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VISION （描きたい未来） PURPOSE （存在価値･意義）

感性で世界を切りさく

ファッション、演劇、映画、文学、音楽、アート。
これまで私たちは、カルチャーを通じて、

生きることの美しさ、自由であることの素晴らしさを表現してきました。
未来をつくるイマジネーション、想像力の可能性を探求してきました。

時代に寄り添い、刺激しあうこと。
感覚を信じてデザインし、描きだすこと。

人や場、つながりの中心となり、クリエイトしていくこと。
それは、想像を超えた感動で、世界を変えるために、

今、私たちが抱いている未来のビジョンです。

個の想像力や情熱を原動力に、
多様な個性と価値観をつなぎ、

次世代とともに新たな時代をつくっていきたい。
感性で、世界を切りさく。

刺激
Excite デザイン

Design

クリエイト
Create

 
https://www.parco.co.jp/about/vision/

 7       ショッピングセンター PARCO
13     コンテンツ事業

CORPORATE PROFILE 2022PARCO CO., LTD. 1



KO Z O  M A K I YA M A

代表取締役兼社長執行役員

MESSAGE

　パルコは、「刺激」「デザイン」「クリエイト」をビジョンに、「感性で世界を切りさく」をパーパスに

掲げています。時代を敏感に感じ取り、私たちが中心となってクリエイトする集団となることで、

当たり前を超え、感動を生み、世界を変えていき、また、これからの時代においても、私たちが

社会から必要とされるグループとなり、パルコらしくエッジを効かせてイノベーションを起こし、

既成の世界を切りさいて新しい時代を生んでいきます。

　当社は企業価値を高める「サステナビリティ経営」を目指しています。環境・社会・経済の

持続可能性（＝サステナビリティ）に配慮しながら企業自身も将来に向けて活動を持続していく、

それが「パルコプロデュース」です。その質とスピードを上げるためにも、現場の声を重視し、

チームで柔軟に発想を拡げながら事業に邁進していくことが、サステナビリティ経営、企業

の持続につながります。パルコのサステナビリティテーマには、「ステークホルダーとの共創」

や「文化的な価値創造」「次世代とともに」などがあります。次世代の人がどれだけ充実した

生活を送れるか、充実した発想を持てるかに対して、環境を提供し続ける企業集団でありたい

と考えます。

　今年度、PARCO SC事業では、リアル×デジタルでPARCOの魅力を向上させることなどに

より、唯一無二の体験と心を豊かにする消費を提供していきます。デベロッパー事業は、今後

10年間の大都市の大型開発プロジェクトが決定しているとともに、商業以外でも業態開発

を推進し、多様な不動産戦略を展開していきます。

　次世代と文化的な価値をつくり上げていくのにふさわしい企業グループ、それがパルコグループ

だというイメージが非常に重要です。パルコがその先見性を以て先駆者としてイノベーションの

価値創造をしていきたいと考えています。

 2022年5月
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パルコのサステナビリティ

パルコは、生活者の方々に心躍るサステナブルなライフスタイルをご提供するという強い意志を持ち、次世代とともに、社会と共有できる新しい価値を創出します。サステナビリティを
当社企業活動全般に波及させ、サステナビリティと企業戦略を一体化させながら事業を推進し、すべてのステークホルダーと連携して共創し、事業のさらなる発展を図ります。
　サステナビリティ方針のもと6つのテーマで活動することにより、SDGsの達成にも貢献し、企業価値を高めるサステナブルな経営を目指しています。

文化的な価値創造 
未来に向けた文化的な価値を生み出
し、それらを享受できる豊かで持続的
なライフスタイルを提案します

脱炭素社会への貢献 
パートナー企業をはじめとした周囲の
企業と協力し、脱炭素社会の実現を
目指します

地域の魅力向上 
コミュニティへの積極的な参加や、
安心・安全な環境の維持を通じて、
街や地域の魅力向上に貢献します

次世代とともに 
クリエイティビティや活力にあふれる
人々とともに、新しい時代に向けて
インキュベーション／イノベーション
を推進します

ステークホルダーとの共創 
クリエイターやテナント、お客さまなど、
さまざまなステークホルダーとのパー
トナーシップを強化します

D&I、働きがい 
ダイバーシティ&インクルージョンの
実現を目指し、さまざまな人材が活躍
できる場をつくります

 
https://www.parco.co.jp/sustainability/

PARCO’s 
Sustainability

Activities
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10代とともに考える地球環境問題ワークショップ「農暮らす／agri class」

文化的な価値創造 次世代とともに

　JAXAとパルコが連携・協力して取り組む活動として、10代とともに考える地球環境問題ワークショップ
「農暮らす／agri class」を、渋谷PARCO9階の「GAKU※」で2021年10月から2022年3月にかけて開催しま
した。さまざまなフィールドでの実体験を通して地球規模の環境問題と向き合うワークショップで、次代を担う10
代を対象に授業形式でおこないました。「野菜とダイバーシティ」「食肉とCO2」「綿花と水」「地球とミライ」を各
回のテーマに、4回構成で実施しました。
※ パルコは、10代の若者たちがファッション、アート、音楽、デザイン、建築、映像などを学ぶクリエイティブの場「GAKU」渋谷PARCOにて、

次世代の活躍を支援しています。

第1回「野菜とダイバーシティ」授業の様子

新しい才能の発見と応援をするカルチャーの祭典「P.O.N.D.」

　新しい才能の発見と応援をすることによって新たな価値を創出する取り組みとして、アート、ファッション、
音楽、フードなどあらゆるジャンルのフレッシュなクリエイターが参加するカルチャーの祭典P.O.N.D. （Parco 
Opens New Dimension）を、2021年10月に渋谷PARCOで開催しました。2年目となる今回のキーワード
は、「TRANSFER＝移ること、伝わること」。渋谷PARCO館内のアートスペースには、私たちがまだ触れたこと
のない世界、新しい世界への境界線に連れて行ってくれるような、「TRANSFER」をモチーフにした展示作品
やパフォーマンスがあふれました。

PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4階）

「ART IS FREEDOM アートを愉しむ秋」

アートマーケットイベント「PARCO PRINT CENTER」

　池袋PARCOは豊島区と連携し、お客さまにアートと触れ合い楽しんでいただくことをテーマに「ART IS 
FREEDOM アートを愉しむ秋」を2021年11月に開催しました。池袋PARCO本館1階のショーウィンドウを展
示ギャラリーとし、アートを見て楽しみながら、気に入った作品があればPARCO ONLINE STOREにアクセ
スしてその場で購入も可能。館内各所にアーティストの作品を展示し、週末にはライブペイントを開催しました。
また、AR技術を使い外部空間にアート作品を展示し、スマートフォンアプリを通して空間に浮かび上がる仕掛
けもつくりました。

