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  報道資料

2002年 パルコ各店 秋の改装情報

●渋谷パルコ ～今秋、パート１ 全面リニューアル、段階的オープンへ

●札幌パルコ ～来春の完成に向けて、各フロアテーマを明確化へ

●名古屋パルコ ～大型セレクト登場、全館規模のリニューアル・今秋よりスタート

●広島パルコ ～昨秋、新館オープンに次ぎ、本館もファッション強化

●宇都宮パルコ ～北関東 NO.1のヤングファッション＆ライフスタイル提案型ビルへ

●新所沢パルコ ～メンズゾーンを再構築、コミュニティ型 SCの基本フレーム完成

●吉祥寺パルコ ～レディースのショップバラエティ他、によるビルチャームアップへ

この件に関するお問い合わせ

株式会社 パルコ  宣伝局
担 当    高 木

TEL（03）3477－5781 / FAX（03）5489－7481



渋谷パルコ、パート 1 ＜第２弾＞ リニューアル

～９月28日（土）、新たなクロス・セックスゾーンが登場 ～

■ 渋谷パルコ パート１ ： 東京都渋谷区宇田川町15-1 ／ TEL03－3464－5111（大代表）

渋谷パルコでは、秋の改装＜第 1 弾＞として、８月３１日にパート１のレディース＆メンズフロアをリニューアル、オンリーショップとして日

本初の「ＲＯＹＡＬ ＯＲＤＥＲ（ロイヤルオーダー）」をはじめ、注目のショップが新しく登場、しました。続く＜第 2 弾＞では ５Ｆがメン

ズだけでなく、カップルでショッピングをお楽しみいただけるユニセックスゾーンとなって登場します。この後も、パート１のエントランスを

含め、段階的に改装を推進していきます。

＜９月２８日（土）改装概要＞渋谷パルコ＜パート１＞レディスフロア １・２Ｆ、メンズフロア ４・５Ｆ （計１

８店舗）

■ＮＥＷ ＯＰＥＮ レディスショップ

○ Les Nereides（レ ネレイド）          パート１ １Ｆ ／ ｼﾞｭｴﾘｰ＆ｱｸｾｻﾘｰ

  自然な美しさを愛するエンゾーがデザインするロマンティックなアクセサリーブランド。’８０年にニースに１号店、‘８５年にパリ、サン

ジェルマン・デ・プレに２号店。日本では’０２年よりスタート、青山に続く２号店。

   ○ LOVE＆HATE（ラヴ＆ヘイト）          パート１ １Ｆ ／ ｼﾞｭｴﾘｰ＆ｱｸｾｻﾘｰ

      ｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、「ローリー・ロドキン」のシスターブランドとして誕生。モダンアンティークなデザイン、

