


 経営理念 

訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、 

かつホスピタリティあふれる商業空間の創造

 社名にこめた想い 

当社の社名“PARCO”はイタリア語で“公園”を意味します。

“公園”すなわち、「人々が集い、時間と空間を共有し、楽しんだりくつろい

だりする場（空間）」が“PARCO”なのです。

そして、その「“PARCO”＝人々が集う場（空間）」づくりをしていく上で

掲げている経営理念が、「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、

先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創造」です。

“PARCO”（＝場（空間））の主役は、その場（空間）に集う人々、すなわち、

お客さまと専門店です。当社の役割は、お客さまに「行ってみたい」「また

来たい」と思っていただけるような店づくりをし、専門店とお客さまの

結びつきを強くしていくことにあります。また、当社の社員は喜びと

感動が生まれる「場＝空間」を提供するために、常にお客さまの期待を

超える新しい価値を創造する努力をおこなっています。

表紙デザイン
表紙は、パルコの企画展やシーズンカタログのほか、ハイクオリティなデザイン
の雑誌や広告を手がけるデザインオフィス「Cap（キャップ）」が制作しました。

デザイナーからのコメント
いつの時代も人々を惹きつけるパルコの不思議な魅力、それって一体なんなん
だろう？そんなワクワクするような好奇心を鮮やかなプリズムカラーに見立て、
特徴的なシルエットを持つ渋谷PARCOの外壁から透かしてみることで表現
しました。
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パルコグループの社会的役割を果たす

　2019年11月、1969年の池袋PARCO開業から50周年を迎える節目の年に、

パルコの原点＝社会的役割である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」

を進化させた渋谷PARCOが、世界へ発信する唯一無二の次世代型商業施設として

新たに生まれ変わりました。歩行者に配慮した街歩きしやすい環境の整備、屋外

広場・立体街路などの魅力的な屋外空間の創出、最新設備機器やエネルギー 
管理システムの導入など、地域や環境にも配慮した商業空間となっています。これ

までの商業施設の枠を超え、デザイナー・クリエイターなどの送り手と共感・ 
共創し、新たな取り組みをおこなうことで新しい刺激や楽しさの体験価値を

提案し、グローバルに情報を発信していきます。

　そして2020年、パルコグループは、次の50年に向けて新たなステージを迎えて

います。2020年1 1月には、グループのシナジーを最大化させた心斎橋PARCOの

開業を予定しており、パルコの原点をさらに加速して進化させていきます。新しい

企業体制のもと、次の50年の未来に照準を合わせ、パルコグループの社会的役割を

果たすことを通じてさらに進化し、サステナブルな成長を目指していくパルコグループ

にご期待ください。

 2020年9月

代表取締役兼社長執行役員
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インキュベーション
常に新しい才能の活躍が次の時代を切り
開いています。パルコグループは「インキュ
ベーション」、つまり、新しい才能の発見
や応援をたゆまずに続け、ともに成長して
いきます。

1. FASHION

お客さまにファッションの面白さを再提案し、
世界中のファッショニスタが楽しめるビルを
目指す。

4. FOOD

食をビルの重要なチャームととらえ、「そこに
集まり、コミュニティを形成し、空間と時を
ともに楽しめるような場所」をコンセプトに
編集。

2. ART & CULTURE

ギャラリー機能を備えたショップが9店舗
オープンしたほか、さまざまな形のART & 
CULTUREが登場。

5. TECHNOLOGY

デジタル化時代におけるお客さまとの新しい
コミュニケーションや買い物のあり方を提案。

3. ENTERTAINMENT

多岐にわたるエンタテインメント施設を館内
に備え、良質なエンタテインメントをお届け。

情報発信
国内外の良質な文化活動をプロデュースし、
心豊かなライフスタイルの提案をしています。
また、独自の先行的ICT活用により、新たな
楽しみを提供するサービスの強化と、コミュ
ニケーションの深耕をしていきます。