　パルコはさまざまなジャンルのアーティストをキュレーションし、こだわりぬいた紙と高い印刷技術でアート
ポスター作品を製作・販売するアートマーケットイベント「PARCO PRINT CENTER -ART POSTER TRADE 
2022- ”Surround”」を、2022年2月に渋谷PARCO地下1階のGALLERY X BY PARCOで開催。プリントの
ライブ感にこだわったポスター・レイアウト・デザイン・用紙・プリンティングに至るまで、アートプリントの表現
の可能性に挑戦しました。エディションナンバー入りアートポスターの販売のほか、音楽・トークイベント、また、
同フロアのQUATTRO LABOでは、連動して「ART BOOK MARCHÉ」を開催しました。

PARCO GALLERY W（池袋PARCO本館 1階のショーウィンドウ）

GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO 地下1階）
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ワーケーション制度導入とキャリア相談窓口設置

障がいのある方の農園型就労支援をスタート

D&I、働きがい

　長期休暇が取りやすくなることや社員の心身のリフレッシュなどを目的に、帰省や旅行などの
休暇中に滞在先で、テレワークを活用して一時的に業務をおこなう「ワーケーション制度」を2021年7月
に導入しました。
　また、社員が気づきの機会を得て主体的にキャリア形成をおこなえるように支援することを目的に、

「キャリア相談窓口」を9月に設置しました。社員自身の今後のキャリア形成やキャリア選択に関する
こと、現在の仕事に関すること、ワークライフバランス、働き方に関することなどの相談を受けています。

LGBTに関する規程などを整備
　パルコは、LGBTに対する偏見のないダイバーシティ組織の実現に向けた取り組みを推進して
います。2021年4月に、LGBT相談窓口を設置したほか、同性パートナーを婚姻に相当する関係
と認定する同性パートナーシップ制度や性同一性障害の社員の性別移行を支援する休暇制度を
整備しました。

　パルコは、障がいのある方の雇用創出と就労機会拡大のために、農園型就労支援を2021年6月にスタート
しました。株式会社スタートラインが運営する「 IBUKI川口ファーム」は、障がいのある方がハーブ栽培をおこ
なう屋内農園で、パルコのスタッフとして障がいのある方7名と就労サポートスタッフ2名が、ハーブや葉物野
菜の栽培や加工などをおこなっています。ファーム内は明るく清潔で、天候や気温にも左右されず、とても
働きやすい環境です。長く、生き生きと、やりがいを持って働けるようしっかりとサポートしていきます。

地域の魅力向上

地方独特の文化やトレンドをアウトプット「ローカルチャーストア」

産学連携による地域活性化事業「Tre-Share（トレシェア）」

　広島PARCOは、地方独特の文化やトレンドをアウトプットするイベント「ローカルチャーストア」を2019年から開
催しています。ローカルチャーとは、「 low＝社会的に認知が少ない」「raw＝新鮮・未加工」「 local＝地方」「culture
＝文化」の造語です。広島のみならず地方都市などで活躍する個性的なブランドをピックアップして、2021年は
6月と11月に開催しました。6月にはコロナ禍の消費スタイルを踏まえて「PARCO ONLINE STORE」へも出店
し、お客さまと店頭のスタッフをテレビ電話でつなぐオンライン接客を実施。11月は広島クラブクアトロと連携し
て飲食・DJイベント「クラブローカルチャー」を開催するなど、イベントを拡げる新しい取り組みに挑戦しています。

　Tre-shareは大学生とパルコの産学連携による地域活性化事業で、パルコのクラウドファンディングサービス
「BOOSTER」を活用し、各地の中高生が発見した地元の魅力ある商品を全国へ紹介するクラウドファンディング
プロジェクトを数多く立ち上げています。Tre-Shareの理念は、たくさんの人に「Treasure（宝物）」を「Share

（共有）」したいという想いです。地域と全国をつなぐ架け橋になり、心に響く宝物を発信します。2021年2月に
スタートして以来2021年度にローンチしたTre-Share全14プロジェクトが目標金額を達成し、地域への支援を
実現しています。

IBUKI川口ファーム

ローカルチャーストア 2021

【耕作放棄地×高校生】香取の野菜を全国にお届け！プロジェクト
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ショップ内装工事の仮囲いに再利用パネル導入をトライアル

PARCO各店での地球環境に配慮する取り組み

脱炭素社会への貢献

　営業中のPARCO館内でショップ内装工事の際に必要な仮囲いに、再利用できるパネルを導入するトライアルを、
2021年7月に開始しました。これまでのパネルは改装工事が終了すると廃棄となり、サステナブルな観点から
再利用の可能性を検討していました。採用したリユース型仮囲いパネルは、これまでと比べ約2～3割のコス
ト抑制が期待でき、出店テナントの費用負担の軽減も実現しました。2021年夏～2022年春改装ではPARCO 
10店舗の全77区画、約4,500㎡分の仮囲いパネル（廃棄物）を削減しました。将来的には全店への拡大を目
指しています。

　札幌PARCOは、「エシカルweek」キャンペーンを2021年7月に実施。オーガニックカフェやエシカル雑貨
ショップを集めた「エシカルmarket」を開催したほか、環境に配慮した素材で製作したオリジナル紙袋を配布
しました。浦和PARCOは、「ファッションリユース＆リサイクル」を10月に実施。埼玉県と連携して、お客さまの
不要になった衣類を回収したほか、プラスチック資源循環に関する環境パネルを展示しました。調布PARCO
では、調布市と連携して、ご家庭に眠っている食べ物を持ち寄り地域の福祉団体やフードバンクなどに寄付する
活動「フードドライブ」を2020年度より開催しており、2021年度は6月、10月、2022年2月に実施しました。

ステークホルダーとの共創

広報・情報発信に関する連携・協力協定を締結
　パルコと国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）第一宇宙技
術部門は、SDGs活動などの広報・情報発信において連携・協力をおこな
う協定を締結しました。パルコは、生活者にサステナブルなライフスタイルを
提供するという強い意志を持ち、社会と共有できる新しい価値の創出を目
指しています。JAXAは、人工衛星による観測を通じて地球規模の気候変
動や温暖化を可視化することに取り組んでいます。地球環境問題という大きな課題を生活者視点で
ともに考え、課題解決に向けた具体的な行動が人々のライフスタイルとして定着するように、業種を
超えた新たな情報発信、普及啓発活動に取り組みます。

アパレル事業モデルの構築をサポートするための業務提携を締結
　パルコは、ファッション業界での活躍を目指すプレイヤーのインキュベー
トとアパレル企業の事業モデルの構築をサポートするための業務提携を、
ジーエフホールディングス株式会社の子会社であるgf.G株式会社と締結し
ました。ジーエフホールディングスグループの持つ「ファッション物流」領域
のノウハウを活用し、「小ロット・短サイクル生産」「共同配送」「海外での
EC対応の商品撮影・採寸・原稿作成」を柱とした、サステナブルなアパレル事業モデルの構築をサポー
トするサービスプラットフォームを提供します。

