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報道資料 

２２００００５５年年・・春春  

パパルルココ各各店店  

改改装装情情報報ののごご案案内内  
＜札幌パルコ＞ 

・ 札幌パルコ「新館」。ついに 3月31日（木）オープン決定 

 

＜渋谷パルコ＞ 

・ 常に刷新し続ける渋谷パルコ。この春も国内初登場ブランド出店などリニューアル実施 

 

＜名古屋パルコ＞ 

・ 名古屋パルコ、20代後半とヤング･ティーンズをターゲットに春の改装を実施  

 

＜池袋パルコ＞ 

・ 池袋パルコ、秋のビッグリニューアルに向け、この春B1Fなどを改装 

 

＜広島パルコ＞ 

・ カジュアルゾーンがさらにパワーアップ。広島パルコ 2005年春のリニューアル 

 

＜吉祥寺パルコ＞ 

・ 今年秋、開店２５周年を迎える吉祥寺パルコ。新規レディスファッション、７Ｆキッズ＆雑貨フロアの 

大幅パワーアップなど春の改装を実施。 

 

＜宇都宮パルコ＞ 

・ 宇都宮パルコ、2005年春、レディスファッションを更に充実させるリニューアルを実施 

 

＜松本パルコ＞ 

・ 松本パルコ、県内初出店6店舗など人気ニューショップ登場でさらにパワーアップ 

 

＜熊本パルコ＞ 

・ ７Ｆレディスヤングカジュアル・フロアを中心に、計１１店舗の改装を実施 

 

本資料掲載情報等のお問合せ先 
 

株式会社パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR） 
担当：松本（マツモト） e-mail：matu-hiro@parco.jp

電話：03-3477-5710  FAX：03-3477-5769  〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15-1 
・ 

○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 

ルコ 2005年春の改装情報                                     
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札幌パルコ  北海道札幌市中央区南１条西3-3 ℡ 011-214-2111（代表） 店長／篠塚博志 

札幌パルコの「新館」がついに 3月 31日（木）オープン                 

札幌パルコはこの夏、開店 30周年を迎えます。この間、札幌パルコはマーケットの皆様から支持される
ァッションビルとして常に変革を図ってまいりました。そして、この春は札幌パルコ隣接地に札幌パル

「新館」をオープンいたします。 
「新館」は、変化と成熟を続ける札幌のマーケットにあって新たな話題を提供すべく、札幌初登場のブ

ンドショップなどを集積いたします。 
また、あわせて本館におきましても、セレブカジュアルのショップなどを導入し、OL層を中心に支持さ
ているエレガンス形のＭＤの拡充など、札幌初出店のショップを含む 12店舗の改装を実施いたします。 
 
＜新館概要＞ 営業面積  ： 約３，２００㎡  
       店舗数   ： １０店舗    フロア数 ： 地下１階～地上５階 
       オープン日 ： ２００５年３月３１日（木） 

＜本館改装概要＞  改装規模  ： 約５６０㎡ 
          改装店舗数 ： １２店舗 （新規＝６店舗、リニューアル＝６店舗） 
          オープン日 ： ２００５年２月１７日（木）～3月に順次オープン 

「新館」のオープンで、札幌パルコは「幅広い世代で楽しめるパルコ」に進化                

新館に登場するショップのうち、6店舗が札幌初登場、2店舗が新たな業態で出店するなど、今までの
札幌マーケットになかった新しいビルとなります。中でも新館の１，２Ｆを占める世界 50カ国で 600店
以上が展開されているスペイン発の人気ブランド『ＺＡＲＡ』は、札幌初出店であると同時に同ブランド

にとって国内でもトップクラスの大型店となります。 
その他ファションでは、渋谷発のカジュアルショップ『ラプラドール リトリーバー』、話題の LA系セ
レブカジュアルをユニセックスで展開する『パープル＆イエロー』や、『ザ･リアルマッコイズ』『ナイロ

ン』が札幌初出店。 
 インテリアやファブリックなどライフスタイルを提案する大型ショップとして、札幌初出店の『コム

サ イージー リビング』、人気のショップ「フランフラン」の新業態店である『フランフラン デザイン 
フォー ライフ』を導入。シューズのメガストア「ＡＢＣマート」とスポーツ・エンタテインメントショ