街づくり
豊富な店舗開発ノウハウを活かし、街の
発展に貢献する店舗運営、新規開発ならび
に物件のリノベーションをおこなっています。
「人々が集い、時間と空間を共有し、楽しん
だり、くつろいだりする場」を目指し、魅力的
な街づくりに貢献しています。

SOCIAL ROLES OF SHIBUYA PARCO
渋谷PARCOで3つの社会的役割を進化させ、世界へ発信する
唯一無二の“次世代型商業施設”を目指していく
渋谷PARCOは、1973年に開業して以来、パルコの原点である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」に取り組み、
街を刺激し、同時に刺激をもらいながら渋谷の発展の一端を担ってきました。この3つの取り組みは当社のDNAであり、
原点であり、進化し続けるパルコの信念とも言えます。1969年の池袋PARCO開業から50周年を迎える節目の年である
2019年11月に新生渋谷PARCOは3つの社会的役割を、次の50年の未来に照準を合わせ、さらに進化させた、世界へ
発信する唯一無二の“次世代型商業施設”を目指し開業しました。新生渋谷PARCOは個性あふれる魅力的なショップを
「FASHION」「ART & CULTURE」「ENTERTAINMENT」「FOOD」「TECHNOLOGY」の5本の柱で構成しニーズを
満たすのではなく、ニーズを創造し、新しい消費提案・価値観を提供していきます。

渋谷PARCOの5つの構成要素

3つの社会的役割
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1. FASHION

2. ART & CULTURE

パルコ編集型売場
　パルコが内装・造作をプロデュースし、集合レジ・共通フィッティングなどを設けて出店しやすい環境を整え、
次世代ファッションデザイナーやブランドのインキュベーションを目的としたパルコ編集型売場を展開して
います。

3F   GEYSER PARCO（ガイザーパルコ）
　GEYSER PARCOのネーミングとロゴ・
ビジュアルのアートディレクションを、
アートディレクターとして幅広く活躍する
YOSHIROTTEN率いるクリエイティブ
スタジオYARが手がけました。ブランドの
個性や勢いを“GEYSER＝間欠泉”という
言葉で表現しています。

4F   PORT PARCO（ポートパルコ）
　PORT PARCOのロゴは、コンテンポラリーデザインスタジオ
we＋が手がけました。“PORT＝港、運ぶ”。この場所からファッション
がお客さまへ運ばれていくイメージを表現しています。

IN

CUBATION
2F   2G（ツージー）
　2Gは、NANZUKAによる「ギャラリー」、小木‘POGGY’基史と
デイトナ・インターナショナルによる「セレクトショップ」、MEDICOM 
TOYによる「アートトイ」の3つのジャンルのトップランカーが集結し
て作られる新しい形のショップを展開しています。

B1F   GALLERY X
　アートカルチャーからアニメ、ゲーム、ミュージックまでボーダ
レスに、パルコ編集によるエッジの効いたキュレーションで新たな
魅力を引き出します。

STAKEHOLDER’S MESSAGE
　2019年11月、渋谷PARCO 4階に
PARCO MUSEUM TOKYOが
オープンしました。パルコの文化発信
拠点と位置付けられている同会場では、
当社がこれまで大事にしてきたアート、
カルチャーを軸に、さまざまな企画展を
自主制作で開催しています。私の所属
するプロモーション部では、同会場を

はじめ、全国のPARCOで開催する企画展の制作をおこなって
おり、面白いことになんでも挑戦できる社風を肌で感じています。
自ら制作に関わった企画展にたくさんのお客さまが来場される
その瞬間は、何ものにも代え難い喜びです。

