メディア関係者各位

2017年10月16日
株式会社パルコ

セール、アート展示、限定ショップ、ノベルティ……
楽しいイベントがたくさん詰まった10日間！

池袋PARCO 「BUKURO EXPO」開催！
池袋PARCOでは10月27日（金）～11月5日（日）の10日間、「BUKURO EXPO」を開催！
期間中は、対象ショップのセール＆サービスに加え、館内でアート展示や限定ショップのオープン、ノベルティ
プレゼントなどバラエティに富んだイベントを実施いたします。
ポスタービジュアルには映画『南瓜とマヨネーズ』（11月11日(土)公開）から、臼田あさ美さんと太賀さんが登
場！池袋を舞台に、写真家の川島小鳥さんが撮影されました。ポスタービジュアルのアザーカットやスペシャ
ルインタビューが掲載された限定ZINE＆マルシェバッグの先着プレゼント企画もご用意。また、映画『南瓜とマ
ヨネーズ』のＴシャツのプレゼント企画やショーウィンドウでの川島小鳥さんのフォトディスプレイもお楽しみ頂け
ます。
他にも、アーティスト大原舞さんによる展示“FLUX”(本館1F・北ウィンドウ)や、ウルトラセブン放送開始50年特
別企画展「70 CREATORS’ SEVEN」(本館7F・パルコミュージアム)、様々な作家の作品を取り扱う「ROCKET
OFFLINE SHOP」(本館3F・特設会場)など、クリエイターやショップの想いが詰まったイベントを続々と展開。
この秋、池袋パルコで新たに始まる「BUKURO EXPO」へ、是非お越しください！

■タイトル：池袋PARCO 「BUKURO EXPO」
■会期：2017年10月27日（金）～11月5日(日）10日間
■営業時間：［本館］10：00～21：00 7F/8F レストラン11:00～23:00 ※8F一部店舗11:00～23:30
［P’PARCO］11:00～21:00
■住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 ■電話：03-5391-8000（大代表）
■公式HP：http://ikebukuro.parco.jp/web/bukuro_expo/
【本件に関するお問い合せ】
株式会社パルコ 池袋店営業課 荒明（ara-hiro@parco.jp)・藤井(fuji-hiro@parco.jp)
TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東口ビル6F
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ADVERTISING&NOVELTY

―広告・ノベルティプレゼント企画のご案内―

BUKURO EXPO メインビジュアル

BUKURO EXPO オリジナルマルシェバッグ
&限定ZINE プレゼント！

11月11日(土)公開の映画『南瓜と
マヨネーズ』に出演する臼田あさ美
さんと太賀さんがメインビジュアルを
飾りました。池袋を舞台に川島小
鳥さんが撮影された写真には、イキ
イキとした二人の空気が映し出され
ています。オフィシャルムービーも
お楽しみに！

池袋パルコLINE@に友だち登録して頂いている
お客様先着500名様にオリジナルマルシェ
バッグ&ZINEをプレゼント。ZINEには、川島小鳥
さんによるBUKURO EXPOビジュアルのアザー
カットや臼田あさ美さん＆太賀さんのインタ
ビューを掲載！

【CAST】臼田あさ美／太賀
【STAFF CREDIT】アートディレクター：佐藤亜沙美（SATOSANKAI）／
写真：川島小鳥／ムービー：エリザベス宮地／音楽：The Wisely Brothers／
スタイリスト：工藤司／ヘアメイク：根本亜沙美／
企画制作：工藤健士・室賀聡子(RCKT/Rocket Company*)

■期間：10月27日(金)～11月5日(日)
■引換会場： 本館1F インフォメーション

臼田あさ美×太賀 SPECIAL INTERVIEW

※画像はイメージです。

※なくなり次第終了。 ※お一人様１点限り。

映画『南瓜とマヨネーズ』コラボTシャツプレゼント！

※画像はイメージです。

©魚喃キリコ/祥伝社・2017『南瓜とマヨネーズ』製作委員会

BUKURO EXPOのメインビジュアルを飾った臼田あさ美さん、太賀さん
のスペシャルインタビューを池袋PARCO特設サイトに掲載！映画『南
瓜とマヨネーズ』の撮影秘話も交えながら語って頂きました。
■特設サイトURL
http://ikebukuro.parco.jp/web/bukuro_expo/interview/

