
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
（宮城県仙台市青葉区中央3-7-5）

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’s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’PARCO（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

 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

1

https://sapporo.parco.jp
https://sendai.parco.jp
https://matsumoto.parco.jp
https://urawa.parco.jp
https://shintokorozawa.parco.jp
https://hibarigaoka.parco.jp
https://ikebukuro.parco.jp
https://parcoya-ueno.parco.jp
https://kichijoji.parco.jp


店舗概要リスト

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

 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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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/

店舗概要リスト

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

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/

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/

道頓堀ZERO GATE

大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-22
地上1階–3階
OPEN  2013（H25）.4.20

 https://zerogate.parco.jp/doutonbori/

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/

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/
#hiroshima2
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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（ペディ）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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