ップ「ワールドスポーツプラザ」の新業態複合ショップとあわせて、幅広い層の方に楽しんでいただける

ショップ構成としています。 
（札幌パルコ新館については別途詳細な資料を用意しておりますので、ご請求ください） 

「本館」の改装店舗一覧                                     

ewShop  B1F「スマッキーグラム」＊2/25(金)OPEN（レディス）札幌初登場  

２Ｆ「ピンキー アンド ダイアン」＊2/18(金)OPEN（レディス） 

４Ｆ「アッシュ アンド ダイヤモンド」＊3/5(土)OPEN（レディス＆アクセサリー）札幌初登場 

６Ｆ「トルネードマート」＊2/25(金)OPEN（メンズ）「トランスコンチネンツ」＊3/10(木)OPEN（メンズ） 

８Ｆ「とん八」＊3/22(火)OPEN（とんかつ・豚肉料理） 

enewal  Ｂ２Ｆ「エスペランサ トウェンティ」＊2/17(木)OPEN（レディスシューズ） 

hop  ２Ｆ「ジャイロ」＊2/25(金)OPEN（レディス）  ４Ｆ「バイバイ」＊2/25(金)OPEN（レディス） 

４Ｆ「ローリーズファーム」＊2/26(土)OPEN（レディス）道内最大店舗  

７Ｆ「無印良品」＊3月OPEN予定 

８Ｆ「ウーノウーナ」＊3/1(火)OPEN（レストラン/イタリアンカフェ） 
本件に関するお問合せ先       札幌パルコ 営業課 本橋 ・有坂      ℡０１１（２１４）２１５１ 
ルコ 2005年春の改装情報                                    札幌パルコ 
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渋谷パルコ  東京都渋谷区宇田川町15-1 ℡ 03-3464-5111（代表）   店長／泉水 隆 

常に刷新し続ける渋谷パルコ。この春も国内初登場ブランド出店などリニューアル実施。         

2001年 11月のパート 1・レストラン「DINING GARDEN」オープンから刷新を続けてきた渋谷パルコ
、昨年秋のパート３完全リニューアルとパート２上層階リニューアルにより一つの完成形に至りました

、常に刷新を続ける渋谷パルコは、この春も国内初登場の３店を含む 1４ショップの改装を実施します。 

＜改装概要＞ 改装規模  ： 約７１０㎡  
       改装店舗数 ： １４店舗  （新規＝１２店舗、リニューアル＝２店舗） 
       オープン日 ： ２００５年２月１８日（金）～４月に順次オープン 

話題の日本国内初登場ブランド・形態店舗がオープン                     

○イフカ          ＊2/18(金)NEW OPEN   <Part1・1F>レディス・バッグ 
NY発のバッグブランド“MZ WALLACE”をメインに、話題のセレブ系ブランド“e.vil”やインポー
トブランドと、渋谷地区初登場のドメスティックブランドを融合させた高感度セレクトショップ。 
○コレクション プリヴェ?              ＊2/23(水)NEW OPEN  <Part1・1F>シューズ・バッグ 

ミックス・ユニセックス・ポストカジュアル・ニューフェミニンをキーワードに、過去と現在の素材を

ミックスし再構築することによって新しい表情を生みだすバッグやシューズを展開するショップ。 
○ツイギー   直営店初登場       ＊3/9(水) NEW OPEN     <Part1・４F>レディス 

60年代の刺激的なカルチャーの象徴として人気の「ツイギー」。60年代の香りを残しつつ、セクシーさ
と強さに彼女らしいガーリーさをプラスしたリアルクローズを提案するブランド。 

更に渋谷地区初登場など、渋谷パルコをチャームアップする新ショップが続々オープン      

○シー バイ クロエ     ＊2/18(金)NEW OPEN    <Part1・2F>レディス 

クロエのカジュアルラインとして、世界中のセレブやモデルに人気のブランド。国内最大のオンリーシ

ョップとして、ロゴ入りトップス、美しいラインのパンツ等POPでかわいいアイテムが豊富に品揃え。 

○ヌード                      ＊2/19(土)NEW OPEN      <Part1・１F>レディス・シューズ・バッグ 

Luxe & Hardをテーマにラグジュアリーブランドをハードにミックスして着崩す、リュックスカジュア
ルを提案。 
○イーストボーイ       ＊2/19(土)NEW OPEN   <Part3・4F>レディス 

○ピーピーエフエム２     ＊3/8(火)NEW OPEN    <Part1・５F>メンズ・レディス 

楽しく・おもしろく・旬がいっぱいをコンセプトに、独創的なアイテムを用意。普段の日常に刺激を与

えてくれるブランド。 
○ルーム ゾ･コーラ ヤブ・ヨム メンズ           ＊3/8(火) NEW OPEN   <Part1・５F>メンズ・レディス 
パトリック･ライアンと吉田真美が手掛ける YAB－YUM のメンズラインと、よりカジュアルな DZO 
KHOLAをメインに、彼らのこだわりのアイテムを展開。 
○グローバルリズム エッセンス         ＊3/9(水) NEW OPEN   <Part1・4F>レディス 