アーティストインキュベーション事業の実証実験のための業務提携契約を締結
　パルコは、株式会社HARTiと、NFT（Non-Fungible Token）技術を活
用したアーティストインキュベーション事業の実証実験を検討・開始するた
めの業務提携契約を2021年12月に締結しました。パルコは、カルチャー
のインキュベーションを通じて社会に新しい価値を創出することを目指して
おり、HARTiは国内最大級の現代アーティストのプロダクション事業を通じ
て新しい文化・芸術市場のエコシステム創造を目指しています。リアル空間とNFTを連動した新たな
体験価値の創出やトークンを活用したコミュニティ構築、アーティストへの新たな価値還元など、アー
トを活用した体験価値向上を目指します。

浦和PARCOに設置したリサイクルボックス
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PARCO SC事業

商業施設のトータルプロデュース   
　パルコは、商業施設のトータルプロデュース力により魅力的な商業空間の創造に取り組んでいま
す。出店エリアのマーケティング、企画立案から始まり、コンセプトに合致したショップ編集や環
境演出、店舗運営をおこないます。同時に多彩な宣伝・販促活動で集客力を高め、日々の保守管理
で安心・安全な店舗運営を支えます。さらに定期的・積極的な改装を実施し、常に新鮮で魅力あ
るPARCOの売場を創り出しています。

パルコは、ショッピングセンター「PARCO」を北海道から九州の福岡まで、全国に展開し、
出店しているマーケットごとに異なったストアコンセプトで運営しています。また、イコール
パートナー主義のもと、改装による新陳代謝や宣伝・販促活動による集客、きめ細かな
テナントサポートにより各テナントの売上向上を目指しています。さらに創業以来、単に物を
売るだけではなく、時間の過ごし方や新しい生活の楽しさなどをプロデュースし、提案する
情報発信基地となって独自の文化を生み出す取り組みをしてきました。それが企業ブランドの
向上やショッピングセンター「PARCO」の差別化に大切な役割を果たしています。

ショッピングセンター PARCO  
https://www.parco.co.jp/about/business/parco.php

仙台PARCO
防犯訓練

商業施設のトータルプロデュース売場改装 ショップ編集

店舗運営

渋谷PARCO
施工前パース

販売促進

「Mickey Mouse Now and Future
POP UP TRUCK」 ©Disney

錦糸町PARCO
2周年店頭演出

福岡PARCO　
2021年9月リニューアルフロア

環境演出

名古屋PARCO
レストランフロア環境演出

広告宣伝

2022年SSシーズン広告

保守管理

市場調査

内装工事

企画立案
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心斎橋PARCO

「心斎橋ネオン食堂街」がオープン
感動体験型「刺激・食空間」

　2021年3月、レストランの枠を超えたエンタテインメント＆
カルチャーを発信する刺激・食空間「心斎橋ネオン食堂街」
がオープンしました。心斎橋PARCO地下2階の「心斎橋ネ
オン食堂街」は、大阪を代表するネオ酒場から新進気鋭の
話題店、バーなど、個性豊かで楽しい飲食店25店舗に加
え、エンタテインメント＆カルチャー発信スペースを備えるほ
か、多彩なアート演出がフロアを彩っています。心斎橋を訪
れる様々な人々が昼夜問わず集える唯一無二の感動体験型

「刺激・食空間」を提供しています。

渋谷PARCO

「都市型アウトドア」を提案する新感覚 
アウトドアゾーン誕生

　渋谷PARCO 5階フロアの約半分のエリアを改装し、新感
覚アウトドアゾーン「PARCO OUTDOOR PARK（パルコ ア
ウトドア パーク）」を2021年9月にオープンしました。唯一
無二で新しい価値創造をする個性豊かなショップを加え、
機能性・デザイン性に優れたインディペンデントなブランドを
集積しました。自分らしいスタイルを大切にする渋谷PARCO
のお客さまに向けた、アウトドアからタウンユースまで幅広
いシーンで活躍するアイテムを取り揃える、街とフィールドを
行き来する都市型アウトドアスタイルを提案しています。

浦和PARCO

都心と郊外のハイブリッド型
準都心SCへと進化

　浦和PARCOは、新しく転入し増加しているミレニアル世代
の夫婦やファミリーに、都市の暮らしを提案する大規模な改
装リニューアルを2021年秋に実施しました。1・2階を中心
とした改装により「セレクトファッション」「コスメ」「生活雑貨」

「食」「リラックス」の都市型ショップバラエティを拡充しまし
た。3世代に対応したライフスタイルを提案し、ニューノーマ
ルな価値観の広がりを受け、浦和の街で新たな体験ができ
る準都心SCとして進化し続けます。

PARCO各店のオープン・改装によるブランド価値向上  

心斎橋PARCO 地下2階 
「心斎橋ネオン食堂街」

渋谷PARCO 5階 
「PARCO OUTDOOR PARK」

浦和PARCO 1階 
「 JOURNAL STANDARD relume／SLOBE IENA／417 EDIFICE」

PARCO SC事業  ショッピングセンター PARCO
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アパレルテナント企業の事業モデルの構築をサポート
　D2C※ブランドやファッション業界での活躍を目指すプレイヤーや出店テナント企業に向けて、
小ロット・短サイクル生産、共同配送、海外での商品撮影・採寸・原稿作成を柱とした、持続可能
なアパレル事業モデルの構築をサポートするサービスプラットフォームの提供を開始しました。パル
コの持つインキュベーション力やテナント企業とのネットワークを活かし、アパレル業界に貢献し
たいと考えています。
※ D2C： Direct to Consumer　自社のECサイトを通じて直接販売するビジネスモデル

ブランド各社既存倉庫

イコールパートナー主義  
　パルコではテナントと出店契約を交わし、当社がビルへの集客・販促活動を、テナントがお客さ
まへの販売活動を担当します。全国の店舗で人々が集い楽しめる商業空間づくりを実践すること
で、お客さまの支持を得て、確かな顧客基盤を有しています。テナントとパルコは、「互いの価値観
を共有しながら、ともに成長・発展していくパートナー」であり、｢イコールパートナー主義｣が当社
の特徴です。テナントとの強固な信頼関係でWin-Winとなる関係を構築し、ともにビジネスを伸ば
していくことが、当社の継続的な成長を支えています。

リーシングとインキュベーション  
　PARCOの出店企業の誘致に際しては、多様化するニーズに応える衣料品や雑貨のショップ導
入などマーケットへ提案する通常のリーシングに加え、さらなる事業成長へ向け、生活者のライフ
スタイルの変化や需要に応じた業態のショップを先駆的に導入しています。また、出店企業と共同
での新しいショップ業態の開発や、新進のファッションデザイナーやクリエイター、成長が期待さ
れる企業を支援する｢インキュベーション｣にも力を入れ、デザイナーが世に出るきっかけとなりう
るイベントや若手デザイナーの発表の場の提供など、新しい才能の発掘と成長こそがパルコの成長
と位置付け、積極的な支援策を実施しています。

出店、イベントへの参加・協力

PARCOを楽しむ ショッピングを楽しむ
接客・販売

PARCO

お客さま

ショップ

イコールパートナー主義
PARCOとともに成長していく仕掛け

パルコファンづくり

952社／2,110テナント
（2022年2月末日現在） 
※短期契約テナントは除く。

PARCOで楽しんでいただく仕掛け

テナント商業デベロッパー

ブランドA
ブランド自社倉庫

ブランドC
ブランド自社倉庫

ブランドB
ブランド自社倉庫

ブランドD
ブランド自社倉庫

パルコを含む商業施設内の
A～Dブランド各店舗

指定業者
ネットワーク拠点

 

