PARCO SC 事業
ショッピングセンター PARCO

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

商業施設のトータルプロデュース

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

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

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

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

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

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

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

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

るPARCO の売場を創り出しています。

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。

渋谷 PARCO
施工前パース

福岡 PARCO
2021 年 9 月リニューアルフロア

内装工事

企画立案

市場調査
仙台 PARCO
防犯訓練

売場改装

ショップ編集

商業施設のトータルプロデュース
「 Mickey Mouse Now and Future
POP UP TRUCK 」 ©Disney

名古屋 PARCO
レストランフロア環境演出

錦糸町 PARCO
2 周年店頭演出

2022 年 SS シーズン広告

環境演出

保守管理

店舗運営

販売促進
広告宣伝
PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業

ショッピングセンター PARCO

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

「心斎橋ネオン食堂街」がオープン
感動体験型「刺激・食空間」

心斎橋 PARCO 地下 2 階
「心斎橋ネオン食堂街」

2021 年3 月、レストランの枠を超えたエンタテインメント＆

渋谷 PARCO

浦和 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
「 PARCO OUTDOOR PARK 」

都心と郊外のハイブリッド型
準都心 SC へと進化

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

渋谷 PARCO 5 階フロアの約半分のエリアを改装し、新感

浦和PARCOは、新しく転入し増加しているミレニアル世代

カルチャーを発信する刺激・食空間「心斎橋ネオン食堂街」

覚アウトドアゾーン
「 PARCO OUTDOOR PARK（パルコ ア

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

がオープンしました。心斎橋 PARCO 地下 2 階の「心斎橋ネ

を2021 年 9 月にオープンしました。唯一
ウトドア パーク）」

装リニューアルを2021 年秋に実施しました。1・2 階を中心

オン食堂街」は 、大阪を代表するネオ酒場から新進気鋭の

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、

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」

話題店、バーなど、個性豊かで楽しい飲食店 25 店舗に加

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

「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

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

集積しました。自分らしいスタイルを大切にする渋谷PARCO

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

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

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

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

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

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

る準都心 SCとして進化し続けます。

「刺激・食空間」
を提供しています。

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。

PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業

イコールパートナー主義

ショッピングセンター PARCO

リーシングとインキュベーション

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

していくことが、当社の継続的な成長を支えています。

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。

お客さま

PARCOで楽しんでいただく仕掛け

パルコファンづくり
PARCOを楽しむ

ショッピングを楽しむ

出店、イベントへの参加・協力

PARCO
商業デベロッパー

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

接客・販売

Asia Fashion Collection（アジアファッションコレクション）
ショップ
テナント

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。

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。

New York Fashion Weekランウェイショーの様子

※ 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A
ブランド自社倉庫

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

ブランドB
ブランド自社倉庫

を株式会社バンタンとともに主催し、デザイナーの事
ジェクト
「 Asia Fashion Collection 」

ブランドC
ブランド自社倉庫

ブランドD
ブランド自社倉庫

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

パルコを含む商業施設内の

ブランド各社既存倉庫

A ～ Dブランド各店舗

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。

指定業者
ネットワーク拠点

PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業

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

ショッピングセンター PARCO

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 、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

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

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

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

「シークレット機能」
など、さまざまな
「 PARCO ONLINE STORE 」、特定のお客さまにだけ販売する

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

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

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

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

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。

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。

PARCO 独自の期間限定ショップや展覧会企画が成功

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

『 Mickey Mouse Now and Future 』展

対応カード拡大ポスター

©Disney

「 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

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

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

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

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

など
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』

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

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、次々とヒットを生み出しま

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。

の世
した。また、渋谷PARCOで開催した展覧会企画『 Mickey Mouse Now and Future 』

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

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

サービスです。

TRUCK 』が全国各地の PARCOを巡回しました。

PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業

店舗展開

ショッピングセンター PARCO

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

札幌 PARCO

新所沢 PARCO

浦和 PARCO

ひばりが丘PARCO

池袋 PARCO

PARCO_ya 上野

吉祥寺PARCO

錦糸町 PARCO

津田沼 PARCO

渋谷 PARCO

調布 PARCO

仙台 PARCO

広島 PARCO

静岡 PARCO

福岡 PARCO

心斎橋 PARCO
名古屋 PARCO

松本 PARCO

PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業

ショッピングセンター PARCO

アワード
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

広島 PARCO の広告写真が APAアワード2022 で

グランプリを受賞

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 5 階のトイレ パース

2021 年 Spring シーズン広告

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。

心斎橋 PARCOの3 階と5 階のトイレ、ベビー休憩室を含む

広島 PARCO 2020 ポスター

エリアが、IAUD 国際デザイン賞2021 の金賞を受賞しました。

広島PARCOで2020 年秋に展開した「こころまでステイし

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

（日本広告写真家
てたまるか」
の広告写真が、APAアワード

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、

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、

スなトイレ）
を設置し、機能分散化を図りました。
「 IAUD 国際

（経済産業
協会公募展）2022 の広告作品部門でグランプリ

「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。

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
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。

浦和 PARCOとひばりが丘 PARCO が、防犯・防災の感謝状を受領

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

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

「敢
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

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

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

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

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

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

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。

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。

「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
への期待により2021 年に

PARCO CO., LTD.

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
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