○ドット デニム バイ オリーブ デ オリーブ  ＊3/11(金)NEW OPEN   <Part3・3F>レディス 

アメリカンカジュアルを軸としたスタイリングで「気分を盛上げてくれる洋服を、気持ちよく着こなす

女性」をイメージ。常に新鮮なデニムファッションを提案。 
○オズモーシス                  ＊3/18(金) NEW OPEN  <Part3・3F>レディス 

○ロミィ ジュリエッタ                 ＊4月NEW OPEN予定   <Part3・2F>レディス 

オリジナルブランドの「Spanish Harlem」を中心に国内外からのセレクトで、ウエア、バッグ、シュ
ーズ、アクセサリー、雑貨など幅広い品揃え。 

本件に関するお問合せ先      渋谷パルコ 営業課  平松           ℡０３（３４７７）５８５１ 

ルコ 2005年春の改装情報                                    渋谷パルコ 



 
 
 

名古屋パルコ  愛知県名古屋市中区栄3-29-1 ℡ 052-264-8111（代表） 店長／阿部正明 

◆名古屋パルコ、20代後半とヤング･ティーンズをターゲットに春の改装を実施        
 
 名古屋パルコでは２００２年年初より、中期改装計画を推進してまいりました。この春も、顧客層の変

化に対応した２０代後半の大人向けレディス＆メンズ・カジュアルの強化、好調の続くヤング･ティーンズ

向けＭＤのバージョンアップをテーマに、名古屋初登場の１４ショップを含む３７ショップの改装を実施

いたします。 
 
＜改装概要＞  改装規模  ： 約３，１００㎡  

改装店舗数 ： ３７店舗  （新規＝２０店舗、リニューアル＝１７店舗） 
オープン日 ： ２００５年２月１日（火）～３月３日（木）に順次オープン 

 
□大人向けカジュアルを充実させる注目のニューショップ                    
 
○エディション ＊2/25(金)NEW OPEN     名古屋初登場     <南館・１F>メンズ・レディス 
シンプルでエイジレスなカジュアルファッションのセレクトショップ。東京、大阪に続く３店舗目が名

古屋パルコにオープン。 
○コース マイケルコース ＊2/25(金)NEW OPEN    今春デビュー新ブランド     <西館・２F>レディス 

この春デビューのブランド、NYコレクションを代表するデザイナー「マイケル・コース」のサードラ
イン「コース・マイケルコース」のニューショップ。 
○ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ｽﾀｲﾘｯｼｭｾﾚｸﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ＊2/25(金)NEW OPEN    名古屋初登場    <西館・２F>レディス 

人気ブランド「プロフィール」のインポートに重点をおいたセレクトショップ。 
 
□南館３Ｆ・４Ｆのグラマラスゾーンが強力ショップの登場でパワーアップ                  

 
○スマッキーグラム ＊2/25(金)NEW OPEN     今春デビュー新ブランド          <南館・３F>レディス 
クリエイティブアドバイザーにニューヨークセレブのファッションリーダー「パトリシア・フィールド」

を迎えた新ブランド。 
○ジーマルーズ   ＊2/25(金)NEW OPEN      名古屋初登場           <南館・４F>レディス 

エゴイストのハイライン「グランエゴイスト」とカジュアルライン「マルーズ」が揃うセレブカジュア

ルのセレクトショップ。 
○デイシー       ＊2/5(土)NEW OPEN         名古屋初登場                 <南館・３F >レディス 

ニューヨークでデザイナーを目指す元気で明るい架空の女の子デイシーをイメージしたポップでキュ

ートなブランド。 
○アッシュ&ダイヤモンド ＊3/3(土)NEW OPEN    名古屋初登場    <東館・B１F >レディス 

アクセ、バッグ、お財布などのキュートな小物が揃う、東京原宿明治通りの人気ショップが地方初展開。 
 
□ファッションだけでなく、カフェやインテリアも充実                     
 
○ラ・メゾン アンソレイユターブル ＊2/25(金)NEW OPEN     名古屋初登場       <西館・3F>カフェ 
東京を中心に１５店舗を展開する、手作りにこだわった１０種類以上の季節のフルーツタルトとパスタ

やガレットなどの家庭的な南欧料理の人気カフェレストランが東海地区に初登場。 
○無印良品 ＊2/10(木) RENEWAL OPEN                          <西館・Ｂ１F> 