 

Asia Fashion Collection（アジアファッションコレクション）

　パルコは2013年よりアジアの若手ファッションデザイナーを発掘・インキュベートするプロ
ジェクト「Asia Fashion Collection」を株式会社バンタンとともに主催し、デザイナーの事
業成長の機会を提供しています。2021年度は、ショー形式のコンペティションを経てアジ
ア各国を代表する若手デザイナー6ブランドが選出され、2022年2月、New York Fashion 
Weekでランウェイデビューを果たしました。

New York Fashion Weekランウェイショーの様子

PARCO SC事業  ショッピングセンター PARCO
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パルコの二次元コード決済「ポケパル払い」の連携クレジットカードを拡大

　「POCKET PARCO」は、PARCOカードなどと連携して二次元コード決済サービス「ポケパ
ル払い」を提供しています。これまではPARCOカードと株式会社クレディセゾン発行のカー
ドだけであった「ポケパル払い」登録クレジットカードに、2021年10月から新たに、大丸松
坂屋カード、楽天カード、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブカードが登録できる
ようになり、これによって、より簡単に「PARCOポイント」が利用できるようになりました。
PARCOポイントは110円ごとに2～7ポイント貯まり、1ポイント＝1円で利用できるポイント
サービスです。

PARCO独自の期間限定ショップや展覧会企画が成功

　渋谷PARCOでは1階のポップアップスペースで、セリーヌやカナダグースなど、ラグジュア
リーブランドの期間限定ショップを相次いでオープン。渋谷PARCOの館内ならではの商品構
成と演出で大きな反響があったほか、PARCO各店で『呪術廻戦』や『PUI PUI モルカー』など
のアニメ・ゲーム系コンテンツの期間限定ショップを数多く企画し、次 と々ヒットを生み出しま
した。また、渋谷PARCOで開催した展覧会企画『Mickey Mouse Now and Future』の世
界観と商品を詰め込んだスピンアウト企画の『Mickey Mouse Now and Future POP UP 
TRUCK』が全国各地のPARCOを巡回しました。

デジタルテクノロジーを活用したお客さまとのコミュニケーション  
　パルコは、お客さまとのコミュニケーションの手法としてデジタルテクノロジーを活用していま
す。ショップスタッフ自身によるオンラインコミュニケーション「ショップニュース」、オンライン販売

「PARCO ONLINE STORE」、特定のお客さまにだけ販売する「シークレット機能」など、さまざまな
機能によりお客さまとショップスタッフがオンラインでつながり、ショップに販売機会を提供してい
ます。パルコ公式スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」は、来店前～来店中～来店後それぞれ
のシーンごとのサービスの提供を通じてお客さまのアクションを捉え、より良いサービスの提供に
役立てています。

商業の付加価値としてのソフトコンテンツプロデュース  
　パルコは、コンテンツ開発やプロモーション展開にも積極的に取り組んでいます。演劇や映画な
どの文化的情報や時代を捉えたコンテンツ素材を多面展開したり、異種素材のコラボレーションを
プロデュースしてヒット企画を生み出したりするなど、商業の付加価値を創造しています。パルコの
オリジナリティのあるリソースがあるからこそ、多様なコンテンツ創出が可能であり、さまざまなカル
チャーやステークホルダーとの接点が生まれ、さらなるコンテンツプロデュースにつながっています。

『Mickey Mouse Now and Future』展　©Disney 対応カード拡大ポスター

PARCO SC事業  ショッピングセンター PARCO
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店舗展開  

札幌PARCO

仙台PARCO

渋谷PARCO

津田沼PARCO吉祥寺PARCO 錦糸町PARCO

新所沢PARCO

PARCO_ya上野ひばりが丘PARCO 池袋PARCO

松本PARCO名古屋PARCO

静岡PARCO

 
https://www.parco.co.jp/about/business/store/#parco

心斎橋PARCO

福岡PARCO

広島PARCO

調布PARCO

浦和PARCO

PARCO SC事業  ショッピングセンター PARCO
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2021年シーズン広告「HOPE FLOATS」が 
繊研流通広告賞の奨励賞を受賞

　2021年3月29日の繊研新聞に掲載した、2021年Spring
シーズン広告「HOPE FLOATS」が、2020年度第38回繊研
流通広告賞の、百貨店やSCなどの広告を対象にした第3部
門で、奨励賞を受賞しました。2021年のシーズン広告は、
2020年に引き続きクリエイティブディレクターに Jamie Reid

（ジェイミー・リード）氏を起用し、「HOPE FLOATS」をコンセプ
トに掲げ、広告・PRを展開しました。

広島PARCOの広告写真がAPAアワード2022で 
グランプリを受賞

　広島PARCOで2020年秋に展開した「こころまでステイし
てたまるか」の広告写真が、APAアワード（日本広告写真家
協会公募展）2022の広告作品部門でグランプリ（経済産業
大臣賞）を受賞しました。「こころまでステイしてたまるか」は、

「ステイ」や「自粛」という言葉が飛び交った2020年の秋に、
広島PARCOが発信したメッセージ広告です。

心斎橋PARCOのトイレなどの空間計画が 
IAUD国際デザイン賞2021の金賞を受賞

　心斎橋PARCOの3階と5階のトイレ、ベビー休憩室を含む
エリアが、IAUD国際デザイン賞2021の金賞を受賞しました。
快適性とともに多様なお客さまがストレスなく利用できるパブ
リックトイレを計画し、特に5階では、男性トイレ・女性トイレ、
パウダーコーナー・男女共用トイレ・多目的トイレ（＝ジェンダレ
スなトイレ）を設置し、機能分散化を図りました。「 IAUD国際
デザイン賞」は、国際ユニヴァーサルデザイン協議会が、UD（ユ
ニバーサルデザイン）社会の実現に向け、特に顕著な活動の実
践や提案をおこなっている団体・個人を表彰するものです。

繊研新聞ディベロッパー大賞で部門賞を受賞

　繊研新聞のテナントが選んだディベロッパー大賞で、株式会社パルコがIT技術への取り組み
などへの評価で「情報技術活用賞」を、浦和PARCOが地域特性に応じた運営などへの評価で「敢
闘賞」を、それぞれ2021年と2022年の2年連続で受賞し、渋谷PARCOが独自のコンセプトなど
への評価で「コンセプト賞」を3年連続で受賞しました。また、心斎橋PARCOは独自性のある提案
への期待により2021年に「新人賞」を受賞しました。繊研新聞社「テナントが選ぶディベロッパー
大賞」は、テナントのアンケート調査に基づいて優秀なショッピングセンターを表彰するものです。 