      大胆さと繊細さが絶妙に絡み合った作品で、自分らしさの新しい価値観を提案します。

  ■ＮＥＷ ＯＰＥＮ ユニセックスショップ

○ LUKE SHIBUYA／LUKE＆RONI（ルーク 渋谷／ルーク＆ロニ）    パート１ ５Ｆ（８３㎡）／ﾒﾝｽ゙ ・ﾚﾃ゙ ｨｽ

音楽・アート・文学といったサブカルチャーを背景に旬なインポートアイテムがそろうセレクトショップ。

   ○ LUI’S AIMA（ルイス アイマ）           パート１ ５Ｆ（１７２㎡）／メンズ・レディス

      大人が楽しむＭＯＤＥ×ストリートの融合を提案、「エミット」「マー」「ジェネティック・マニピュ

     レーション」など世界中から旬なスタイルを集めるセレクトショップ。

■ＮＥＷ ＯＰＥＮメンズショップ

○ HEATHEN（ヒーズン）                 パート１ ５Ｆ（６０㎡）／メンズ＜日本初＞

ミッドウエストが新たな挑戦をスタート。世界中からエッジのきいたブランドをセレクトした新型ショップ。

○ GRASTONBURY（グラストンベリー）      パート１ ５Ｆ（５２㎡）／メンズ

      ヨーロッパからのインポートを中心にデイリーウエアや実力メンズブランドがそろうほか、ロンドンのTATE

      MODERNなどのアートグッズも勢揃い。

○STYLE YOURS（スタイル ユアーズ）      パート１ ５Ｆ（４５㎡）／メンズ

   オリジナルを中心に、ワークスタイルとインポートをミックスしたセレクトショップ。

  ■ＲＥＮＥＷＡＬ ショップ

○ヴィヴィエ（パート１ １Ｆ／レディス）             ○ダイアナ（パート１ １Ｆ／シューズ・バッグ）

○ローリーロドキン ゴシック（パート１ １Ｆ／ジュエリー＆アクセサリー）

○エッセイ（パート１ １Ｆ／シューズ）           

○ルラシェ トァフォン（パート１ ４Ｆ／レディス）

○アシッドヘッド プロデュースドbyルパート（パート１ ５Ｆ／メンズ・レディス）

○ＦＩＮＡＬ ＨＯＭＥ（パート１ ５Ｆ／メンズ・レディス）  ○ライオンハート（パート１ ５Ｆ／シルバーアクセサリー）

○ウォッシュ（パート１ ５Ｆ／シューズ）            

○Ａ．Ｉ．Ｐ（パート１ ５Ｆ／バッグ）                 ○クラチカ（パート１ ５Ｆ／バッグ）

※ﾌ゙ ﾃｨｯｸ ﾘﾘー （パート１ ２F／レディス）：９/９（月）OPEN

＊本件に関するお問合せ先   渋谷店   営業課    森    TEL０３（３４７７）５８５１



札幌パルコ　２００２秋のﾘﾆｭｰｱﾙ

～合計31店舗・新規ショップ11店（札幌初8店）を導入、感度ＮＯ．１のファッションビルへ～

■札幌パルコ ：札幌市中央区南１条西３　 ／ ＴＥＬ０１１－２１４－２１１１（大代表）

札幌パルコでは、２００５年の３０周年を前に、2001 年から 3 ヶ年計画として、「ビル全体の見直し＝大改装」を推進しております。メインターゲ

ットである団塊ジュニア世代のＯＬ（２５～２９歳）と若い感性・マインドを持った女性のニーズをより充足するファッションビルのスタンダード

なビルフォルムを再構築しております。

昨年春のエントランス＝「スターバックスコーヒー」「アクアガール」の道内１号店の導入から始まり、昨秋には垂直ゾーニングを見直し、さらに

エスカレーターサイドを通路化し回遊性のアップを図るなど、共用部分も含めた大規模な改装を実施いたしました。この春は、東京を持ち込むをﾃー

ﾏに、レストランを一新、札幌パルコは02年度4月までに約6200㎡＝売場面積の約1／２の見直しを実施しました。

今秋は、マーケット内新規商業施設開発が相次ぎ具体化するなか、札幌地区“感度ＮＯ．１のファッションビル”としての

ポジションを明確化、さらなるステップアップを図ります。

◆札幌初8店舗を含む、全体で31店舗のリニューアル～9月 6日オープン！

  札幌初登場となる「クルーン・ア・ソング」（レディース/１Ｆ）「ｂｙｅ‐ｂｙｅ」「ａｂｃ une face」「RNA  MEDIA」「LDS」（以上レディース/4

Ｆ）「グラマシー」「エアリーシャワー」「（レディース/3Ｆ）「イー・ハイフン・ワールド・ギャラリー」（メンズ/6F）の 8 店舗を新規導入。１Ｆは

グランドフロアとしてＭＤの質的レベルを上げ、一方４Ｆはヤングターゲットに対し、新しいジーニングカジュアルの編集提案により、買い回り機

能をアップさせます。各フロアのテーマ・ターゲットの明確化とメジャーブランドの導入を図ります。

　＜今秋の改装概要＞

　　　○改装規模　　　約2,300㎡（約700坪）

　　　○改装フロア　　B1F～6F　の計７フロア

　　　○改装店舗　　　合計31ショップ　　　＊詳細次頁

　　　　　　　　　　　　　　　・ニューオープン　　　　　１１ショップ　（内、札幌初登場　８ショップ）

　　　　　　　　　　　　　　 　 ・リフレッシュオープン　　20ショップ

      ○オープン日     9月6日（8月後半より順次オープン）

      ○キャンペーンタイトル  「見せたいPARCO」  ＊メインビジュアル 『バービー』

                            秋のファッションキャンペーンの一環として、「Ｂａｒｂｉｅ ｔｈｅ Ｃｅｒｅｂｒｉｔｙ 2002～大人の     

                            ためのバービーコレクション」（9/28～10/15）の展覧会を開催。

                            それに先立ち9月6日のオープン日より、ディスプレイコンテストやお買い上げ

                            プレゼント企画、プレミアムパーティ（１０月1日）なども予定しております。

        

◆春改装後 ５～７月売上前年比 １０４％と順調推移～レストランが大きく貢献
札幌パルコは、今2002年度5月～7月において、前年比104％（１億8千万円増）と順調に売上伸長。 　　　　　　　　

　　　売上伸長の要因としては、今春実施した改装部分・約4，000㎡の好調推移による売上増貢献が大きく、全館への

    波及効果が見られます。特に、８Fのレストラン「パルコ・ダイニング・パレット」が同期間・前年比163％を

    今秋の改装でさらなるステップアップ、そして来春の完成へ向けて活性化を図ります。

  

本件に関するお問合せ先  札幌店 営業課  小堤（おづつみ）・松井TEL ０１１（２１４）２１５１



札幌パルコ 02年秋 改装店舗一覧
※新規店：☆、改装店★

フロア ショップ名 新・改 ｵｰﾌﾟﾝ日 アイテム 紹介コメント

B1F
ａｐ premium store ｱｰﾉﾙﾄﾞ ﾊﾟｰﾏｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｽﾄｱ ★ 8/23（金） ﾚﾃﾞｨｽ 「大人のカワイさ」「遊び心」「都会的な小粋さ」を演出するﾊｯﾋﾟｰ･ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。今秋のﾃｰﾏは「Fighting」。

LEISSE PASSE レッセパッセ ★ 8/23（金） ﾚﾃﾞｨｽ この秋のﾃｰﾏは「ｸﾞﾗﾏﾗｽｺﾞｼｯｸ」（魅力的な女らしい感じ）、「ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾑｰﾄﾞ」、「ｴﾋﾞｴｰﾀーﾙｯｸ」（飛行士、ｽﾎﾟｰ
ﾂﾙｯｸ）。

L'est Rose Paris レストローズパリ ★ 8/30（金） ﾚﾃﾞｨｽ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「L'est Rose」にｲﾝﾎﾟｰﾄをﾐｯｸｽしたｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ。