ゆったりして明るく見やすく買いやすく店内に生まれ変わり、ファブリックがフルラインナップで揃う

など、インテリアコーナーが充実。 
 
本件に関するお問合せ先      名古屋パルコ 営業課  高桑     ℡０５２（２６４）８１０１ 

※全改装ショップのリストを別途ご用意しておりますので、ご請求ください。 

パルコ 2005年春の改装情報                                   
  名古屋パルコ
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池袋パルコ  東京都豊島区南池袋1-28-2 ℡ 03-5391-8000（代表） 店長／請川隆良 名古屋パルコ  愛知県名古屋市中区栄3- 9-1 ℡ 052-264-8111（代表） 店長／平野2 秀一 池袋パルコ  東京都豊島区南池袋1-28-2 ℡ 03-5391-8000（代表） 店長／請川隆良 

池袋パルコ、秋のビッグリニューアルに向け、この春B1Fなどを改装                 

池袋パルコは、2005年秋に本館 1Fの外装を含め大きくイメージチェンジをするリニューアルを予定し
います。この春は、池袋駅のコンコースに直結し、本館１Ｆとともに池袋パルコの顔である本館Ｂ1Ｆの
ョップを中心に改装を実施いたします 

＜改装概要＞  改装規模  ： 約９５０㎡  
改装店舗数 ： １３店舗  （新規＝８店舗、リニューアル＝５店舗） 
オープン日 ： ２００５年２月１日（火）～３月３日（木）に順次オープン 

 
 
 

NEW SHOP                                       

○ローリーズファーム              ＊3/10（木）OPEN      ＜本館Ｂ１Ｆ＞レディス 
 普通の生活感覚を持った女性が、毎日の生活の場やリゾートで、飽きのこないベーシックアイテムと、

流行のアイテムを清潔にコーデイネイトできる人気のショップ。 
○アルシーヴ                  ＊3/10（木）OPEN      ＜本館Ｂ１Ｆ＞レディス 
 着ることをエンジョイし、遊び心を刺激するフランクなカジュアルファッションを提案するショップ。 
○フューズ    ＊3/4（金）OPEN          ＜本館２Ｆ＞レディス 
 デニムをベースに、フェミニンなオフィスカジュアルを提案。OLのON&OFFが揃うショップ。 
○ホリデーアパートメント         ＊2/17（木）OPEN    ＜本館５Ｆ＞インテリア・ファッション雑貨 
 インド・中国のアジアの手作りのものを中心に、ファブリック・アクセサリーなどを幅広く取り揃え

ている雑貨店｡ 
○クオドロ         ＊3月OPEN予定   ＜本館３Ｆ＞レディス・メンズ 

 出来上がった作品をいち早くお客様に届けたいというメッセージが込められた「工房」をイメージし

た店内に、ワーク、ミリタリーテイストの素材をスタイリッシュに仕上げたラインアップを展開。 
○ＬＡＸ         ＊3月19日OPEN予定  ＜本館４Ｆ＞レディス・メンズ 

 L.A、N.Yから、プレミアムジーンズを多数取り揃えたデニムセレクトストア。 
○Ｇ．Ｒ．Ｃ                   ＊2/4（金）OPEN     ＜本館１Ｆ＞ファッション雑貨 
○ラフ                     ＊3/4（金）OPEN       ＜P’4Ｆ＞Tシャツ・雑貨 

RENEWAL SHOP                                    

○アダム エ ロペ                    ＊2/4（金）OPEN     ＜本館２Ｆ＞レディス・メンズ 

 世界からセレクトされたインポートブランドと個性あるオリジナルを展開する人気ショップに

HOMMEもデビュー。 
○フリーズ ショップ                   ＊3/4（金）OPEN        ＜本館２Ｆ＞レディス 

 「ジーンズｂｙフリーズ」が「FREE'S SHOP」としてリニューアル。ライフカルチャーの創造を基
本コンセプトにワールドワイドにライフスタイルを提案 

○カバン ド ズッカ                     ＊2/26（土）OPEN     ＜本館２Ｆ＞レディス・メンズ 
○ＴｅｔＣ                                   ＊3/10（木）OPEN           ＜本館Ｂ１Ｆ＞レディス 
○プライド                                ＊3/10（木）OPEN        ＜本館Ｂ１Ｆ＞アクセサリー 
 

本件に関するお問合せ先          池袋パルコ 営業課     有明     ℡０３（５３９１）８００３ 
ルコ 2005年春の改装情報                                     
池袋パルコ
 



 

 
 
 
◆

 

ま

更

 

プ

 

 

 

 
 
□

 

 
 
□

 

 
 
□

 

 

パ

札幌パルコ  北海道札幌市中央区南 3-3 ℡ 011-214-2111（代表） 店長／篠塚博１条西 志 広島パルコ  広島県広島市中区本通10-1 ℡ 082-542-2111（代表）  店長／山木知行 