プロモーション部

和
わ だ

田 裕
ゆう た

太

4F   PARCO MUSEUM TOKYO
　アート、デザイン、ファッション、サブカルチャー、そして国内外の
若い才能や、世界第一線で活躍する方々など、ジャンルレスかつ
ボーダレスに、独自の目線で新しいモノやコトの企画展を創造します。
訪れる人々へ楽しみを提供するほか、日本国内、そして世界へ向けて
文化を発信するパルコ直営の
ミュージアムです。オープニング
では「AKIRA ART OF WALL」
を開催しました。
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STAKEHOLDER’S MESSAGE

1F   AKIRA ART OF WALL -INVISIBLE ART IN PUBLIC-
　工事中の渋谷PARCOの仮囲い
に展示された「AKIRA ART OF 
WALL」を3Dデータとして復元。
ARアプリを通じて鑑賞することが
できる展示を4日間限定開催
しました。

5F   SHIBUYA XR SHOWCASE
　3Dクリエイティブコンテンツを、スマートフォンやAR対応グラス
を通して、あたかもその場に存在するかのように展示するバーチャル
ショーケースを展開。スマートフォンでの鑑賞のほか、期間限定で、
ヘッドマウントディスプレイでの
鑑賞サービスも提供しました。

CUBE MIRROR

5F   PARCO CUBE
　店頭の実在庫は戦略商品に絞り込み、その他の商品はECで販売
するオフラインとオンラインが融合したオムニチャネルショップを
展開。また一部の店舗には、カメラで撮影した映像を数秒遅れで
表示することで、確認しづらい後ろ姿をチェックできる「CUBE 
MIRROR」を設置しています。

新たなお客さまコミュニケーション
 自走式ロボット「temi（テミ）」を導入
　AIアシスタント機能を持った自律走行する
パーソナルアシスタントロボット「temi」を、 AI
ショールーミングストア「BOOSTER STUDIO 
by CAMPFIRE」に試験導入しています。

　STYLYを用いた一連の取り組みには国内外から大きな反響が寄せられ
ました。そう遠くない未来、多くの人々がライフスタイルの中でMixed Reality

（複合現実）グラスを用いてバーチャルな空間を身に纏い日々の生活をおくる
時代が訪れる。そしてショッピングの楽しみ方もファッションのあり方も大きく
変わっていく。テクノロジーにより生まれる次世代のカルチャーを模索し創り
上げる時間を、渋谷PARCOおよびそこに集う皆さまとともにこれからもご一緒
させていただければ幸甚の至りです。

株式会社Psychic VR Lab
代表取締役

山
やまぐち

口 征
まさひろ

浩 様

9F   NEWVIEW EXHIBITION 2019 -DIFFUSION-
　VR空間をデザインするクリエイターの発掘育成を目的として、プロジェクト「NEWVIEW」の成果作品
を体験することができるVR作品の展示会を開催しました。

5. TECHNOLOGY

4. FOOD

B1F   CHAOS KITCHEN
　「食・音楽・カルチャー」をコンセプトに、ミシュランビブグルマン
を獲得した名店の新業態、うどん屋、ジビエ・昆虫料理、純喫茶、
MIXバーまで、多様なジャンルの
飲食店に加え、スパイスとなる
ようなレコードショップやフェス
グッズショップなどを「ごちゃ混ぜ」
にした、「CHAOS」な飲食ゾーン
を提案しています。
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3. ENTERTAINMENT

8F   PARCO劇場
　文化発信の核・PARCO劇場が、“オールS席”のプレミアムシアター 
として生まれ変わりました。2021年5月まで、豪華クリエイターと
俳優陣によるバラエティ豊かな
オープニング・シリーズ作品を
ラインナップ。以降も年間の公演
を100%自主プロデュースし、演劇
という体験を提供していきます。
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 ナカシブ通り
　ペンギン通りとオルガン坂をつなぐ、24時間通れる歩行者専用
通路。2層吹き抜けとなっている通路の両側には路面店が並び、
2階部分にはアートウィンドウを配置し、インパクトのあるアート
作品を展示しています。

ペンギン通り

オルガン坂

ナ
カ
シ
ブ
通
り

公
園
通
り

渋谷
sta.  