Pour la Frime プーラフリーム ★ 9/12（木） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋は、心地よい時間が流れる「女の子の部屋」がｺﾝｾﾌﾟﾄ。ﾅﾁｭﾗﾙﾌｧﾌﾞﾘｯｸ＆ｶﾗｰ＋ﾄﾗｯﾄﾞの香りで、ﾉｽﾀﾙｼﾞｯｸな中
にもソリッドなｽﾊﾟｲｽのあるMIXﾌﾚﾝﾁｶｼﾞｭｱﾙｽﾀｲﾙを提案。

ｇｏｕｔ ｃｏｍｍｕｎ グーコミューン ☆ 10/上旬 ﾚﾃﾞｨｽ 「今と一緒にｷｬｯﾁｰをまとう、創る。」そんな想いから生まれたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。一瞬一瞬のﾄﾚﾝﾄﾞを大切にしながら、そ
こに自分をきっちりと重ねていく、時の動きを自由に着こなせるｱｲﾃﾑが揃います。

１F
COMME CA DU MODE コムサ・デ・モード ★ 8/30（金） ﾚﾃﾞｨｽ ﾍﾞｰｼｯｸな良さを追求し、厳格でﾏﾆｯｼｭな雰囲気の中に程よく時代的表現とｿﾌﾄさを取り入れた、上品な女らしさを

感じさせる服。より作り込みにこだわる「ARTISAN」が道内初登場。

CROON A SONG クルーン・ア・ソング ☆ 8/30（金） ﾚﾃﾞｨｽ 世界中から新世代のｸﾘｴｰﾀｰをﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ、自由な感性を持つ人に向けてｾﾚｸﾄ。今秋冬は北欧をｲﾒｰｼﾞした
「JENEVIEVE」や遊園地がﾃｰﾏの「CORTESWORKS」を中心に展開。

２F
TSUMORI CHISATO ツモリチサト ★ 8/23（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今ｼｰｽﾞﾝは「ﾌﾞﾗｯｸ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ」をﾃｰﾏに、ﾊﾞｳﾊｳｽやﾛｼｱ・ｱｳﾞｧﾝｷﾞｬﾙﾄﾞなどの雰囲気とﾒﾙﾍﾝのｴｯｾﾝｽをﾐｯｸｽ。商品も

ｼｮｯﾌﾟもさらに大人っぽく変身。

ｒｅｂｅｃｃａ ｔａｙｌoｒ レベッカテイラー ☆ 9/13（金） ﾚﾃﾞｨｽ 「ｆｕｎ」「ｓｅｘｙ」「ｓｗｅｅｔ&ｆｅｍｉｎｉｅ」をﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄに、今秋のﾃｰﾏは、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを自由に楽
しむ個性や自分を持っている「Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ」。

３F
Peyton Place ペイトンプレイス ★ 8/30（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋は「ｸﾞﾗﾆｰｽﾀｲﾙ」（懐かしくて温もりのある)ｱｲﾃﾑを表現。

LHOOQ ルック ★ 9/7（土） ﾚﾃﾞｨｽ PAUL＆JOE、MERVEILLE H等に加え、「CaRa WHeaRT」やｼｭｰｽﾞの「To&Co」「TN-29」など新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが充実
するｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ。

Y'ｓ ワイズ ★ 8/31（土） ﾚﾃﾞｨｽ ｼﾙﾊﾞｰを基調とした内装に一新、面積を拡大してﾘﾆｭｰｱﾙ。

AIRY SHOWER エアリーシャワー ☆ 8/31（土） ﾚﾃﾞｨｽ 空気のような、軽やかな新しい刺激やｴｯｾﾝｽのあるﾌｧｯｼｮﾝを提案。ｲﾝﾎﾟｰﾄを含め、ｳｴｱ＋靴、ﾊﾞｯｸﾞ、ｱｸｾｻﾘｰなどを
ｾﾚｸﾄ。

GRAMERCY グラマシー ☆ 9/19（木） ﾚﾃﾞｨｽ ｺﾝｾﾌﾟﾄは「ｔｅｍｐｔｒｅｓｓ」～魅力的な女性～。特別な人のための特別な服という意味を込めた
「GRAMERCY」と、よりカジュアルにした「ｇ。 by gramercy」（ｼﾞｰﾏﾙﾊﾞｲｸﾞﾗﾏｼｰ）の2構成。



フロア ショップ名 新・改 ｵｰﾌﾟﾝ日 アイテム 紹介コメント

フロア ショップ名 新・改 ｵｰﾌﾟﾝ日 アイテム 紹介コメント

４F
宇宙百貨 うちゅうひゃっか ★ 8/31（土） 雑貨 中国を中心とするｱｼﾞｱより直輸入の雑貨が豊富。ｵﾘｼﾞﾅﾙｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰｸﾞｯｽﾞが満載、衣料や服飾雑貨も充実。

Bye Bye バイバイ ☆ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ ｼﾝﾌﾟﾙﾍﾞｰｼｯｸにﾄﾚﾝﾄﾞをMIX、可愛い大人の女性をｽﾀｲﾘﾝｸﾞするｼｮｯﾌﾟ。

