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ＰＡＲＣＯのコーポレートメッセージ 

『ＳＰＥＣＩＡＬ ＩＮ ＹＯＵ．』をスタートいたします 
 
株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：牧山浩三）は、この度２０１０年にスタートしたコー

ポレートメッセージ『ＬＯＶＥ ＨＵＭＡＮ．』の想いを引き継ぎ、才能を発掘・応援するインキュベーション活動により

強くフォーカスを当てた新コーポレートメッセージ『ＳＰＥＣＩＡＬ ＩＮ ＹＯＵ．』をスタートいたします。 

メッセージを表現する広告の第一弾には、渋谷 CLUB QUATTRO やシブカル祭。2013 のステージで圧倒的な

ライブパフォーマンスを披露し、9 月よりメジャーデビューが決定している大森靖子（おおもりせいこ）を起用いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ メッセージに込めた想い 

パルコは 1969 年の池袋パルコ誕生以来、ファッションのみならず、音楽、アート、演劇など、様々なカルチャーを積

極的に紹介し、新しい才能の発見と、自信をもって未来を切り開いていく才能のある人たちを応援してまいりました。 

２０１０年にスタートしたコーポレートメッセージ「ＬＯＶＥ ＨＵＭＡＮ．」の想いを引き継ぎ、才能を発掘・応援するイン

キュベーション活動に、より強くフォーカスをあてるために、２０１４年より、新コーポレートメッセージ 

「ＳＰＥＣＩＡＬ ＩＮ ＹＯＵ．」をスタートいたします。 

 

■ WEB サイトリニューアル 
今回のコーポレートメッセージ『SPECIAL IN YOU.』を表現する広告や、

体現するリアルイベントなどを網羅した WEB サイトを新しく制作致しました。

制作したポスタービジュアル、スペシャルムービー、アーカイブ広告、イン

タビューなど充実のコンテンツでパルコの活動を紹介します。 

 

 
 

 

■ キャストプロフィール 

大森靖子(おおもりせいこ) 
 愛媛県生まれ。シンガーソングライター。弾き語りを基本スタイルに活動する、新少女世

代言葉の魔術師。レーベルや事務所に所属しないまま自主での作品リリースを重ね、耳の早

い音楽ファンの間で話題を集める。2013 年 5 月東京・渋谷 CLUB QUATTRO や 2014 年 3

月恵比寿 LIQUID ROOM をソールドアウトさせ、エイベックスよりメジャーデビューすることを

発表した。2014 年夏はジャンルの垣根を飛び越え、Tokyo Idol Festival、フジロック、ロック

インジャパンに出演。自身がボーカルを務めるロックバンド、THE ピンクトカレフでの活動も継

続中。今最も勢いのあるアーティストの一人。公式サイト http://oomoriseiko.info/ 

 

■制作スタッフ 

クリエイティブディレクター：箭内道彦  

クリエイティブプロデューサー：平井真央 コピーライター：村橋満 

デザイナー：村橋満・深瀬美帆 フォト：三浦憲治 

衣装：東香苗(縷縷夢兎) ヘアメイク：Masayo  
 

■ 今後の企画内容について 
才能を発掘・応援する企業として今後もさまざまな取り組みを予定、常に新しい提案を行っていきます。(2 ページ以降参照) 

     ＜キャンペーンメッセージ＞ 

    
君も、特別。 
世界中でたった一人にしかない特別な才能を 

誰もが持っている。 

解き放とう、あなたの中に眠るそのパワーを。 

世の中を動かす新しい力のデビューを、 

パルコは全力で応援します。 

SPECIAL IN YOU.公式サイト 
URL：http://www.parco.co.jp/specailinyou/ 
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【今後の予定・第一弾】 

シブカル祭。2014～トゥギャザーしようぜ！～開催決定！ 
渋谷パルコで 10 月 17 日(金)～26 日(日) 

「出会い、体験」をテーマに、4 回目となる女子のお祭りが今年も開催決

定！アート、ファッション、音楽、パフォーマンス、フードなど、渋谷パルコに

100 組を超える若手女子クリエーターが集結、クリエーターと来場者が一体

になって、みんなでつくる「シブカル祭。2014」をテーマに、様々な展示やイ

ベントを開催予定です。 
 

タイトル：シブカル祭。2014～トゥギャザーしようぜ！～ 
会期：10 月 17 日(金)～10 月 26 日(日)  

    ※レセプションパーティー10 月 17 日(金) 18：00～21：00 

会場：パルコミュージアム(PART1・3F)、公園通り広場、スペイン坂広場、 

シネクイント、クラブクアトロ、渋谷パルコ館内外他 

URL：http://www.shibukaru.com/ 
 

コーポレートキャンペーンに起用した大森靖子さんが昨年に引き続き今年も

出演決定！ 

 

<<シブカルアーティスト TOPICS>> 
☆ステレオテニス  

シブカル祭。過去 3 回参加、2013 年の渋谷パルコ４０周年企画

として「HELLO KITTY」とのオリジナルコラボ商品を制作、 

Meetscal ストア by once A month にて期間限定販売を実施。 

http://www.stereo-tennis.net/ 
 

☆Chim↑Pom   

過去 3 回のシブカル祭。に参加、2012 年秋にパルコミュージアムで

開催した Chim↑Pom 展は 1 万人以上が来場し、話題を呼んだ。 

http://chimpom.jp/jp/ 

 