 屋外広場と立体街路
　スペイン坂から続く立体街路には、フロアごとに店舗への入口
を設け、渋谷の街を歩くようにショッピングを楽しめる空間を創出
しています。立体街路には、人々が集い憩う場となるよう、休憩
スペースや四季を感じさせる植栽を配置。立体街路がつなぐ
ガーデンステージではイベントを開催しています。

10F   EVENT SPACE「ガーデンステージ」
　2019年11月1日からスタートした若手クリエイターの祭典「シブ
カル祭。」。恒例となっている音楽イベント「シブカル〈屋上〉祭。トゥイ
ンクル☆セッション」を11月26日に開催しました。高層ビル街と煌く
ネオン、渋谷らしいダイナミックな景観と夜空をバックに、個性豊かな
4組のアーティストがパフォーマンスをおこないました。

［出演アーティスト］

佐藤千亜妃　TAMTAM
Mom　xiangyu

9F   クリエイティブスタジオ
　未来志向のクリエイティブな産業育成に向けた人材育成を目的とした
「クリエイティブスタジオ」を開設。世界的評価を誇る音楽&カルチャー 
配信スタジオである宇川直宏率いる「SUPER DOMMUNE」、10代に
向けたクリエイティブ・スクール「GAKU」が併設され、子供から
大人まで参加できるプラットホームを形成しています。また同フロアへ
は渋谷区が主体となって形成された「一般社団法人 渋谷未来デザイ
ン」の事務所が移転し、新しい形の産官学民連携組織とも連携を図る
ことで、シナジー効果最大化を目指し、次世代を担うクリエイターの発掘
を目指しています。

パルコの原点＝社会的役割・渋谷の街を取り込んだ建設意匠
　渋谷の特徴である「坂」と「通り」に注目し、通路・階段をスペイン坂から、らせん状に建物外周に沿って10階までつなぐ
ことで（立体街路）、街と融合した建物となっています。さまざまな面を持つ立体的な外壁構成のテーマは「原石の集積」。異なった
形状・素材（思想・才能）が惹きつけ合いひとつの塊になることにより、インキュベーション・イノベーションの誘発を表現
しています。また、環境に配慮した次世代型ビルとして、国土交通省より「サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）」
に採択されています。

建設意匠
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再開発による地域貢献
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パルコグループは、商業施設を運営するPARCO店舗事業グループを中心として、不動産事業の強化・拡大を推進
する業態創造事業グループおよび不動産戦略グループ、エンタテインメント事業、新規事業推進グループ、コラボ
レーションビジネスグループ、海外事業を展開する「株式会社パルコ」、好感度なセレクトショップ運営する「株式会社
ヌーヴ・エイ」、空間創造やビル管理などの総合的なサービスを提供する「株式会社パルコスペースシステムズ」、

Webコンサルティングとデジタルを活用した効果的なサービスやアプリ開発をおこなう「株式会社パルコデジタル
マーケティング」などで構成されています。

パルコグループの紹介

株式会社パルコ

株式会社パルコスペースシステムズ
空間の創造と運営管理を中軸としたソリューションの提供

「H.I.S. The ROOM of journey」
（池袋PARCO 本館M2階）
空間設計・ディスプレイ装飾・ 
照明設計・内装工事

リアルとデジタルを融合させた 
新しい商空間の実現をサポート

PARCO店舗事業グループ
業態創造事業グループ
不動産戦略グループ
エンタテインメント事業
新規事業推進グループ
コラボレーションビジネスグループ
海外事業

渋谷PARCO

株式会社パルコデジタルマーケティング
商業施設や専門店企業へのWeb・ICT活用支援

株式会社ヌーヴ・エイ
腕時計、眼鏡、化粧品、メンズ・レディス
雑貨専門店の開発・運営

「TiCTAC（チックタック）」
（錦糸町PARCO 2階）
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株式会社パルコ