ａｂｃ ｕｎｅ ｆａｃｅ ｱｰﾍﾞｰｾｰ ｱﾝ ﾌｪｲｽ ☆ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋は遊び心とﾘﾗｯｸｽ感をﾐｯｸｽさせたﾚｲﾔｰﾄﾞｽﾀｲﾙを提案。赤を基調にした店内はｽﾀｯﾌおすすめのCDが飾られ、心
地よくｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを楽しめます。

RNA MEDIA アールエヌエー メディア ☆ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ ｼﾞｰﾆﾝｸﾞをﾍﾞｰｽにした、ｽﾄﾘｰﾄｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。既成の女の子ﾌｧｯｼｮﾝに幅を持たせ、男の子っぽいカッコ良さ・悪っ
ぽさをｴｯｾﾝｽにしたﾕﾆｾｯｸｽｱﾌﾟﾛｰﾁのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。

Ｌ.Ｄ.Ｓ. エル ディー エス ☆ 9/6（金）
ｱｸｾｻﾘー&雑
貨

「GIRLS FANTASY」をﾃｰﾏにｽﾄﾘｰﾄ感、ｸﾗﾌﾞ系、ｾｸｼｰさを表現。妖しさ、危うさをｲﾒｰｼﾞさせる「ﾄﾞﾗｯｸﾞ」をｷｰﾜｰ
ﾄﾞに、ﾌｧﾝﾀｼﾞｯｸな世界を提案。

LOVE BOAT ラブボート ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ この秋は「Ｓｕｐｅｒ Ｎａｔｕｒａｌ」をﾃｰﾏに、ﾍﾞｰｼｯｸ＋ｾｸｼｰに少しはずしをきかせたLOVE BOAT流ｽﾀｲﾙを提
案。

POU DOU DOU プー・ドゥ・ドゥ ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋のﾃｰﾏは「NEAT AND ROUGH」、「COOL AND SWEET」。

KILIWACH キリウォッチ ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋冬はﾄﾗｯﾄﾞ、ｱｲﾋﾞｰﾃｲｽﾄにKILIWATCHらしいｱｲﾃﾑをｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、着くずすようなｽﾀｲﾙを提案。今まで以上に素
材、ﾃﾞｨﾃｰﾙにこだわった展開。

Ray Cassin／DOUBLE NAME レイカズン/ダブルネーム ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 従来の「Ray Ｃａｓｓｉｎ」に「DOUBLE NAME」を加えて展開。今秋のﾃｰﾏは「おいしい秋」。

MORGAN モルガン ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋は「VINTAGE」がﾃｰﾏ、切りっぱなしや引き裂きなどの手法と手のこんだﾊﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄ的仕上がりを組み合わせ
た、ﾘﾗｯｸｽしたﾛﾏﾝﾃｨｼｽﾞﾑを提案。

LOWRYS FARM ローリーズファーム ★ 9/6（金） ﾚﾃﾞｨｽ 今秋のｺﾝｾﾌﾟﾄは「ﾏﾆｯｼｭﾘﾗｯｸｽ」。ﾙｰｽﾞにもﾄﾗｯﾄﾞにもなり過ぎないﾗﾌなｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを提案。ﾍﾞｰｼｯｸｱｲﾃﾑもﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄや
ｳｫｯｼｭ加工で登場。

Lysee Minet リセミネット ★ 9/12（木） ﾗﾝﾌｧﾝ

５F
A.I.P エーアイピー ★ 8/23（金） ﾊﾞｯｸﾞ、靴 機能的で飽きのこないﾊﾞｯｸﾞを中心に、ﾌﾞｰﾂやｱｸｾｻﾘｰなどを揃えたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。

ａｌｆｒｅｄo BANNISTER アルフレッド バニスター ☆ 9/13（金） 靴（ﾒﾝｽﾞ） 時代感を敏感にｷｬｯﾁしながら自分らしく生きていける人に提案するｼｭｰｽﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。ﾓｰﾄﾞ感のあるﾃﾞｻﾞｲﾝ＋日本人の
足型に合う、ﾃﾞｻﾞｲﾝ性と機能性の両側面を追求。

６F
5351 POUR LES HOMME 5351プールオム ☆ 8/23（金） ﾒﾝｽﾞ 「知的で夢多き男達へ」をｺﾝｾﾌﾟﾄに、ｶｯﾃｨﾝｸﾞ、ﾃﾞｨﾃｰﾙ、素材、ｼﾙｴｯﾄにこだわり、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの変化で男の服の基

本ｱｲﾃﾑに新しさを加える男ぽく少し不良ぽいｽﾀｲﾙ。

HYSTERIC MINI ヒステリック ミニ ★ 9/28（土） ｷｯｽﾞ ｶﾗﾌﾙでﾛｯｸ、ｾｸｼｰ&ｷｭｰﾄなｱｲﾃﾑがいっぱい、ちょっと生意気なかわいさをｱﾋﾟｰﾙできるｷｯｽﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。

E-WORLD GARALLY ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｷﾞｬﾗﾘｰ ☆ 10/5（土）
ﾚﾃﾞｨｽ&    ﾒﾝ
ｽﾞ