【今後の予定・第二弾】 

天神ラボ 2014＠福岡パルコ 開催！ 
福岡パルコで 9 月 12 日(金)～23 日(火祝) 

福岡パルコで毎年秋に開催し、今年で 3 年目を迎えるアートイベント「天神

ラボ」。一般公募とパルコピックアップ枠で選出された九州の若手クリエーター

が多数登場します！ 
 

タイトル：天神ラボ 2014 
会期：9 月 12 日(金)～9 月 23 日(火祝)  

会場：福岡パルコ 

URL：http://fukuoka.parco.jp/web/tenjinlabo/ 
 

<<天神ラボ TOPICS>> 
天神ラボ2012に参加したWITNESS、WOK22、富

永ボンドの３名のアーティストが台湾/台南市内に

あるギャラリーで、合計 100 点を超える作品の展

示とライブペイントを披露。多数の現地記者も駆

けつけ、日本の若手アーティストと商業施設との

タイアップ個展ということで注目を集めた。 

http://www.shibukaru.com/
http://www.stereo-tennis.net/
http://chimpom.jp/jp/
http://fukuoka.parco.jp/web/tenjinlabo/
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パルコのインキュベーション事例 

パルコの「新しい才能の発掘・応援」への取り組みは日本国内に限らず、海外の若手デザイナーの成長支援や、日本のデザ

イナーやクリエーターの海外での事業成長の支援などグローバルに展開しています。各事業での取り組みを通して成長した

ブランドや、共感軸で広がったネットワークは当社事業の新しい取り組みにつながっています。 
 

【事例 1】 

パルコが提案する新しい形のデザイン物産 SHOP 

パルコ自主編集ショップ『OMISE PARCO』@成田空港第一旅客ターミナルエアポートモール 
3 店舗目となるパルコの自主編集ショップ『OMISE PARCO(オミセパルコ)』が、パ

ルコをとびだして成田空港にオープンしました。 「『旅という生活』を楽しくするデザイ

ングッズを売る売店」というコンセプトで、日本の伝統技術や最新のテクノロジーとフ

ァッション・デザインが融合した商品を、世界へ、日本へ、発信します。またパルコの

自主編集ショップとしてインキュベーションの精神に基づき、海外展開を目指すメー

カーやブランドのテストマーケティング機能も担います。 

URL：http://www.parco.jp/onceamonth/omiseparco/ 
 

<<OMISE PARCO 商品 TOPICS>> 
☆回転寿司スーツケースカバー 

パルコプロデュースショップとしての本格的なオリジナル商品第一弾「回転寿司スーツケースカバー」を開

発。外国人向け商品として、大分空港名物のまわる回転寿司をモチーフにしたスーツケースがあれば面白い

のでは？という発想から、パッケージデザインはシブカル祭などで活躍するデザイナー「いすたえこ（NNNY）」

さん、生産工場は自主編集各店の取引先でもある「DANKE」チームに依頼し、開発しました。 
 

 

【事例 2】 

パルコのインキュベーションクラウドファンディング FFF by PARCO 

「JUN OKAMOTO ファンド」が目標売上を超える結果を達成！ 
ファイト・ファッション・ファンド byPARCO(以下 FFF)は、「日本初。1 口 3 万円。新しいファッションを

応援するファンド、パルコから」をコンセプトに、パルコが 2011 年から実施している「ファッションデザイ

ナーの事業成長を応援する、生活者参加型の投資型クラウドファンディング」です。渋谷パルコでの

出資者との交流イベントやファッションショー、東京コレクションへの参加、海外におけるファッション

ショーおよび販路開拓などの機会を提供し、2014 年 4 月までの 2 年間で 2 号案件である「JUN 

OKAMOTO ファンド」が、当初目標を上回る結果で、成功のうちに完了いたしました。 

今後 2014 年秋のローンチを目指して“ネクスト FFF”を計画中。 

 

URL：http://nippon-fafafa.jp/ 

 
【事例 3】 

世界へ向けた若いアジアの才能の育成 

ASIA FASHION COLLECTION～Grobal Incubation Project～ 
パルコは昨年秋より株式会社バンタン(以下、バンタン)と連携し、次代の

アジアファッションを担う若手デザイナーの発見と、応援のために「Asia 

Fashion Collection～Grobal Incubation Project～」(以下、AFC)に取り組

んでおります。アジアを代表する若手デザイナーを選出し、2013 年 10 月に

東京、2014 年 2 月にはニューヨークでのランウェイショーを開催し、ブランド

コレクションの発表機会を提供しました。その後も渋谷パルコでの衣装展示、

台湾での衣装展示＆ランウェイショー開催など広がりを見せ、今後も、福岡、

韓国、香港での企画が進行中です。AFC はその名前のとおり、アジアを巻

き込んで新しいファッションの才能を、世界に発信していきます。 
 

次回 AFC2014 は 2014 年 10 月 19 日(日)開催決定！ 

URL：http://asiafashioncollection.com/ 

http://www.parco.jp/onceamonth/omiseparco/
http://nippon-fafafa.jp/
http://asiafashioncollection.com/

