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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

店舗概要リスト  PARCO
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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/

店舗概要リスト  ZERO GATE
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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

店舗概要リスト  BINO・その他

CORPORATE PROFILE 2022PARCO CO., LTD. 26

https://bino.parco.jp/okachimachi/
www.parcocity.jp
https://bino.parco.jp/ginza/
https://bino.parco.jp/sakae/
https://bino.parco.jp/higashinotoin/
https://cattleyaplaza.jp
www.pedi-s.com


www.parco.co.jp

Printed in Japan

www.parco.co.jp