ﾃｰﾏは「大人のﾛｯｸﾃｲｽﾄ」。ｱｸｾｻﾘｰやﾊﾞｯｸﾞなども充実。



名古屋パルコ　２００２秋の改装

～いよいよ全館規模のリニューアルがスタート～

■名古屋パルコ ：名古屋市中区栄３－２９－１ 　／ＴＥＬ ０５２－２６４－８１１１（大代表）

名古屋パルコでは、今秋よりいよいよ全館規模の改装に着手いたします。

８９年オープン後、９８年に南館が加わり、ショップ数３５０超のパルコ最大店舗であり、ファッションから雑貨、インテリア、映画館、フィット

ネスクラブなど、バラエティ、スケールのあるビルとして、同質化するマーケット内のポジション確立のため、３館の機能を見直しフロア・テーマ

の再編成を行うとともに、「ＮＥＷ ＮＡＧＯＹＡ ＰＡＲＣＯ」 構築に向けて、今秋は新しいファッションティスト満載、魅力あるショップを

多数導入いたします。

◆新しい名古屋パルコの顔～話題のパワーセレクトショップが登場！    ９/２０オープン

 ○ジャーナルスタンダード   ／西館ｊ １・２Ｆ

   リラックスムードあふれる大人の着こなしを提案する人気セレクトショップが名古屋初登場。

   大津通り側に面した１Ｆと２Ｆが階段でつながったメゾネット型の路面感覚あふれるショップです。

○シップス   ／西館 １・２Ｆ

  人気セレクトショップ、シップスがメゾネット型（１Ｆ メンズ、２Ｆレディース）ショップとなってオープン。今シーズンよりスタート

する「Ｄｉｌｌ*ｓｈｉｐｓ（ジル）」（レディース）、「DIGS（ディグス）」（メンズ）ほか、高感度な品揃えを機能的にスタイリッシュに提案、

名古屋地区最大の売場でシップスの世界観「STYLISH STANDARD」を表現。

○アクアガール   ／西館 ２Ｆ

  時代のムードをいち早く映し出すセレクトで、絶大な支持を得ているアクアガールのオンリーショップオープン！モードをリードするプレ

スティジャスブランドからストリートで話題のカジュアルラインまでの幅広いフィールド、そしてバイイング商品からオリジナルレーベルの

「ＣＲＯＬＬＡ（クローラ）」まで豊富なラインナップで。

○オデット エ オディール ユナイテッドアローズ   ／西館 ２Ｆ

  ＵＡがプロデュースする女性の靴のセレクト。チャイコフスキーのバレエ「白鳥の湖」に登場する白鳥（オデット）と黒鳥（オデッセイ）

のように、女性の中の二面性にスポットをあて、リアルな自分、ありのままのスタイルを提案。

   その他、ガールズ系ショップが続々オープン！

○トミーガール  ／ 南館 ４Ｆ  ﾚﾃ゙ ｨｽ

  昨秋デビュー以来、女の子たちの間で大人気のショップが、遂に名古屋初上陸。白を基調に赤をポイントにした明るい店内には、キュート

でポップな商品が豊富に揃います。  

    ○フラボア      ／ 西館 ３Ｆ  ﾚﾃﾞｨｽ

      宇津木りえがてがける、ほんわか、体・心にやさしい東京発のリラックスウェア。

      「大人げない大人の服」をコンセプトにした、遊び心あふれるユニークな発想の服。  

    ○ヴェットモン   ／西館 ３Ｆ   ﾚﾃ゙ ｨｽ゙

      ヴェットモンとは、仏語で衣服の意味。2002年春夏東京コレクションにデビューした注目の新ブランド。

      デザイナー水野直昭が展開する、繊細でリアルな東京発信のモード。

    ○ＷＡＹＲｇ（ワイアールジー）   ／西館 4Ｆ ﾚﾃ゙ ｨｽ

      人気メンズショップ「イエロールビー？」の女の子版。国籍・年齢不明のミス“RUBY／ルビー”、彼女の独 自の感覚で創られた、ある時は活

動的＝ｱｸﾃｨﾌ゙ ﾃ゙ ﾆﾑ、ある時は詩人的＝ｴｷｾﾝﾄﾘｯｸ＆ﾛﾏﾝﾃｨｯｸな一面を見せる。

  ◆10月下旬 ／西館 Ｂ１Ｆ・ライフスタイルフロアが全面リニューアル！

   ヤングＯＬなどが集える憩いの空間誕生～雑貨、デリ、カフェなど 新規導入。

   ＊本件に関するお問合せ先   名古屋店 営業課    小林 ・ 桑原  TEL ０５２（２６４）８１０１



広島パルコ　２００２秋の改装

～昨秋の新館オープンに次ぎ、本館もファッションフロアを強化

広島初登場17店舗含む、計27ショップが続々、登場。

■広島パルコ ：広島市中区本通り10－１     ／　ＴＥＬ ０８２－５４２－２１１１（大代表）

・広島パルコは、昨年9月21日にオープンした新館の1周年に合わせ、この8月末から9月にかけて、