パルコグループの中核事業であるPARCO店舗事業の大きな
特徴は、テナントとのイコールパートナー主義です。私たちは

テナントを互いの価値観の共有によって、ともに成長・発展

していくパートナーとして考えています。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。

PARCO店舗事業では、テナントとの出店契約に基づいて、
宣伝などの営業・販促活動を担当します。お客さまの購入代金

はテナントから売上預託としてパルコに収納され、一定期間

経過後に歩合高などを控除し、テナントに支払われます。この

仕組みは、在庫の保有リスク、売掛金の貸倒れリスクを持たない

という利点があります。歩合高は基準売上を設定し、さらに

一定額以上の売上部分について歩率が軽減される逓減制を

適用する場合もあります。基準売上の設定は売上不振時のリスク

ヘッジとなります。また逓減制は営業努力によりテナントの

売上が拡大すると、テナントの歩率は低下し、パルコの収受する

歩合高の絶対額は増加する、お互いがメリットを享受できる

構造となっています。

ゼロゲート事業では、PARCOの運営とは異なり施設としての
販促活動はおこなわず、賃料収入が収益となります。

株式会社パルコは、商業ディベロッパーとして小売業と不動産業のハイブリッド型ビジネスモデルを構築し、ビジネス

を展開しています。小売業では、改装による新陳代謝や宣伝・販促活動による集客、きめ細やかなテナント

サポートにより、各テナントの売上高の向上を目指しています。一方、不動産業としては、出店エリアの市場調査、

企画立案から始まり、コンセプトに合致したテナント編集や環境演出、店舗運営をおこなっています。PARCO
の開発と運営を中心にしながら、ZERO GATE業態や新しいビジネスモデルとして新業態の開発を推進して
います。また、新規事業の育成や海外事業にも積極的に取り組んでいます。

お客さま

評価と信頼

顧客、
ブランドイメージ

商品の販売
顧客、

ショッピング

テナントPARCO

テナントとの強固な信頼関係により“Win-Win”の関係を構築

イコールパートナー主義

先見的、独創的、かつホスピタリティ
あふれる商業空間の提供

924社／2,178テナント
（2020年5月末日現在）
※短期契約テナントは除く。

PARCO店舗事業の収益構造

ゼロゲート事業の収益構造

テナント お客さま

宣伝・販促活動

購入代金

歩合高・オペレーション
経費を相殺後支払

日々の売上預託

販売活動

PARCO

テナント お客さま
購入代金賃料

販売活動物件開発

パルコ

イコールパートナー主義

PARCO店舗事業とゼロゲート事業の収益構造

  www.parco.co.jp
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「PARCOカード」と
「POCKET PARCO」を連動

「POCKET PARCO」でできること

ランクとポイントが
確認できる！

1分で読める
ファッション＆
エンタメ情報

ショップから
おすすめ情報を
お届け！

楽しく便利に
アプリでお買い物！

パルコはICTを活用した取り組みを強化し、顧客コミュニ
ケーションの深耕を図っています。店頭では、店舗のデジタル

環境を整備することで、新しい消費体験の創造や安心快適な

お買い物の楽しさ、充実したサービスを提供しています。

Web上では、店頭とデジタルを横断した独自のCRM（カス
タマー・リレーションシップ・マネジメント）戦略を構築し、お客

さまと24時間つながるショッピング&コミュニケーションツール
として、公式スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」を運用
しています。「POCKET PARCO」はお買い物ポイントサービス
「PARCOポイント」のマイページ機能を搭載し、お客さまご自身
でポイント数やお買い物履歴・年間ご利用金額によるランク、