アプリ「POCKET PARCO」にて『よくご利用になるPARCO』に「池袋
PARCO」をご登録のお客様に、抽選で映画「南瓜とマヨネーズ」
×TANGTANG コラボTシャツをプレゼント！
■応募期間：10月27日(金)～11月5日(日)

EXHIBITION ―アート展示のご案内―
“FLUX” 大原舞

BUKURO EXPO×『南瓜とマヨネーズ』 フォトディスプレイ

大原舞さん自身の分身でもあるNatarieが
「どこかでみたことがあるような無いような、
当たり前の日常」を集めて新しい流れを
ショーウィンドウの中で表現します。
■期 間：
10月27日（金）～11月5日(日)
■会 場：
本館1Ｆ・北ウィンドウ

ウルトラセブン放送開始50年特別企画展
「70 CREATORS’ SEVEN」
円谷プロダクションの特撮番組
「ウルトラセブン」の展覧会を開催。
70人の人気クリエイターとタッグを
組み、 多様なオマージュ作品で
表現します。

■期 間： 10月19 日（木）～11月5日(日）
10：00～21：00
※入場は閉場の30分前まで。※最終日は18:00閉場。
■会 場： 本館7Ｆ・パルコミュージアム
■入場料： 一般500円・学生400円（各税込）・小学生以下無料
■公式HP： http://www.parco-art.com

BUKURO EXPOビジュアルのアザーカットを中心とした、川島小鳥さんの
写真の世界が広がるディスプレイを展開します。
■期 間 ： 10月27日(金)～11月5日(日)
■会 場 ： 本館1F・南ウィンドウ

SALE ―対象ショップでセール開催―

BUKURO EXPO
SALE &
SPECIAL SERVICE
館内の対象ショップではセールやスペシャル企画をご用意。新作アイテム
がおトクに手に入るこの機会をお見逃しなく！
セール情報詳細は下記URLよりご確認ください。
■特設サイトURL
http://ikebukuro.parco.jp/web/bukuro_expo/
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SPECIAL EVENT ―イベントのご案内―
HiGH&LOW THE MOVIE3 FINAL MISSION
POPUP SHOP in IKEBUKURO

MONST STRIKER'S Cafe

©XFLAG

人気スマホゲーム「モンスターストライク」の４周年を記念して、
本格的コラボレーションカフェが期間限定OPEN！

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

11月11日（土）公開の映画『HiGH&LOW THE MOVIE3 FINAL MISSION』
の公開を記念した期間限定ショップが池袋PARCOに登場！
■期 間 ：
■会 場 ：
■入場料：
■公式HP：

10月20日(金)～11月13日(月)
本館7Ｆ・ザ ゲストギャラリー
無料
http://www.parco-art.com

■期 間： 10月6日（金）～11月中旬
10：00～22：00 (フードL.O. 21:00 / ドリンクL.O. 21:30）
※最終日は19:00まで（フードL.O. 18:00 / ドリンクL.O.18:30）

■会 場： 本館7Ｆ・ザ ゲスト カフェアンドダイナー
■公式HP： http://the-guest.com/

THE BRITISH ROCK 2017
変遷するブリティッシュロックの様々な表情を、
世界中の公式商品を通して垣間見ることが
できる英国ロック・アイテムの祭典です。
■期 間： 2017年10月27日（金）
～2018年1月15日(月）
■会 場： 本館M2Ｆ 特設会場
■入場料： 無料
■公式HP： http://britishrock.pgs.ne.jp

劇場版「Fate/stay night [Heaven‘s Feel]」× PARCO
コラボレーションストア
10月14日（土）より公開の映画『劇場版
「Fate / stay night [Heaven‘s Feel]」』の
公開を記念して、初の公式ショップを開催。
■期 間：
■会 場：
■入場料：
■公式HP：

10月7日（土）～10月29日(日）
本館7F イベントスペース
無料
http://www.parco-art.com
©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

LIMITED SHOP ―期間限定ショップが続々オープン―
ROCKET OFFLINE SHOP
表参道ROCKETで企画開催した作家の作品
を取り扱う「ROCKET 公式オンラインショップ」
のリアルショップを4日間限定で初開催。
【お取り扱い】
TEPPEN アクセサリー/witten by × fragment T-shirt/
UNDER COVER × 永戸徹也 T-shirt /
CHANCE CHANCE 新作アイテム ほか