 本館を中心に秋のリニューアルを実施いたします。

・新館オープン後の２館体制でも、売上は順調に推移しており、“中・四国ＮＯ．１のファッションビル”としてさらなるパワーアップを目指しま

す。

・今秋以降も、都心トレンドの発信～広島マーケットの拡大・充実～」をテーマに“攻めの改装”を 継続・推進いたします。

◆ 広島初17店舗を含む、全体で２７店舗のニュー＆リニューアルショップ

◆ 
Ⅰ. 本館６Ｆ ニューファッションフロア登場 ～ ９月７日  １０ショップ総登場。

7Ｆから移り拡大した「アースミュージック＆エコロジー」「ヒステリックグラマー」に加え、雑誌「mini」を中心に活躍するブランド「キリウォッ

チ」 「ヘザー」「アンクワイエット」 「プレイボーイ」「トミーガール」がマーケット初登場。 さらには、話題の帽子ショップ「シャッポ」も加

わります。

従来の7Ｆレディスカジュアルフロアと合わせ、マーケットNO.1のヤングレディス集積となります。

Ⅱ. 本館各フロア毎に、話題のブランド&セレクトショップが目白押し。

２Ｆには、セレクトショップ「ヴィア バス ストップ」、人気ブランド「コキュ」。

３Fには、オシャレな雑貨屋さん「ブルー ブルーエ」。

４Ｆには、ご存知「エゴイスト」に加え、神戸系エレガンス「A・R」。

７Ｆにも話題の「マウジー」、人気ブランド「モノラル」他のセレクトショップ「セシル ﾊ゙ ｲ ハイブリッズ」などが登場し、ファッション感度をさ

らにチャームアップ。５Ｆメンズフロアにも「ルパート」が初登場。

Ⅲ. 新館３・４Ｆも一部リニューアル

３Ｆには人気の「アーノルドパーマー プレミアムストア」が本館より移動。

さらに、４Ｆにもセレクトショップの草分け、「トランスコンチネンツ」が登場し、ますます人気の新館が充実。

＜今秋の改装概要＞

・改装規模     約 1,560㎡

・改装店舗     合計 ２７ショップ（ ニューショップ  １９ショップ ／ リニューアル  ８ショップ）＊詳細次頁

◆３～７月の売上高は前年比１５８％と伸長 ～新館増床効果が大

・広島パルコは、２００２年度３～７月において新館増床により、売上高は前年比１５８%と大幅に増大。

 本館・新館合わせ、今上期（３－８月）の売上高は約８０億円（前年比１６０%）を見込んでいます。

・本館は、新館増床による、客層拡大及び客数アップの相乗効果により実質４～５％の成長。

 新館も、下層階セレクトショップ「ユナイテッドアローズ」 「ジャーナルスタンダード」の健闘、

 上層階の「タワーレコード」「無印良品」のメガ雑貨が牽引し、売上順調推移。

 又、昨年１２月１日にオープンしたライブハウス「クラブ クアトロ」（本館１０Ｆ）も、広島の音楽シーンの目玉的な存在になるなど、好評を博

しております。



◆主なＮＥＷ　ＳＨＯＰ　リスト／ニューショップ 19 店、リニューアル ８店  （計27 店舗）

Ｒ＝リニューアル、Ｎ＝ニューショップ、★＝広島初

フロア 店      名 業    種 オ ー プ ン
日

紹 介 コ メ ン ト

本1Ｆ Ｒ アテューン ｱｸｾｻﾘｰ 8/28

★  Ｎ ドゥミ ルカ 婦人服 9/5 「セブン」「ポール&ジョー」他のセレクトショップ

本2Ｆ Ｒ カバン ド ズッカ 婦人・紳士服 8/22

★  Ｎ コキュ 婦人服 9/7 話題の代官山ブランド

★  Ｎ ヴィア バス ストップ 婦人服・雑貨 9/7 「トッカ」他を扱うセレクトショップの大御所

本3Ｆ Ｒ ブティックニコル 婦人服 8/22

Ｒ アルファベットクラブ 婦人服 8/23

★  Ｎ ブルー ブルーエ ファッション
雑貨

9/12 生活を彩る雑貨・ファッショングッズショップ

本4Ｆ ★   Ｎ エー アール 婦人服 9/7 パステルカラーをメインとしたエレガンスブランド

★   Ｎ エゴイスト 婦人服 9/7 粋な大人のレディスファッション

本5Ｆ ★   Ｎ ルパート 紳士服 9/7 音楽をコンセプトにしたカジュアルメンズ

★   Ｎ セレクトＡ ｱｸｾｻﾘｰ 9/7 オリジナルブランド「アクアシルバー」をメインに品揃え

本6Ｆ Ｒ ｱｰｽﾐｭｰｼﾞｯｸ&ｴｺﾛｼﾞｰ 婦人服 9/7 リラックスをテーマにしたナチュラルカジュアル

Ｒ ヒステリックグラマー 婦人服 9/7 人気のヒスグラが大きくなって新登場

★  Ｎ アンクワイエット 婦人・紳士服 9/7 ボーイズライクのカジュアルブランド