積算額をご確認いただけます。また、パルコ独自のコード決済

サービス「ポケパル払い」も「POCKET PARCO」にてご利用

いただけ、アプリからハウスカード「PARCOカード」の発行を
お申込みいただくことで、「PARCOカード」がお手元に届く前に
「ポケパル払い」のご利用を開始することもできます（2020年
9月より、アプリ経由の発行ではない「PARCOカード」と、一部
セゾンカードの「ポケパル払い」もスタートしました）。さらに、

「POCKET PARCO」はオウンドメディア「PARCO Journal」
により、ショッピングセンターPARCO以外にも、独自のエンタ
テインメント情報や季節のファッション、PARCOのある各エリア
の魅力を伝えるコンテンツなどを配信するとともに、ショップ

独自のコンテンツとして、ショップスタッフがブログ形式で情報

を伝えることができる「ショップニュース」も発信しています。

また、パルコの公式通販サイト「PARCO ONLINE STORE」も
連携しており、アプリ内でお買い物をお楽しみいただけます。

ICTを活用した顧客コミュニケーションの深耕

  https://point.parco.jp/pocketparco/

パルコ公式スマートフォンアプリ
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「PARCO」は、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。その各店舗を、刻々と変化する環境に
対して明確かつ迅速に対応させるため、17店舗＊をその商圏特性に応じてグルーピングしています。店舗を「都市型店舗」「コミュニ

ティ型店舗」に分類し、それぞれのターゲット客層に向けて、商品構成や運営手法を最適化し、強固な収益基盤を築いています。

また、都市部を中心とした未出店エリアでの拠点獲得を目指し、PARCO業態、ZERO GATE業態、新業態など開発スキームの
多様化を推進しています。

＊2020年1 1月開業予定の心斎橋PARCOは含まれていません。

PARCO店舗事業とゼロゲート事業の店舗展開

■ 都市型店舗　　  ■ コミュニティ型店舗
■ ゼロゲート事業　■ その他新業態

■

■

■
■

■ 

■

■

■

■
■

■

■

■
■調布PARCO

新所沢PARCO

ひばりが丘PARCO 

浦和PARCO 

池袋PARCO

渋谷PARCO

川崎ZERO GATE

渋谷ZERO GATE
原宿ZERO GATE

Pedi汐留

津田沼PARCO 

PARCO_ya

錦糸町PARCO 吉祥寺PARCO

 ■

■
■ ■

■
■ ■■■ ■■

■

■

 ■
■

仙台PARCO 

札幌PARCO ■

名古屋ZERO GATE

京都ZERO GATE

広島ZERO GATE2

静岡PARCO

松本PARCO

名古屋PARCO

心斎橋PARCO
（2020年1 1月開業予定）

心斎橋ZERO GATE

道頓堀ZERO GATE

三宮ZERO GATE

広島ZERO GATE
広島PARCO

福岡PARCO

サンエー浦添西海岸　
PARCO CITY

■ 札幌ZERO GATE

情報に敏感で行動的な都市生活者へ継続的な話題提供をおこない、ファッション性・先進性の追求と「PARCO」ならではのライフスタイル 
提案により、マーケットでの優位性を強固にします。さらに、テナント、クリエイター、異業種企業との斬新なコラボレーションなどを推進し、
新規事業を生み出す土壌を築きます。

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

PARCO店舗事業：都市型店舗グループ
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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

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

PARCO_ya

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

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

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

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

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

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
CLUB QUATTRO：
東京都渋谷区宇田川町32-13
地上4階–5階
OPEN 1988（S63）.6.28
www.club-quattro.com

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

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

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

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　※屋上階除く
2020年1 1月開業予定

※パースはイメージです。

2020年度開業店舗
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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

PARCO店舗事業：コミュニティ型店舗グループ

マーケット特性に応じて、ファッションだけでなく食品、雑貨、家電、スクール、スポーツといった多目的な商品やサービスを提供するなど、
機能性・利便性を盛り込んだ提案をおこない、地域のお客さまのニーズに的確に対応します。地域密着型のイベントなども積極的におこない、
地元に根づいた特色ある店舗運営をおこないます。