浦和PARCOとひばりが丘PARCOが、防犯・防災の感謝状を受領

　浦和PARCOが埼玉県警と埼玉県販売防犯連絡協議会より、ひばりが丘PARCOが東京消
防庁より、それぞれ感謝状をいただきました。浦和PARCOは、多年にわたり防犯に配慮した
店舗づくりを進めていることと、青少年の非行防止活動を積極的に推進していることが評価さ
れました。ひばりが丘PARCOは、日頃の防火に関する広報活動を積極的に推進し、地域社会
の安心・安全へ貢献したことが評価されました。PARCO各店舗で安心・安全な施設運営に
取り組み、地域の安心・安全に貢献できるよう、さらに防犯・防災活動の強化に努めます。

アワード  

2021年Springシーズン広告

心斎橋PARCO 5階のトイレ パース

広島PARCO 2020ポスター

PARCO SC事業  ショッピングセンター PARCO
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吉祥寺PARCO 「SkiiMa KICHIJOJI （スキーマ吉祥寺）」が開業

　2021年4月12日、吉祥寺PARCO 8階に、「SkiiMa KICHIJOJI」が開業しました。働く場所
と生活の場所が一体化した職住近接という吉祥寺の街の特性に合わせ、この街で活躍する人々
が集まりたくなるような活気あふれる拠点になることを目指していきます。「SkiiMa KICHIJOJI」
は、心斎橋PARCOにある「SkiiMa SHINSAIBASHI」に続く「SkiiMa」の2号店です。

SkiiMa SPECIAL TALK「遊び心あるビジネスのつくり方」
　話題の「旅くじ」を仕掛けたLCCのPeachとパルコのトークセッション「遊び心あるビジネス
のつくり方」をSkiiMa SHINSAIBASHIで2021年11月に開催しました。行き先を選べない
カプセル型自販機「旅くじ」は、Peachとパルコの異業種間ならではのシナジーの摸索によっ
て誕生し、SkiiMa SHINSAIBASHI、渋谷PARCO、名古屋PARCO、福岡PARCO、札幌
PARCOで実施し大きな反響がありまし
た。このトークセッションでは、「旅くじ」
開発秘話に加え、コミュニティから生まれ
る企画、お金をかけずに話題につなげる

「遊び心」のある企画でどう社会の課題解
決をしていくか、といった内容がたっぷり
と披露されました。

コンテンツ事業

ワーキングスペース事業
「好きと好きの間に」がコンセプトのパルコ直営コミュニティ型ワーキングスペース「SkiiMa
（スキーマ）」は、ヒトやモノが行き交う刺激的な空間の中で、「好き」なことを磨き、仲間とともに
「好き」を形にできる場所です。また、ギャラリー、イベントスペースとしての機能も備え、単なる
働く場所という枠を超え、新しいコミュニケーションの場となることを目指しています。

SkiiMa SHINSAIBASHI（スキーマ心斎橋）
大阪市中央区心斎橋筋1-8-3　心斎橋PARCO 4階

SkiiMa KICHIJOJI（スキーマ吉祥寺）
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1　吉祥寺PARCO 8階

 
https://skiima.parco.jp

PARCO SC事業  コンテンツ事業
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心斎橋PARCO 「Welpa（ウェルパ）心斎橋」が開業

　パルコが手掛ける医療ウェルネスモールWelpaの1号拠点となる「Welpa心斎橋」が、心斎
橋PARCO 10階に2021年11月19日に開業しました。3つのクリニックと4つのショップ、加
えてラウンジやギャラリーで構成し、クリニックでの治療や検診はもちろんのこと、日常的なセ
ルフケアに役立つ商品やサービスを、医療から食品まで幅広く提案しています。

　2021年11月19日（金）、ウェルネス事業部（当時）の新規事業である医療ウェルネスモール
「Welpa心斎橋」が、開業1周年を迎えた心斎橋PARCOの10階にオープンしました。Welpa
は、医療モールを「自分をケアするための場所」としてご活用いただくことをコンセプトにしてい
ます。産婦人科・皮膚科・歯科などのクリニックから、調剤薬局・フェムテック専門店や、カフェ・
ミニギャラリーなど、セルフケアに役立つ商品やサービスを幅広くシームレスに提案するとともに、
クリニック利用者が安心して楽しく受診前後の時間を過ごせる利用者限定ラウンジも備えた、新
しい形の医療ウェルネスモールです。
　オープン前日の18日におこなったメディア・関係者向け内覧会には、多くのメディアが来場し
ました。複数のテレビ局から取材を受け、内覧会実施直後の全国放送の昼のニュースで報道さ
れたほか、情報番組では約4～5分の長さで複数回にわたってWelpaの情報が放映されまし
た。新聞各紙にも大きく掲載され、ウェルネス事業への関心の高さを改めて実感しました。
　オープン以降は、フェムテック専門店「 fermata store」での親子で買い物や、「DAYLILY 
KAMPO STAND」で食事を楽しんでいるなど、多くのお客さまの姿が見られています。またクリ
ニックも近隣で就業されている方を中心に、少しずつご利用が増えてきており、お客さまのWelpa
に対する期待の高さも感じています。

パルコが展開する新しいコンセプトの医療ウェルネスモール「Welpa（ウェルパ）」は、ウェルネ
ス領域に関する新たなライフスタイルの提案と価値の提供をおこなうことで、女性の内面的な
美と健康をサポートするウェルネスサービスです。ライフステージによって心身が大きく変化す
る女性が、毎日を今より少し快適に過ごすために「自分をケアする場所」として、ヘルスケアを

「知る」きっかけと「心地よく」体験する環境を提供します。

 
https://wellness.parco.jp

Welpa（ウェルパ）心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-8-3　心斎橋PARCO 10階

ウェルネス事業

PARCO SC事業  コンテンツ事業
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創業当時から演劇や音楽、アートの分野で新しいカルチャーを積極的に紹介し、心豊かなライフスタイルを提案してきました。魅力あふれるさまざまなコンテンツを、演劇、音楽、映画、ギャ
ラリー・カフェ、出版の切り口からプロデュースしています。また、作品のDVD・書籍化、コラボレーション企画の実施など、分野の枠を超えたマルチ展開も加えて、感動・発見のあるエンタ
テインメントの提供をおこなっています。

 
https://www.parco.co.jp/about/business/entertainment/

梅田CLUB QUATTRO PARCO GALLERY

広島CLUB QUATTRO

名古屋CLUB QUATTRO

渋谷CLUB QUATTRO QUATTRO LABO

PARCO MUSEUM TOKYO

WHITE CINE QUINTOCINE QUINTO

１／ ONE SLASH

GALLERY X BY PARCO

TOKYO PARADE goods & Café

PARCO劇場

演劇
PARCO劇場を中心に、全国の劇場で演劇、ミュー
ジカル、ダンスなどのプロデュース公演を展開。才能
あふれるクリエイターや魅力的な俳優陣と良質な作
品を制作しています。

音楽
国内外の新進気鋭のアーティストを招聘し、良質な
ライブミュージックを提供するライブハウス「CLUB 
QUATTRO（クラブクアトロ）」のほか、ミュージック
カフェ＆バー「QUATTRO LABO（クアトロラボ）」を
運営しています。