★  Ｎ トミーガール 婦人・紳士服 9/7 元気で若々しいアメリカンスタイルを表現

★  Ｎ プレイボーイ 婦人・紳士服 9/7 「女らしさ」をコンセプトにファッション提案

★  Ｎ キリウォッチ 婦人服 9/7 「パリの普段着」がテーマ

★  Ｎ ヘザー 婦人服 9/7 ＬＡ発信のグラフィックをデザイン

Ｎ ＲＮＡメディア 婦人服 9/7 ガーリッシュなジーンズスタイルがメイン

★   Ｎ シャッポ 帽子 9/7 大人気CA4LAを取り扱う帽子ショップ

★   Ｎ ブランチス シューズ 9/7 スニーカーをメインにしたイケてるシューズセレクト

本7F ★   Ｎ マウジー 婦人服 9/14 新しいデニムスタイルを提案

★   Ｎ セシルbyハイブリッス 婦人服 9/12 「モノラル」「プフ」「グラマシー」「Ｐ・フランク」等のセ
レクト

新3Ｆ Ｒ ｱｰﾉﾙﾄﾞﾊﾟｰﾏｰ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾄｱ

婦人服 9/7 人気ショップが本館より移動

新4Ｆ Ｎ トランスコンチネンツ 婦人・紳士服 9/7 「世界の新定番」を目指す人気ショップ

Ｒ コムサコミューン 婦人・紳士服 8/31

                                                                              本…本館、新…新館

＊本件に関するお問合せ先   広島店 営業課   加部   TEL０８２（５４２）２１０１



宇都宮パルコ2002年秋のリニューアル

～全体で１７店舗 リニューアル～6店舗が宇都宮初登場、話題のショップが続々新登場～

■ 宇都宮パルコ ：宇都宮市馬場通り３－１－１   ／　ＴＥＬ ０２８－６１１－２１１１（大代表）

宇都宮パルコでは、昨年の大型改装に引き続き、今秋のリニューアルを実施します。

マーケット内での商業構図にさらなる大きな変化がおこるなか、「北関東における感度ＮＯ．１のヤングファッション＆ライフス

タイル提案型ビル」としてのポジションを明確にするべく、さらなるステップアップを図ります。

◆ファッションゾーンのチャームアップ～８月３１日オープン

ⅰ）レディスファッション（B1F～4F）
“「Ｘ－ｇｉｒｌ”や“アーノルドパーマー”など、ｼ渋谷・原宿で人気沸騰中の旬のブランドを取り揃えた「キーノヴェトモン」、

（２Ｆ）や、オリジナリティあふれる新しいカジュアルショップ「ヴァニラインセンスラボ」（２Ｆ）や、リーズナブルでキュー

トなランジェリーショップ「エメフィール」（ＢＩＦ）など、話題のショップ９店舗を新規導入します。

また、３Ｆでは「モルガン」「ミスティウーマン」など、大人のためのカジュアルゾーンを充実させました。

ⅱ）メンズファッション（6F）
雑貨からインテリアまで、デザイン性に富んだファッションパーツを提案するショップ「コレクターズ」を新規導入。

６Ｆは、メンズブランドショップのラインナップに雑貨の大型ショップが加わり、カップルでも楽しめるフロアに魅力アップし

ます。

　＜今秋の改装概要＞

　　　○改装規模　　　約1，000㎡

　　　○改装フロア　　 B1F～6F

　　　○改装店舗　　　合計17ショップ　　（

　　　　　　　　　　　　　　　・ニューオープン　　　　　10ショップ　（内、宇都宮初登場　6ショップ）

　　　　　　　　　　　　　　　・リフレッシュオープン　　 ７ショップ

◆主な初登場ショップ～８月３１日オープン  ほか

    ○エメフィール                ／Ｂ１Ｆ  ランファン      ＜宇都宮初＞

       リーズナブルでかわいい商品を豊富に揃えたランジェリーショップ。

   ○ピンクダイヤモンド          ／Ｂ１Ｆ  レディース       ＜宇都宮初＞

       ライクユーズドが テーマのジーニング中心のベーシックカジュアル

   ○ジャングルロコ            ／Ｂ１Ｆ   ファッション雑貨 
       フルーツや花をモチーフとしたオリジナルアクセサリー＆雑貨ショップ

   ○モルガン                 ／ ３Ｆ  レディース

       セクシーでキュートなアイテムをメインに、マンスリーで新しいテーマを提案  
   ○キーノヴェトモン           ／ ２Ｆ  レディース       ＜宇都宮初＞