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

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

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

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

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

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、当事業でも「原点＝ZERO」に
立ち、街の「入口（顔）＝GATE」として新たな価値を提案していきます。

ゼロゲート事業

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

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

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
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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



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

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

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

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

（2020年9月末日現在）

合弁事業 その他

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

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
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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



上野フロンティアタワー 2017年11月4日開業

パルコグループの総合力とJ. フロントリテイリングの営業資産を
連動させた新しい商業施設として開発。協業物件1件目として
1階から6階に「PARCO_ya」が出店しています。

名古屋市中区錦三丁目物件（予定） 2026年開業予定

松坂屋名古屋店、名古屋PARCO、名古屋ZERO GATEを
はじめ、多くの大型商業施設や路面店が立ち並ぶ「大津通」に

面し、栄地区の中心地に位置しています。グループとしての

相乗効果を図りながら、地域の魅力向上と活性化を先導する

開発の実現を目指します。

移管する主な施設・事業

 開発済施設・事業
上野フロンティアタワー、BINO 銀座、BINO 御徒町、
BINO 東洞院、コムテラス御徒町、コムテラス東心斎橋、
クロス銀座、カトレヤプラザ伊勢佐木 他

計 32 件

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、会社分割（吸収分割）により大丸
松坂屋百貨店の不動産事業（一部除く）を、都市型商業施設の開発・運営という事業領域で優れたノウハウを有するパルコが

承継しました。これにより、パルコの事業ノウハウを最大限活用し、小売・不動産事業グループとしての事業基盤と競争力の強化、

経営効率の向上を実現します。今後、J. フロントリテイリング グループの不動産事業はパルコが主導し、これまで両社単独では
取り組みが困難であった大型複合施設を含む店舗の共同開発を推進するとともに、グループの保有する土地・建物の有効活用を

進め、J. フロントリテイリング グループの企業価値やブランド価値のさらなる向上に取り組んでいきます。

会社分割（吸収分割）により大丸松坂屋百貨店の不動産事業（一部除く）をパルコが承継

承継

承継の対象

J. フロントリテイリング

大丸松坂屋百貨店 パルコ

不動産事業
（百貨店関連施設など）

不動産事業

 今後の開発物件・事業
心斎橋店北館、名古屋市中区錦三丁目物件（予定）、

日本生命栄ビル物件 他

計 15 件

提供：三菱地所株式会社 
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ENTERTAINMENT

パルコのエンタテインメント　株式会社パルコが担うエンタテインメント事業は、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、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。本事業を通じて、

話題性の高い情報発信と付加価値の創造に取り組み、企業ブランドの向上に貢献しています。

PARCO劇場（渋谷PARCO 8階）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。
  https://stage.parco.jp/

PARCO劇場
オープニング・シリーズ
三谷幸喜 三作品 三連発公演 
其の壱

『大地』（Social Distancing Version）
2020年7月1日（水）～2020年8月8日（土）
会場：PARCO劇場
作・演出：三谷幸喜
出演： 大泉洋　山本耕史　竜星涼　栗原英雄　藤井隆
 濱田龍臣　小澤雄太　まりゑ　相島一之
 浅野和之　辻萬長

其の弐
PARCO MUSIC STAGE
『三谷幸喜のショーガール』
（Social Distancing Version）

2020年7月27日（月）～2020年8月7日（金）　
会場：PARCO劇場
脚本・作詞・構成・演出：三谷幸喜　振付： 本間憲一
作曲・ 編曲：荻野清子　出演： 川平慈英　シルビア・グラブ
演奏： 荻野清子（ピアノ）　一本茂樹（ベース） 