映画
映画館「CINE QUINTO（シネクイント）」「WHITE CINE 
QUINTO（ホワイトシネクイント）」の運営や、映画の
配給・出資・買付・制作をおこない、日本映画・海
外映画作品を広く紹介しています。

ギャラリー・カフェ
展覧会制作やギャラリーの企画・運営、アーティス
トやアニメキャラクターとのコラボレーションカフェ
展開など、エンタテインメントに関する幅広い事業を
他部門と連携して展開しています。

出版
芸術書から実用書、文芸書まで多様な出版物を手
掛けており、国内外の時代の最先端アーティスト、ク
リエイターの書籍や、イベントと連動した出版物の刊
行など、幅広い展開をしています。

エンタテインメント事業

PARCO SC事業  コンテンツ事業
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演劇　劇場上演演目

PARCO劇場で音楽劇『海王星』を上演 
本作演出家が読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞

　寺山修司氏が1963年「天井棧敷」結成前に書き下ろし未
上演であった音楽劇『海王星』を、PARCO劇場で2021年12
月に上演しました。寺山氏は、『中国の不思議な役人』（1977）、

『青ひげ公の城』（1979）をPARCO劇場に書き下ろし演出す
るなど、ゆかりの深い人物です。近年も当社プロデュースで数
多くの寺山作品を上演してきました。この度の上演では人気
俳優山田裕貴氏の主演も話題になりました。また演出を眞鍋
卓嗣氏が手掛け、眞鍋氏は、2021年の優れた演劇作品や演
劇人を顕彰する、第29回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞
しました。

音楽劇『海王星』　2021年12月6日～ 12月30日　PARCO劇場
作：寺山修司　演出：眞鍋卓嗣　音楽・音楽監督：志磨遼平（ドレスコーズ）
出演： 山田裕貴　松雪泰子　清水くるみ　伊原六花　大谷亮介　 

中尾ミエ　ユースケ・サンタマリアほか
PARCO劇場での上演ののちに大阪、富山、宮城、青森、名古屋で上演しました。

出版　書籍

『ストリートファッション 1980-2020 
定点観測40年の記録』を刊行

　パルコのファッションとカルチャーのシンクタンク部門
「ACROSS」編集室編著『ストリートファッション 1980-2020
―定点観測40年の記録』を2021年8月に刊行。昭和～平成
～そして、令和の若者とファッション・カルチャーの変遷を、
写真とインタビューの綿密なエビデンスとともに再編集しまし
た。1980年8月より毎月、渋谷、原宿、新宿の3地点で実施
してきたオリジナルの「定点観測」で撮影した路上でのスナッ
プ写真に加え、1対1でじっくり対話するデプスインタビューか
ら見えてきた若者たちのリアルな姿を、40年間で集めた約3
万人のデータから抜粋し収録。さらにさまざまな流行現象を
ピックアップして解説しています。

映画　映画館上映作品

時代を捉えたパルコのプロデュース力で 
映画の企画が成功

　パルコが配給し、CINE QUINTOとWHITE CINE QUINTO
で上映した映画『アメリカン・ユートピア』（ユニバーサル作品）
の公開にあたり、出演しているデイヴィッド・バーン氏がトー
キング・ヘッズで活動していた時代のライブコンサートフィル
ム『ストップ・メイキング・センス』を、期間限定のレイトショー
と組み合わせたことで、チケット完売を達成しました。興味の
あることはSNSなどをフル活用するなど、人々の情報の取得
方法が大きく変化していることを捉えて企画を組んだ良い成
功例であり、パルコがプロデュース力を発揮した好事例である
と言えます。

舞台写真　撮影：岡千里

 
https://www.parco.co.jp/advantage/fashionmarketing/

ストリートファッション 1980-2020

PARCO SC事業  コンテンツ事業

© 2020 PM AU FILM, LLC AND RIVER ROAD ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

CORPORATE PROFILE 2022PARCO CO., LTD. 16



デベロッパー事業

パルコは、J.フロント リテイリンググループの不動産事業（一部除く）を担い、多様な都市生活提案と魅力的な街づくりを実現する「都市型ライフスタイルデベロッパー」を目指して、国内不動産
開発における事業戦略を推進しています。グループ重点戦略エリアでの大型複合再開発やリテールにこだわらない多様な用途への取り組み、ファンド・アセットマネジメントビジネススキーム
などの開発手法を活用した新たな業態・業種創造へもチャレンジしています。現在、都心プライム立地の中低層商業施設ZERO GATEやビューティ＆ヘルスをコンセプトとするBINOなどを
主軸に多彩な立地と業態の商業施設を全国で運営しています。

　単独または少数のテナントで構成し、プライム立地の中低層商業施設に特化したモデルで、事業
規模に応じて効率的に運営しています。今後はその立地の良さを活かし、リテールにこだわらな
い多様な業種と連携した多層階モデルや、視認性・DXを活用した新たな事業スキームを創出して
いきます。ZERO GATEという名称には、ファッションやカルチャーなどさまざまなテーマで都市
のライフスタイルをプロデュースしてきたパルコが、「原点＝ZERO」に立ち、街の「入口（顔）＝GATE」
として、新たな価値観を提案していく、という想いを込めています。

　BINOは、2020年9月に株式会社大丸松坂屋百貨店よりパルコに移管された施設です。 「ビュー
ティ＆ヘルス」をコンセプトとする中低層商業施設で、美しさを“内から”“外から”サポートする商業
施設を目指しています。BINOという名称は、「Beauty Inside aNd Out」に由来しています。

原宿ZERO GATE BINO御徒町名古屋ZERO GATE BINO栄

 
https://www.parco.co.jp/about/business/development.php

ZERO GATE BINO
 
https://zerogate.parco.jp/

 
https://bino.parco.jp/
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店舗展開  

サンエー浦添西海岸
PARCO CITY

 
https://www.parco.co.jp/about/business/store/#zerogate

広島ZERO GATE

三宮ZERO GATE

広島ZERO GATE2

川崎ZERO GATE カトレヤプラザ伊勢佐木

名古屋ZERO GATE BINO栄

心斎橋ZERO GATE

コムテラス東心斎橋

京都ZERO GATE BINO東洞院 札幌ZERO GATE

コムテラス御徒町

渋谷ZERO GATE

BINO御徒町BINO銀座

原宿ZERO GATE Pedi汐留

デベロッパー事業
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大阪、心斎橋での開発物件の計画概要を発表
　大阪のメインストリートである御堂筋と長堀通の交わる「心
斎橋」の交差点に位置する物件の計画概要を、2022年5月
に発表しました。商業施設・ホテル・オフィスからなる複合施
設のプロジェクトを共同事業者と開発します。新たなランド
マークとなるエリア最大級の複合施設として、2026年2月の
竣工を予定しています。

熊本市中心部の新規ビルへの出店を決定
　熊本市中心部の熊本PARCO跡地に建設の商業・ホテルか
らなる複合施設の商業部分を賃借し新たな商業施設を出店
することを、2021年7月に決定しました。上層階に出店予定
のホテルと商業施設をシームレスにつなぎ、街の賑わいとの
相乗効果をもたらす施設を目指し、2023年春の開業を予定
しています。

