しみください。

御教訓カレンダー↑

イラスト・久保誠二郎

定価：1,365 円（税込） サイズ：260×120mm
枚数：表紙＋127 枚 タイプ：壁掛け
イラスト・タナカ カツキ
▽めくるたびに大笑いの超ロングセラー！
全国公募で選ばれた傑作パロディーが 3 日ごとに楽
しめる、まさにお笑いカレンダーの王様です。
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パルコ 映画関連情報
◆シネクイント（東京・渋谷パルコ・パート３・８F） 上映ラインナップ
いよい１０月２９日ロードショー！

カスタムメイド１０．３０
2004 年 10 月 30 日に広島市民球場で開催された、奥田民生の伝
説のライブ「ひとり股旅スペシャル＠広島市民球場コンサート」
の記録映像と、木村カエラ演じる女子高生のドラマが融合したま
ったく新しい音楽青春映画です。
※
パルコではこの秋の広告キャンペーンに、本映画主演の木村カエ
ラを起用し、TV-CF、ポスターなどに彼女が登場し 11 月上旬まで
展開中です。
映画公開にあわせて「カスタムメイド 10.30」パネル展を
パルコ各店にて以下の日程で開催いたします。
・渋谷パルコ 9 月 30 日（金）〜10 月 31 日（月）
・吉祥寺パルコ 10 月 27 日（木）〜11 月 2 日（水）
・広島パルコ 10 月 6 日（木）〜［1 ヶ月間予定］
・その他、名古屋パルコ、千葉パルコなどでも開催予定
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添付資料 ‒ 池袋パルコ 1F リニューアル詳細

ʻ05 年 11 月 3 日（木・祝）池袋 PARCO 本館
待望のグランドＯＰＥＮ
池袋パルコ（東京都渋谷区、代表執行役社長 伊東 勇、池袋店店長 請川 隆良）は、2005 年 11 月 3 日（木・
祝）、本館１F の外装デザインを刷新し、より、「池袋パルコ」の存在感をアピールするビルに生まれ変わります。
1969 年にパルコ 1 号店である「池袋パルコ」がオープンして以来、抜本的な変革をできなかった本館
1F について、改装へ向けた諸要件が整ったことにより、この夏より全面的な工事入りをし、11 月 3 日（木
祝）グランド OPEN の運びとなりました。
新・池袋パルコは白を基調とした外装デザインとなり、ショッピングをさらに楽しんでいただける様、
明治通り側より直接ご来店いただける入口の増設、コンコースへ直接抜けられるメイン導線の強化をいた
します。また、今回入口まわりを増床した事により、エントランスも広く、開放感、透明感の溢れる空間
となっております。
ここ数年、都心部の新宿、丸の内、或いは近隣都市の商業施設や郊外型ショッピングモールなどが話題
の中心でありましたが、今回改装をきっかけに、21 世紀型の次世代「池袋パルコ」を構築し、池袋の街全
体の活性化に繋げてゆきたいと考えております。
■池袋パルコ概要

建築面積 922.74 坪（3050.39 ㎡） / 店舗面積 1789.2 坪（5914.73 ㎡）

全面改装いたしました１F のテナント構成は、池袋オンリーショップの集積とし、「池袋パルコ」の全体像をイメージ
できる様、レディス身の回り品やアクセサリーを中心に衣料品のショップを組み合わせ、バラエティ感を創出、専
門店としての平場を提案いたします。
１Ｆ 出店ショップ（Ｎ：ニューショップ・Ｒ：リニューアルショップ・★池袋マーケット初出店）
サマンサタバサ/バッグ（Ｒ） サマンサタバサジャパンリミッテッドの代表ブランド。カジュアルなものからエレガンスまで、トレンド感、華や
かさがあふれるラインを展開しています。パステル・ビビッド・モノトーンなど豊富な色展開で一目でサマンサブランドである事がわかるバッグを提案

サマンサティアラ/アクセサリー（Ｎ） ★

トレンド、リッチ感をあわせもつ、ジュエリーを展開。洋服の様にその日の気分やＴＰＯにあわ

せジュエリーを身に着ける感覚を提案するアクセサリーショップ

ゴールディ Ｈ．Ｐフランス/アクセサリー・ファッション雑貨（Ｎ）★
フランスを中心に、ヨーロッパ各国より集めたバッグやアクセ、シューズ、ストールなど様々なクリエイターの世界観が味わえます

ｅｔｅ（エテ）/アクセサリー（Ｎ）★
エテはフランス語で「夏」の意味。品の良い自然感覚と、主張のあるオリジナルティをシルバージュエリーを通じて提案するショップ

Ｌｅｓ Ｎｅｒｅｉｄｅｓ（レネレイド）/アクセサリー（Ｎ）★
レネレイドはギリシャ神話にでてくる、「海の妖精たち」の意味。デザイナーエンゾーのロマンティックな感性と花々や海を愛する心から生まれたコス
チュームブランド。女性らしさ、手作り、融合をコンセプトとした、装飾美あふれるアクセアリーショップ

グレースコンチネンタル/レディス（Ｒ）★
時代に流されない、独特で優雅なデザインを、世界中のクラフトを用い展開するレディスファッションショップ

ＳＬＹ（スライ）/レディス（Ｒ）★

ミリタリー系やロック系などをミックスしながら、グラマラスでセクシーな女性のためのブランド

この件 に関 するお問 合 せは下 記 までお願 いします
池 袋 パルコ 営 業 課
TEL：03−５３９１−８００３
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