■期 間 ： 11月2日(木)～11月5日(日)
■会 場 ： 本館3F・特設会場

Sea’ds mara & Chicolatte & OMNES
”Sea’ds mara” ”Chicolatte””OMNES”
３ブランド初の期間限定ショップがオープン。
■期 間：
10月27日（金）～11月8日(水)
■会 場：
本館2Ｆ・特設会場

Vintage Deco
アンティークのハンドメイドパーツや
雑貨など「小さくてかわいいモノ」を
集めた乙女の蚤の市を開催。
■期 間：
9月1日（金）～12月6日(水)
■会 場：
本館5Ｆ・特設会場

「パンと北欧と」 POP UP SHOP
クリスマスギフトをイメージしたパン
グッズと北欧雑貨のPOP UP SHOP
がオープン。
■期 間：
11月3日（金祝）～11月5日(日)
■会 場：
本館B1Ｆ・コンコース前特設会場

R ribbon
海外から直輸入のユニークなデザインや
めずらしい素材を使用したアクセサリー、
ファッション雑貨を展開。
■期 間：
10月26日（木）～11月8日(水)
■会 場：
本館2Ｆ・特設会場

California Hills
西海岸ファッション、ライフスタイルを
テーマにLA 在住バイヤーがセレクト
したライフスタイル雑貨を販売。
■期 間：
9月27日（水）～11月2日(木)
■会 場：
本館B1Ｆ・特設会場
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＜PARCOカード＞VISA 新規ご入会キャンペーン

レストラン NEW OPEN ！
CHEESE CRAFT WORKS

<PARCOカード>VISAに新規ご入会の上、即日発行して
頂くと、当日のお買い物が10%OFFになるお得なキャン
ペーンを実施いたします。
詳細は下記URLよりご確認ください。(10月25日(水)サイトUP）

■期 間： 10月25日（水）～11月5日(日)
■公式HP： http://ikebukuro.parco.jp

10月27日(金) NEW OPEN ／ 池袋エリア初
チーズクラフトワークス [チーズ料理専門店] 本館8F
関西で人気のチーズ料理専門店がオープン。
フレッシュチーズ『フロマージュブラン』『マスカルポーネ』
『リコッタチーズ』『カッテージチーズ』と、北海道から直送
のモッツァレラチーズなど20種類以上のチーズを使用し
た創作チーズ料理をお楽しみ頂けます。

PARCO HALLOWEEN キャンペーン
PARCO×ホリプロタレントスカウトキャラバン ハロウィンポスター展
パルコのハロウィンキャンペーンビジュアルは「ホリプロタレントスカウトキャ
ラバン」とコラボレーション！館内ではハロウィンモンスターに扮するファイ
ナリスト10名のポスター展を開催いたします。それぞれのモンスター
（ファイナリスト）のご紹介や、撮影の感想、ホリプロタレントスカウトキャラ
バン決選大会への意気込みなど、十人十色の個性がご覧いただけます。
■期 間： 10月23日（月）～10月31日(火)
■会 場： 本館 ステップギャラリー
■公式HP： http://www.parco.jp/halloween

映画「鋼の錬金術師」×PARCO ハロウィンキャンペーン
大人気コミックの実写映画「鋼の錬金術師」(12月1日(金)公開)とタイ
アップしたハロウィン期間限定のキャンペーンを開催。
大人気キャラクター「アル」のハロウィン仕様の等身大スタンディのフォト
スポットや、登場人物に変身出来るARコンテンツもお楽しみ頂けます。
さらに、期間中に〈PARCOカード〉新規ご入会頂いた方に、アルとパルコ
アラがコラボしたオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

©2017荒川弘/SQUARE ENIX ©2017映画「鋼の錬金術師」製作委員会

■期 間： 10月6日（金）～10月31日(火）
■公式HP： http://www.parco.jp/hagaren/

池袋PARCO 館内ショップのハロウィン企画はこちら⇒ http://ikebukuro.parco.jp/page2/event/9162/
※企画内容、会期は予告なく変更になる場合がございます。※ノベルティは数に限りがございます。※イベントの詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。

■オフィシャルサイト： http://ikebukuro.parco.jp/web/bukuro_expo/

【本件に関するお問い合せ】
株式会社パルコ 池袋店営業課 荒明（ara-hiro@parco.jp)・藤井(fuji-hiro@parco.jp)
TEL：03-5391-8003／Fax：03-5391-8043 豊島区東池袋1－41－7池袋東口ビル6F
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