カジュアルゾーンがさらにパワーアップ。広島パルコ 2005年春のリニューアル             

広島パルコは 2001年の新館オープン来、３期連続増収を達成し、2003年度の売上は 180億円台に乗り
した。そして、今期も競合激化のマーケット環境の中で、積極的な改装推進で前年同様の売上をキープ。

に今年 1月 3日には一日での過去最高の売上 3億 6400万円を記録いたしました。 
これからも更にマーケットの支持をいただくべく、この春も広島初登場の 8 店舗を含む、全２５ショッ
の改装を実施いたします。 

＜改装概要＞ 改装規模  ： 約１，６６０㎡  
       改装店舗数 ： ２５店舗  （新規＝１０店舗、リニューアル＝１５店舗） 
       オープン日 ： ２００５年１月２９日（土）～3月１０日（木）に順次オープン 

本館８Ｆがジュニア＆キッズから、 
ヤングカジュアルファッション＆キッズのフロアにリニューアル                

・本館７F から人気の『ローリーズファーム』『アルシーヴ』など４店が８Ｆへ移動し、新たに『ＲＮＡ
スウェット』＜広島初登場＞、『ページボーイ』『ローラローラ』＜広島初登場＞が加わり、ナチュラル＆ヘルシ

ーなファッションフロアに生まれ変わります。またキッズも『ヒステリックミニ』に加え、『ムチャチャ』

『アプローズ』がリニューアルし、都会派オシャレキッズのゾーンとしてチャームアップ。 

本館７Ｆ ヤングカジュアルフロアもパワーアップ                      

・新たにニューショップ『イーハイフン ワールドギャラリー』＜広島初登場＞、『プリオウンド』＜広島初登

場＞が登場。さらに『ジーナシス』『アロー』『マジェスティックレゴン』『宇宙百貨』『アンクワイエット』

がリニューアル。トレンドラインのカジュアルファッションフロアへと進化します。  
＜『プリオウンド』は期間限定ショップ＞ 

他のフロアにも、中四国地域初出店の『ミージェーン』など話題のショップが続々登場            

・本館２Ｆでは、和のセレクトショップ『ふりふ』＜広島初登場＞と、ヨーロッパテイストのセレクトショ

ップ『アンティモニー』＜広島初登場＞がマーケット初登場。本館２Ｆのファッション感度をアップします。 
・本館４F では待望の『ミージェーン』＜広島初登場＞が中四国初のショップをオープン。また話題のエレ
ガンスファッションショップ『d.：L.x（ディーエルエックス）』＜広島初登場＞の１号店も登場。04 年秋出店
の『マウジー』『スライ』に加え、ますます本館４Ｆがパワーアップします。 
・本館６Fでには人気の『ヘザー』が大きくなってリニューアル。さらにカジュアルセレクト『フィント』
もオープン。 

２００５年５月下旬にリニューアル第２弾を予定しています 
本件に関するお問合せ先      広島パルコ 営業課  江本      ℡０８２（５４２）２１０１ 

※ショップリストを別途ご用意しておりますので、ご請求ください。 
ルコ 2005年春の改装情報                                    広島パルコ 
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吉祥寺パルコ  東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 ℡ 0422-21-8111（代表）店長／浜田和子

今年秋、開店２５周年を迎える吉祥寺パルコ。新規レディスファッション、 
さらに７Ｆキッズ＆雑貨フロアの大幅パワーアップなど春の改装を実施。          

吉祥寺パルコは、マーケット内において「ファッションリーディングビル」としてのポジションを確立

るべく、開店２０周年にあたる 2000年度より積極的に改装を推進して参りました。その結果、2001年
より３期連続前年売上をクリアし、2004年度も堅調に推移し前年売上を上回る見込みです。 
そして、9月に開店 25周年を迎える 2005年度に向けて、更にパワーアップを計るべく約１，４００㎡
模の改装を実施いたします。 

＜改装概要＞ 改装規模  ： 約１，４００㎡  
       改装店舗数 ： ２５店舗  （新規＝１７店舗、リニューアル＝８店舗） 
       オープン日 ： ２００５年２月２５日（金）～３月 1８日（金）に順次オープン 

都心型セレクトショップ＆人気ドメスティックブランドが 2Ｆに初登場             

人気セレクトショップ『Ｑ』、イタリアンインポート中心のセレクトブランド『ラキュア』、東京コレク

ョン参加ブランドの中でも注目度の高い『リミフゥ』など自分のスタイルと選択眼を持った「感度の高

大人の女性」に向けたブランドを２Ｆに導入し、フロア全体のステータスとグレードがアップします。 
 
＜２Ｆ ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞    
『リミフゥ』『Ｑ』『アンティモニー』『ラキュア』（以上レディス）、『パールパンタシア』（アクセサリー雑貨） 

