PARCO SC 事業 コンテンツ事業

コンテンツ事業
ワーキングスペース事業

https://skiima.parco.jp

「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

吉祥寺 PARCO

「 SkiiMa KICHIJOJI（スキーマ吉祥寺）」が開業

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

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。
「 SkiiMa KICHIJOJI 」
が開業しました。働く場所
2021 年 4 月12日、吉祥寺 PARCO 8 階に、
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 」
「 SkiiMa SHINSAIBASHI 」
に続く
「 SkiiMa 」
の 2 号店です。
は、心斎橋 PARCO にある
PARCO CO., LTD.

13

CORPORATE PROFILE 2022

PARCO SC 事業 コンテンツ事業

ウェルネス事業

https://wellness.parco.jp

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
T

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
C

O

M

M

EN

「知る」
きっかけと
「心地よく」体験する環境を提供します。
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

心斎橋 PARCO 10 階

コンテンツ開発部 部長

「 Welpa（ウェルパ）心斎橋」が開業

も り た

こうすけ

森田 幸介

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。
「 DAYLILY
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、

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

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

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

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

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

に対する期待の高さも感じています。

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。
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PARCO SC 事業 コンテンツ事業

エンタテインメント事業

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

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。
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
梅田CLUB QUATTRO

PARCO GALLERY

品を制作しています。

PARCO 劇場

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
広島 CLUB QUATTRO

渋谷CLUB QUATTRO

QUATTRO LABO

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
CINE QUINTO

WHITE CINE QUINTO

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
PARCO MUSEUM TOKYO

GALLERY X BY PARCO

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。
名古屋CLUB QUATTRO

１／ ONE SLASH

TOKYO PARADE goods & Café

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。

PARCO CO., LTD.
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PARCO SC 事業 コンテンツ事業

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

舞台写真

撮影：岡千里

出版

書籍

映画

『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

ストリートファッション 1980-2020

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

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

寺山修司氏が1963 年「天井棧敷」結成前に書き下ろし未

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

上演であった音楽劇『海王星』
を、PARCO 劇場で2021 年 12

編集室編著『ストリートファッション 1980-2020
「 ACROSS 」

月に上演しました。寺山氏は、
『中国の不思議な役人』
（1977）
、

映画館上映作品

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）

― 定点観測40 年の記録』
を2021 年8月に刊行。昭和～平成

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

をPARCO 劇場に書き下ろし演出す
『青ひげ公の城』
（1979）

～そして、令和の若者とファッション・カルチャーの変遷を、

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

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

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

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

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

た。1980 年 8 月より毎月、渋谷、原宿、新宿の3 地点で実施

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

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

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

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

卓嗣氏が手掛け、眞鍋氏は、2021 年の優れた演劇作品や演

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

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

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

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

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

しました。

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

と言えます。

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

ピックアップして解説しています。
https://www.parco.co.jp/advantage/fashionmarketing/

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。
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