（仮称）心斎橋プロジェクト（仮称）下通GATEプロジェクトビル物件

（仮称）錦三丁目25番街区計画が進行中
　名古屋・栄の新たなランドマークとなる文化・交流価値創
造拠点の構築をコンセプトに、ホテル・オフィス・シネマ・商業
施設からなる複合施設を共同開発事業者と建築し、当社は
商業部分を保有・運営する計画です。2022年3月に名古屋
市より都市計画決定を受け、2022年夏に新築工事に着手
し、2026年春の新築工事竣工、2026年内の開業を予定し
ています。

（仮称）錦三丁目25番街区計画

開発計画  

2026年2月 竣工予定

大阪市中央区南船場三丁目8 番4他
建物規模：地下2階、地上28階

2023年春 開業予定

熊本市中央区手取本町5番1
建物規模：地下1階、地上11階建　出店部分：地下1階から地上2階

デベロッパー事業

名古屋市中区錦3丁目25番街区内
建物規模：地下4階、地上41階　出店部分：地下2階から地上4階

2026年 開業予定

 
https://www.parco.co.jp/advantage/development/

提供：三菱地所株式会社
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マンションの開発計画不動産と開発を承継し、パルコが開業した施設

J.フロント リテイリンググループのデベロッパー事業を主導  

大丸松坂屋百貨店の不動産事業を承継 
　2020年9月に、J.フロント リテイリングのグループ資源の集約と運営・管理・開発機能の一元化を図
るため、パルコが大丸松坂屋百貨店の不動産事業（一部除く）を承継しました。

パルコは、J.フロント リテイリンググループのデベロッパー戦略の中核を担い、大型複合施設
を含む店舗の開発を推進するとともに、パルコの都市型商業施設の開発・運営という事業
領域での優れたノウハウを最大限活用し、グループの保有不動産有効活用と多様な用途への
取り組みによる不動産ポートフォリオの拡大を進めています。商業に限らない不動産用途開
発については、2022年4月にレジデンス事業への新規参入として、名古屋や横浜などでの
賃貸・分譲マンションの開発計画を発表しました。

J.フロント リテイリング

パルコ大丸松坂屋百貨店

不動産事業 （百貨店関連施設など）

不動産事業

デベロッパー事業

BINO栄
2020年11月6日開業
松坂屋名古屋店や名古屋PARCOのある
名古屋市栄エリアに開業

心斎橋PARCO
2020年11月20日開業

大丸心斎橋店に隣接する、大阪心斎橋の 
旧大丸心斎橋店北館跡に開業

（仮称）名古屋市中区千代田賃貸マンション計画

（仮称）横浜市中区賃貸マンション計画
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企業情報

会社概要 （2022年2月末日現在）

組織図

会社名 株式会社パルコ

本社所在地 東京都豊島区南池袋1-28-2

本部所在地 東京都渋谷区神泉町8-16 
渋谷ファーストプレイス

設立年月日 1953年2月13日

資本金 343億67百万円

親会社 J.フロント リテイリング株式会社

社員数 691名〈男性379名 女性312名〉

店舗・拠点数 PARCO 18店舗
ZERO GATE 10店舗
BINO 4店舗
その他 29拠点

 
https://www.parco.co.jp/about/organization/

 
https://www.parco.co.jp/about/

 
https://www.parco.co.jp/about/history/

沿革

1953年 2月 池袋ステーションビル株式会社を設立

1954年 10月 株式会社丸物の資本参加を得て、事業目的を
ステーションビル運営から百貨店業に変更

1957年 5月 株式会社東京丸物に商号変更

12月 店名「東京丸物」で百貨店業を開始

1969年 11月 「池袋PARCO」開店

1970年 4月 株式会社パルコに商号変更

1973年 6月 「渋谷PARCO」開店

1975年 8月 「札幌PARCO」開店

1977年 7月 「津田沼PARCO」開店

1980年 9月 「吉祥寺PARCO」開店

1983年 6月 「新所沢PARCO」開店

1984年 8月 「松本PARCO」開店

1988年 8月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

1989年 5月 「調布PARCO」開店

6月 「名古屋PARCO」開店

1993年 10月 「ひばりが丘PARCO」開店

1994年 4月 「広島PARCO」開店

2002年 4月 「渋谷ZERO GATE」開店

2005年 2月 「Pedi汐留」開店

2007年 3月 「静岡PARCO」開店

10月 「浦和PARCO」開店

2008年 8月 「仙台PARCO」開店

2010年 3月 「福岡PARCO」開店

2013年 4月 「心斎橋ZERO GATE」開店

10月 「広島ZERO GATE」開店

2014年 10月 「名古屋ZERO GATE」開店

2016年 2月 「札幌ZERO GATE」開店

9月 「広島ZERO GATE2」開店

2017年 11月 「PARCO_ya上野」開店

「京都ZERO GATE」開店

2018年 3月 「原宿ZERO GATE」開店

9月 「三宮ZERO GATE」開店

2019年 3月 「錦糸町PARCO」開店

6月 「サンエー浦添西海岸 PARCO CITY」開店

8月 「川崎ZERO GATE」開店

11月 新生「渋谷PARCO」開店

2020年 3月 J.フロント リテイリング株式会社の完全子会社化

東京証券取引所市場第一部での上場を廃止

9月 株式会社大丸松坂屋百貨店の不動産事業 
（一部除く）を承継

11月 「BINO 栄」開店

「心斎橋PARCO」開店
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パルコグループの紹介

J.フロント リテイリンググループ関係図

パルコグループは、株式会社パルコを中心に、あらゆる空間の創造・運営を手掛ける「株式会社パルコスペースシステムズ」、商業施設などに向けデジタルを活用した効果的なサービスを
提供する「株式会社パルコデジタルマーケティング」、アジアでのSC開発のほかソフトコンテンツ展開、飲食企画プロデュースや商業施設コンサルティングをおこなう「PARCO （Singapore） 
Pte Ltd」で構成されています。