世界初のキッズカテゴリーショップ「アディダス キッズショップ」など、 

個性派子供服ブランドが加わり、７Ｆキッズ＆雑貨フロアがバラエティ＆ボリュームアップ    

自分のライフスタイルを彩る要素として「自分の子供に着せたい服」を選ぶ－そんな個性派のママたち

期待に応えるべく、マルチスポーツブランドのアディダスが世界で初めてオープンするキッズショップ

アディダス キッズショップ吉祥寺パルコ』など注目の個性派ブランドを７Ｆに更に導入（４店舗→７店
に拡充）、「ニューファミリー提案型」のキッズ＆雑貨フロアとして３月１８日（金）にパワーアップい

します。 

＜７Ｆ ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞   ＊全て 3/18(金)OPEN 
『アディダスキッズ』『バナナチップス』『LOVE＆PEACE＆MONEY』（以上子供服） 
『オーディナリーズ』（インテリア・雑貨） 
＜７Ｆ ＲＥＮＥＷＡＬ ＳＨＯＰ＞  ＊全て 3/18(金)OPEN 
『ナチュラルブー』『ヒステリックミニ』『アースマジック』（以上子供服）、 
『スタイルドゥヴィ』『Ｊ－ＰＯＳＨ』（以上インテリア･雑貨） 

 
その他のフロアにも吉祥寺初登場のショップなど８店舗が新登場！3店舗がリニューアル     

＜1Ｆ NEW SHOP＞『ノンブルアンペール』（レディス）『ルージュルー』（ファッション雑貨） 
＜3Ｆ NEW SHOP＞『アルシーヴ』『リ・オリーブ デ オリーブ』『パーリッシィ』（以上レディス） 
＜6Ｆ NEW SHOP＞『モノラル』（レディス）『Ｔ－ＦＡＣＴ』（メンズ）『ＢＷジグル』（メンズ＆レディス） 

◆ 

＜4Ｆ RENEWAL SHOP＞『ローリーズファーム』（レディス） 
＜6Ｆ RENEWAL SHOP＞『ＤＩＶＡ』（アクセサリー＆雑貨）『ヒステリックグラマー』（レディス） 
 
本件に関するお問合せ先      吉祥寺パルコ 営業課  大森           ℡０４２２（２３）００６５ 

ルコ 2005年春の改装情報                                   
吉祥寺パルコ
  



 

 
 
◆

 

ー

シ

る

 

 

 

 
□

 
・

 

 
・

 
□

□

 

パ

宇都宮パルコ  栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1 ℡ 028-611-2111（代表） 店長／上田昭二

宇都宮パルコ、2005年春、レディスファッションを更に充実させるリニューアルを実施。        

宇都宮パルコは、郊外型大型ショッピングセンターの開発ラッシュ、市街地大型施設の変動等、商業マ

ケット構図が大きく変化する宇都宮において、今後も「北関東における高感度ＮＯ．１のヤングファッ

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、更なるステップアップを図

ため、レディスファッションを中心とした 21店舗のリニューアルを行います。 

＜改装概要＞ 改装規模  ： 約１，２００㎡  
       改装店舗数 ： ２１店舗  （新規＝11店舗、リニューアル＝10店舗） 
       オープン日 ： ２００５年２月２３日（水）～３月５日（土）に順次オープン 

人気絶頂「グラマラスカジュアル」などのニューフェイスが続々オープン！（2F・B1F・5F）         

2004年に注目を集め、瞬く間にトレンドのトップシーンに上り詰めた感のある“グラマラスカジュアル”。
宇都宮パルコ 2Fはそのトレンドを具現化したフロアに生まれ変わります！！ 

宇都宮パルコでは 2000 年より“ギャル系”ファッションショップを集積したＢ1Ｆを「Ｐ－Ｓｗｅｅｔｓ」と命名
して展開し、5年連続前年超えを達成するなど、着実に売上を伸ばしてまいりました。 
その実績を踏まえ、「Ｐ－Ｓｗｅｅｔｓ」育ちの大人の女性へ向け、次のステージである“グラマラスカジュアル”

を提案するフロアをオープンいたします。 
＜ＮＥＷ ＳＨＯＰ＞ 
『エゴイスト』、『ＤＩＺＺＹ』、『リスティ』、『ラストシーンガール』、『スパイス リシェ』、『グラッドニ
ュース』（以上、レディス衣料）『サイトボルゴ』（バッグ） 
＜ＲＥＮＥＷＡＬ ＳＨＯＰ＞ 
『トミーガール』（レディス衣料）、『ジェリービーンズ』（シューズ） 