       「Ｘ―girl」「ｱｰﾉﾙﾄﾞﾊﾟｰﾏｰ」など、話題のブランドを取り扱い。

   ○ヴァニラインセンスラボ     ／ ３Ｆ  レディース       ＜宇都宮初＞

       トレンドに、オリジナリティと遊び心を表現したい女性へ向けたカジュアルショップ

   ○コレクターズ             ／ 6Ｆ  ファッション雑貨   ＜宇都宮初＞

       雑貨からインテリアまで、デザイン性に優れたファッションパーツを提案するコンセプトショップ。

＊本件に関するお問合せ先    宇都宮店  営業課   堀   TEL０２８（６１１）２１２１



新所沢パルコ　２００２秋の改装

～メンズゾーンを再構築、「コミュニティ型ＳＣ」の基本フレームが完成～

■新所沢パルコ ：所沢市緑町１－２－１ ／　ＴＥＬ０４２－９９８－８１１１（大代表）

＜2002年上期までの経緯＞

新所沢パルコでは、2003 年 20 周年を前にパルコ初の郊外型ＳＣのプロト型パルコとしての位置付けを明確化、２００１年春より環境改善も含め

たビル全体規模の大改装を順次行っております。

今期２００２年度春も９１４坪の改装を実施し、昨年来、シネマ・食品を除く全館の半分をリニューアル、改装面積は合計６，６２０㎡を超え、

この３～７月累計で前年比１００．２％と全館をクリアしております。

６月２９日には、「キャンドゥ」（100 円ショップ）「リブロ・ブックス」（書籍）の大型集客店舗の増床を行ない、上層階集客のアップに貢献し

ました。ファミリー客層対応型のショップの導入や、生活関連商材の強化、飲食等滞留型店舗の導入が進んだ結果、３～７月累計客数比は１０４．

６％で、前年より ７６，９４０人増加しました。

地域コミュニティの核となった「ガレリア」は、七夕（7 月 7 日）には福島県会津地方の園芸農家とタイアップして「七夕はカスミソウの日」

キャンペーンを展開し、珍しい試みとして、遠く県外からも大勢のお客様を集め盛況でした。また、夏休み中は、キッズ企画を中心に週末は多数

のファミリー層を動員しています。

＜2002年秋の改装＞

◆初のネットアンケートを実施。マーケット動向を参考に大型カジュアルショップ導入へ

３月の改装後、ハウスカード/ＰＥＣカードの一部会員の方々に対して、これまでの一連の改装に対する評価や更なる改善すべき点など、ネット

アンケートを実施しました。結果、改装については解りやすいＭＤ・品揃えであること、バリアフリーに対しては高評価を得たのに対して、さら

なる改善項目についてもご指摘を頂きました。

特に、メンズＭＤに対するマーケットのご意見は、郊外（地元）でのスーツ購入は、「ＡＯＫＩ」等のプライス・ショップが主流で、カジュアル

は「ユニクロ」との回答が多数を占めました。

新所沢店のメンズゾーンは、「スーツダイレクト（０１年４月ＯＰＥＮ  ９５坪）」を核店舗に展開しておりますが、大型カジュアルショップは

欠落しておりました。また、今春改装の婦人服のジーニング店舗（パルコ館２Ｆ「シルバ」など）が好調なことも受け、メンズのカジュアルを充

実させるため、（株）ライトオンの導入を図り、ナショナルブランドを軸にメンズ・レディス・キッズのファミリー構成を 500 ㎡規模に凝縮した

展開で、郊外型大型カジュアルショップの新たなモデルとしてオープンするに至りました。

改装店舗     

●オープン日：９月１４日（土）  

●店舗名  ：ライトオン／（株）ライトオン （約530㎡）                                    

           メンズティノラス ／（株）ティノラス （２６㎡）

 本件に関するお問合せ ； 新所沢店 営業課  渡辺  ＴＥＬ ０４２－９９８－８１０１



吉祥寺パルコ　２００２秋の改装

～春に続き、話題のショップが続々登場～

■吉祥寺パルコ ： 武蔵野市吉祥寺本町１－５－１ ／　ＴＥＬ ０４２２－２１－８１１１（大代表）

吉祥寺パルコでは、２００２年９月に秋のリニューアルを実施致します。

春改装では、30 区画･約2,200 ㎡をリフレッシュ、吉祥寺初出店を含むレディースファッションを中心にカフェや雑貨など、導入、また5 月にはＢ

２Ｆのパルコブックセンター（約670㎡）もリフレッシュしました。

オープン２０周年を迎えた２０００年度からのテーマである＜マーケット特性（街場回遊・時間消費）を踏まえた、ランドマーク型ビル

の完成＞を目指し、この秋もさらなるチャームアップを図ります。

　　　　　　１Ｆ　　２店　  約180㎡　　   ３F　　２店　  約145㎡
　　　　　　４Ｆ　　２店　  約  96㎡　　   ５Ｆ　　３店　 約216㎡
　　　　　　６Ｆ　　３店　  約127㎡　　   ７Ｆ　　３店　  約202㎡

＜具体的な改装内容＞

Ⅰ  ３、４Ｆ婦人服フロアのショップバエティUP

   ３Ｆ…ＯＬキャリア層に向け、これまでの旧平成系・インポートセレクトに加え、新しいファッション    　　　　　　　　　の提案。

レディスをメインにメンズ・雑貨等のワンランク上のベーシック・カジュアルを提案する「マー        ノ　クロチェーラ」１号店、

マージナルグラマーなどの旬のブランドをミックスしたセレクトショップ「セピアムーン」などの新規導入。

　４Ｆ…カジュアルテーマの強化、個性的なショップの導入による差別化。

プレップスクール・カントリーなどアメリカンカジュアルをテーマにこの秋注目のヒップジーンズ等も見逃せない「トミー　ガール」、

ワーク、スポーツ中心のボーイズ系に少しガーリーな要素をミックスしたカジュアルショップ「ムンク」の新規導入。

Ⅱ  トレンドに対応した５Ｆ紳士フロアのカジュアルショップ強化

ミュージックシーンとリンクした＜音楽の匂いがする服＞がコンセプトの「ルパート」の新規導入、スポーツテイストを取入れたストリート・

カジュアルの「コムサコミューン」のリフレッシュオープンなど。

Ⅲ  ００年よりスタートしたユニッセックス・ファッション６Ｆの更なるＭＤ強化

サウンド、スケートなど西海岸のロックスタイルを提案するストリートウェア「ラトルトラップ」の新規導入、ストリート系を中心としたヤ

ングメンズカジュアル「レッドクラウン」の増床リフレッシュなど。

Ⅳ  ７Ｆ人気子供服ショップのリフレシュと雑貨再編

人気キャラクターブランド「ヒステリックミニ」「アースマジック」のリフレッシュ、“ナチュラルＢＯＯ“をメインにしたセレクトショップ

に生まれ変わった「ブーホームズ」による百貨店子供服との差別化、また路面で人気の雑貨ショップ「ブランニューロケット」「Ｊ.ｐｏｓｈ」

「スタイルドゥビ」のリフレッシュ。

　　

本件に関するお問合せ先； 吉祥寺店 営業課　香月（かつき）ＴＥＬ ０４２２－２３－００６５