株式会社パルコスペースシステムズ
 
www.parco-space.co.jp

空間創造と施設運営を中軸としたソリューションを提供 400以上の商業施設をはじめとする多彩な企業へ 
WebやICTを活用したソリューションを提供

株式会社パルコデジタルマーケティング
 
www.parco-digital.co.jp

アジアSC開発、ソフトコンテンツ展開、飲食企画プロデュース、 
商業施設コンサルティングを展開

PARCO （Singapore） Pte Ltd
 
www.parco.com.sg

 
https://www.parco.co.jp/about/group/

パルコ

J.フロント リテイリング
グループ企業

パルコグループ

連携

連携

連携

Webサイト制作、店舗DX支援

店舗・施設運営、空間創造PARCO （Singapore）
パルコデジタルマーケティング

パルコスペースシステムズ

コンテンツ波及

場の創出、 プロデュース
デベロッパー事業

日比谷しまね館（空間設計、ディスプレイ演出、照明、内装、電気設備工事など） itadakimasu by PARCO

PARCO SC事業

コンテンツ事業

ショッピングセンター PARCO
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店舗概要リスト

札幌PARCO

北海道札幌市中央区南1条西3-3
地下2階–地上8階
OPEN  1975（S50）.8.24 

https://sapporo.parco.jp

仙台PARCO

宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
本館：地下1階–地上9階
OPEN  2008（H20）.8.23
仙台PARCO2：地上1階–9階
OPEN  2016（H28）.7.1 

https://sendai.parco.jp

松本PARCO

長野県松本市中央1-10-30
地下1階–地上6階
OPEN  1984（S59）.8.23 

https://matsumoto.parco.jp

浦和PARCO

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1
地下1階–地上7階
OPEN  2007（H19）.10.10 

https://urawa.parco.jp

新所沢PARCO

埼玉県所沢市緑町1-2-1
PARCO館：地下1階–地上5階
Let s̓館：地下1階–地上4階
OPEN  1983（S58）.6.23 

https://shintokorozawa.parco.jp

ひばりが丘PARCO

東京都西東京市ひばりが丘1-1-1
地下1階–地上5階
OPEN  1993（H5）.10.8 

https://hibarigaoka.parco.jp

池袋PARCO

東京都豊島区南池袋1-28-2
本館：地下2階–地上8階
OPEN  1969（S44）.11.23

P ʼPARCO（ピーダッシュパルコ）： 
地下2階–地上8階
OPEN  1994（H6）.3.10 

https://ikebukuro.parco.jp

PARCO_ya上野

東京都台東区上野3-24-6
地上1階–6階
OPEN  2017（H29）.11.4
上野フロンティアタワー：
地下1階、地上7階–10階
OPEN  2017（H29）.11.4 

https://parcoya-ueno.parco.jp

吉祥寺PARCO

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1
地下2階–地上8階
OPEN  1980（S55）.9.21 

https://kichijoji.parco.jp
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錦糸町PARCO

東京都墨田区江東橋4-27-14
地上1階–7階
OPEN  2019（H31）.3.16 

https://kinshicho.parco.jp

津田沼PARCO

千葉県船橋市前原西2-18-1
A館：地下1階–地上6階
B館：地下1階–地上6階
OPEN  1977（S52）.7.1 

https://tsudanuma.parco.jp

渋谷PARCO

東京都渋谷区宇田川町15-1
地下1階–地上10階
OPEN  2019（R1）.11.22

SR6：地上1階-2階 
https://shibuya.parco.jp

調布PARCO

東京都調布市小島町1-38-1
地下1階–地上10階
OPEN  1989（H1）.5.25 

https://chofu.parco.jp

静岡PARCO

静岡県静岡市葵区紺屋町6-7
地下1階–地上8階
OPEN  2007（H19）.3.15 

https://shizuoka.parco.jp

名古屋PARCO

愛知県名古屋市中区栄3-29-1
西館：地下1階–地上11階
東館：地下1階–地上8階
OPEN  1989（H1）.6.29
南館：地下1階–地上10階
OPEN  1998（H10）.11.6

PARCO midi（パルコミディ）：地上1階–3階
OPEN  2015（H27）.3.27 

https://nagoya.parco.jp

心斎橋PARCO

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
地下2階–地上14階
OPEN  2020（R2）.11.20 

https://shinsaibashi.parco.jp

広島PARCO

広島県広島市中区本通10-1
本館：地下1階–地上10階
OPEN  1994（H6）.4.9
新館：地下1階–地上9階
OPEN  2001（H13）.9.21 

https://hiroshima.parco.jp

福岡PARCO

福岡県福岡市中央区天神2-11-1
本館：地下1階–地上8階
OPEN  2010（H22）.3.19
新館：地下2階–地上6階
OPEN  2014（H26）.11.13 

https://fukuoka.parco.jp
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原宿ZERO GATE
東京都渋谷区神宮前4-31-12
地上1階–4階
OPEN  2018（H30）.3.17 

https://zerogate.parco.jp/harajuku/

渋谷ZERO GATE
東京都渋谷区宇田川町16-9
地下1階–地上4階
OPEN  2011（H23）.4.16

名古屋ZERO GATE
愛知県名古屋市中区栄3-28-11
地上1階–3階
OPEN  2014（H26）.10.10 

https://zerogate.parco.jp/nagoya/

心斎橋ZERO GATE
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-1
地下2階–地上4階 
OPEN  2013（H25）.4.13 

https://zerogate.parco.jp/shinsaibashi/

三宮ZERO GATE
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-3
地上1階–4階
OPEN  2018（H30）.9.14 

https://zerogate.parco.jp/sannomiya/

広島ZERO GATE
広島県広島市中区新天地2-7
地上1階–3階
OPEN  2013（H25）.10.10 

https://zerogate.parco.jp/hiroshima/

広島ZERO GATE2
広島県広島市中区本通9-4
地上1階–3階
OPEN  2016（H28）.9.10  

https://zerogate.parco.jp/hiroshima/

札幌ZERO GATE
北海道札幌市中央区南2条西3-15-1
地下2階、地上1階–4階 
OPEN  2016（H28）.2.26 

https://zerogate.parco.jp/sapporo/

川崎ZERO GATE 
神奈川県川崎市川崎区小川町1-1
地上1階–2階
OPEN  2019（R1）.8.8 

https://zerogate.parco.jp/kawasaki/

京都ZERO GATE
京都府京都市下京区四条通 
高倉東入立売中之町83-1
地下2階–地上7階 
OPEN  2017（H29）.11.4 

https://zerogate.parco.jp/kyoto/
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その他

BINO御徒町
東京都台東区上野3-21-5
地上1階–5階
OPEN  2019（R1）.12.2 

https://bino.parco.jp/okachimachi/

BINO銀座
東京都中央区銀座5-8-9
地下2階–地上6階
OPEN  2017（H29）.12.7 

https://bino.parco.jp/ginza/

BINO栄
愛知県名古屋市中区錦3-24-17
地下2階–地上6階
OPEN  2020（R2）.11.6 

https://bino.parco.jp/sakae/

BINO東洞院
京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル 
元竹田町643
地上1階–3階
OPEN  2019（H31）.4.3 

https://bino.parco.jp/higashinotoin/

Pedi汐留

東京都港区東新橋1-9-1
地下2階–1階、地上2階
OPEN  2005（H17）.2.16 

www.pedi-s.com

コムテラス御徒町
東京都台東区上野3-22-6
地上1階–4階
OPEN  2015（H27）.9.10

コムテラス東心斎橋
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-5
地上1階–2階
OPEN  2015（H27）.4.7

カトレヤプラザ伊勢佐木
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-5-4
地上1階–3階
OPEN  2012（H24）.2.8 

https://cattleyaplaza.jp

サンエー浦添西海岸　PARCO CITY

沖縄県浦添市西洲3-1-1
商業フロア 地上1階–3階 
OPEN  2019（R1）.6.27 

www.parcocity.jp
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