その他のフロアでは、Ｂ1Ｆ「Ｐ－Ｓｗｅｅｔｓ」では、“かわいいけど格好いい”、クールなボーイズスタイルを提
案する『ヴァンス』が新規オープン。セクシー＆スポーティなジーンズカジュアルで人気の『ジュライ』がリニュー

アル。5Ｆには、カラーバリエーションをふんだんに使ったアイテムでティーンズに人気の『マジョレナ バイ ブラ
ーク』が新規オープン。 

洗練された「モード×エレガンス」のリミックスフロアにバージョンアップ！（3F）             
 
・主張のあるシューズ、バッグ、アクセサリー雑貨を取り揃える『コキュ』が新規オープン。 
・“TSUMORI CHISATO”“national standard”などのブランドをセレクトする『Ｒ8Ｇ by SEPIA 
MOON』、“飾り、誇張をなくし、着る人の個性の余地を残す”をコンセプトに、強い個性を放つ『リミ
フゥ』がリニューアル。 

 
「ヤングカジュアル×ストリート」のクロスカジュアルフロアへ進化！（4F）                

・遊びゴコロのあるデザインをファッションフリークへ発信する『イーハイフン ワールド ギャラリー』
が新規オープン。 

・自由にトータルコーディネートできるカジュアルファッションを提案する『ティスタ』、“X-girl”“MILK 
FED”などの人気ブランドとオリジナルで提案する『フロウリッシュ』、更に『オリーブ デ オリー
ブ』、あらゆるファッション雑貨を取り揃える『流行屋さん』がリニューアル 
本件に関するお問合せ先      宇都宮パルコ 営業課  佐久間・木方     ℡０２８（６１１）２１２１ 
ルコ 2005年春の改装情報                                     宇都宮パルコ
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松本パルコ  長野県松本市中央1-10-30 ℡ 0263-38-2111（代表）   店長／金子 昭 

松本パルコ、県内初出店 6店舗など人気ニューショップ登場でさらにパワーアップ            

松本パルコは、来年、現在の姿に増床してから１0周年を迎えます。これからも、よりお客様のご要望に
答えする魅力あるショップ構築を目指し、絶え間なくリニューアルを順次進めております。 
この春もいずれも長野県内初出店となるニューショップ６店が登場、さらにショップ５店のリニューア

を行う改装を実施いたします。  
 
＜改装概要＞ 改装規模  ： 約６３０㎡ （新規店舗・既存改装店舗合計） 
       改装店舗数 ： １２店舗  （新規＝７店舗、リニューアル＝５店舗） 
       オープン日 ： ２００５年３月４日（金）グランドオープン 

NEW SHOP                                       

○イーハイフン ワールドギャラリー            ＊3/4（金）OPEN     ＜３Ｆ＞レディス 
 スタンダードをベースに、最新のトレンドとロンドンのストリートテイストがいきるニューモードカ

ジュアルを真のおしゃれフリークへ発信するブランド 

○ココボンゴ                        ＊3/4（金）OPEN     ＜３Ｆ＞レディス 
元気いっぱいのカジュアルブランド。2005年のテーマは“RETRO ROCO”で展開し、多色プリント、後

加工などオリジナリティーのある商品を生み出します。 

 

○グラニフ     ＊3/25（金）OPEN ＜１Ｆ＞メンズ・レディス 
 昨年夏、話題をさらったＴシャツ専門店が再上陸。他では見つけられない多彩なオリジナルデザイン、

サイズのなかから自分にぴったりの一枚を見つける楽しさを味わえます。 

○コラボ            ＊3/4（金）OPEN  ＜２Ｆ＞アジアン雑貨 

 アジア各国の、現地でしか手に入らないレアな雑貨、衣類、帽子などを独自の感覚でセレクト！ 

○三愛水着楽園    ＊3/4（金）OPEN      ＜６Ｆ＞水着 
豊富な品揃えを誇る水着専門店が早くもオープン。虹をイメージさせる鮮やかなヴィヴィッドカラー

など今年の新作・イチオシトレンドをラインナップ。今すぐの海外旅行・卒業旅行にも困らない！ 

○オーレ         ＊3/25（金）OPEN  ＜５Ｆ＞アクセサリー 
 カジュアルからエレガンスラインまで、個性派にもシンプル派にも必ずお気に入りの１点が見つかる、

様々なスタイルのアクセントになるアクセサリーを豊富に展開。 

○輝・きら            ＊3/25（金）OPEN  ＜５Ｆ＞ネイルサロン 

 地元で人気のネイルサロンがパルコ内にもオープン。 

RENEWAL SHOP                                     
○ナバーナ                                      ＊2/19（土）OPEN    ＜３Ｆ＞レディス 
○モノラル                                      ＊2/25（金）OPEN     ＜３Ｆ＞レディス 
○アバハウス                                             ＊3/4 （金）OPEN        ＜４Ｆ＞メンズ 
○ルパート                                               ＊3/4 （金）OPEN       ＜４Ｆ＞メンズ 
○スペクタクルズ                            ＊3/25 （金）OPEN    ＜B1Ｆ＞メガネ・サングラス 

本件に関するお問合せ先      松本パルコ 営業担当  服部           ℡０２６３（３８）２１０１ 

ルコ 2005年春の改装情報                                    
 松本パルコ 
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熊本パルコ  熊本県熊本市手取本町５－１ ℡ 096-327-4008（代表）  店長／富永正生 

７Ｆレディスヤングカジュアル・フロアを中心に、計１１店舗の改装を実施        

熊本パルコは、来年の 20周年に向け７Ｆレディスフロアを中心に計 11店舗を改装。フレンチカジュア
からセクシーギャル、コンサバエレガンスまであらゆるスタイルに対応できるショップ提案を行います。 
 
＜改装概要＞ 改装規模  ： 約８４０㎡  
       改装店舗数 ： １１店舗  （新規＝５店舗、リニューアル＝６店舗） 
       オープン日 ： ２００５年２月４日（金）～3月１０日（木）に順次オープン 

3月 3日（木）、７Ｆ全面NEW&RENEWALオープン                           

○オリーブ デ オリーブ      ＊NEW OPEN                    レディス 
  春のテーマはスイートフォークロリック。新しい素材とディテールを取り入れたオリジナルスタイ

ルをファッションに敏感な女の子に提案します。 
○イーストボーイ         ＊NEW OPEN                    レディス 
 オフタイム＆キャンパスがキーワード。トラッドテイストを取り入れながらトレンドを程良くアレン

ジ、高校生のスクールファッションを提案します 
○ローリーズファーム       ＊RENEWAL OPEN                   レディス 
 定番のきれいめジャケットにカーゴパンツを合わせたスタイルやこの春注目のレースやスパンコール

を施したアイテム等女の子にとってのマストアイテムが豊富に揃ったショップです。 
○レトロガール          ＊RENEWAL OPEN                         レディス 
 フレンチカジュアルをベースにラブリー＆ノスタルジックスタイルが「レトロガール」風。この春は

話題のレース使い等、流行を取り入れたコーディネイトで決まり。 

その他の各階でもバラエティ豊かなニューショップが続々登場                       

○ベイブルックアルファ              ＊2/4（金）NEW OPEN      ＜B１Ｆ＞メンズ 
ストリートカジュアル＋ジーンズベーシックカジュアル＋デザイン性のあるハイカジュアル」で構成

されたセレクトショップ 
○インタープラネット                ＊3/3（木）RENEWAL OPEN    ＜２Ｆ＞レディス 

「洗練された大人の女性」。ボディラインの美しさや優しさを強調し、セクシーでシンプルなスタイル

をイメージした、ファッションに敏感な大人のスタイルを提案。 
○インポートブティック UNO         ＊2/17（木）RENEWAL OPEN   ＜５Ｆ＞インポートグッズ 
ヨーロッパの直接買い付けでレア物が揃う UNO には、エルメスやグッチ、プラダ等の選び抜かれた
商品に出会えるショップ。 

○ゴールド                               ＊3/3（木）NEW OPEN    ＜５Ｆ＞レディス 

「マウジー」「スライ」「スナッチ」等の渋谷１０９系人気ブランドが揃ったセレクトショップ。 
○エムズ セレクト                       ＊3/3（木）RENEWAL OPEN    ＜５Ｆ＞レディス 

この春夏のテーマはマリンやレトロサーフ。ラフなダメージデニムにノスタルジックなヒッピーアイ

テムを合わせた女の子スタイルがお勧めです。 
○ヘザー                           ＊2/11（土）RENEWAL OPEN    ＜６Ｆ＞レディス 
この春はサーフをテーマにリラックス＆フェミニンスタイルで決まり。サブテーマの 1970 年代ヒッ
ピーテイストがコーディネイトのスパイスに。 

○Ｑ*to*P -キュートゥーピー-  コーディネイト             ＊3/10（木）NEW OPEN      ＜６Ｆ＞レディス 

フレンチカジュアルをベースにラブリー＆ノスタルジックスタイルが「レトロガール」風。この春は

話題のレース使い等、流行を取り入れたコーディネイトで決まり。
本件に関するお問合せ先       熊本パルコ 営業課  田尻・小堤   ℡０９６(３２７)４１００ 
ルコ 2005年春の改装情報                                    熊本パルコ 