萱谷亮一（ドラムス）

其の参
三谷文楽『其礼成心中』
2020年8月13日（木）～2020年8月20日（木） 
会場：PARCO劇場
作・演出：三谷幸喜
出演：竹本千歳太夫　豊竹呂勢太夫　豊竹睦太夫　
 豊竹靖太夫　鶴澤清介　鶴澤清志郎　鶴澤清𠀋
 鶴澤清公　吉田一輔　吉田玉佳　桐竹紋臣
 桐竹紋秀　吉田玉勢　桐竹紋吉　吉田玉翔
 吉田玉誉　吉田簑太郎　吉田玉彦　桐竹勘介
 吉田玉路　吉田簑之　吉田簑悠

演
劇

PARCO STAGE ＠ONLINE
　オンラインで演劇をはじめとするライブ・エンタテインメントの魅力を伝える

「PARCO STAGE ＠ONLINE」プロジェクトを始動しました。演劇を「観たい」
「参加したい」「もっと知りたい」「ちょっと覗いてみたい」、そんな観点から、

さまざまなコンテンツを配信。演劇・

ミュージカルファンのお客さまに

はさらに楽しく、そして劇場に

足を運んだことがない皆さまに、

新しい楽しみとの出会いの機会を

提案します。

  https://stage.parco.jp/blog/detail/2335

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カフェ展開、展覧会制作など、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。

コンテンツ開発

コラボレーションカフェ「THE GUEST cafe & diner」
　人気キャラクターや映画、アニメなど、さまざまなコンテンツとコラボレー 
ションしたカフェメニューとともに、作品の世界観を体験できるコラボレーション

カフェを全国3拠点＊にて展開しています。2020年には、LINEクリエイターズ
スタンプでおなじみ『自分ツッコミくま』のコラボレーションカフェ第2弾
「自分ツッコミくま CAFE&BAR」を開催。喫茶店とBARをテーマに、カフェの
ために描き起こされたイラストがあふれる店内で、キャラクターの個性を

とらえた、見て楽しい、食べておいしいオリジ

ナルメニューを展開。また、カフェの来店記念

やお土産にもぴったりなカフェ限定グッズも

大変好評でした。

＊池袋PARCO、名古屋PARCO、心斎橋161

フードエンタメ「TOKYO PARADE goods & cafe」
　渋谷PARCO 6階、フードエンタメ「TOKYO PARADE goods & cafe」では、
新しいフードエンタメを発信することで、ここにしかない独自性、特異性を

醸成。本物にこだわることで、そのコンテンツの聖地として、ファンとコンテンツ

をつなぐ場を提供しています。オープン第1弾企画として、動画クリエイターの
祭典「U-FES.」とのコラボカフェ「U-FES. FOOD PARADE」を開催。総勢
19組のクリエイター考案メニューをリアルに再現し、オリジナルグッズなどを
展開しました。
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  https://stage.parco.jp/

映
画

渋谷、名古屋（名古屋PARCO東館・8階）、広島
（広島PARCO本館・10階）、梅田4拠点において、

ライブハウス「CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）」 を運営。国内外
の新進気鋭アーティストを招聘し、良質なライブミュージックを

お届けしています。また、CLUB QUATTROがプロデュースする
ミュージックカフェ&ダイニングバー「QUATTRO LABO（クアトロ
ラボ）」は、昼間は気軽に一息つけるカフェ、夜はゆっくりアナログ

レコードを聴けるバーとして営業しています。

CLUB QUATTRO
（クラブクアトロ）

　CLUB QUATTROは良質な
ライブミュージックをジャンルや

洋邦にこだわらず提供してい

ます。また、国内外を問わず新人

アーティストの登竜門としても

名高く、CLUB QUATTROがいち
早く紹介して、後により大きな

ステージにステップアップして

いったアーティストも数多くいます。

QUATTRO LABO（クアトロラボ）
　QUATTRO LABO（渋谷PARCO 地下1階）は、CLUB QUATTROがプロ
デュースするミュージックカフェ&バーです。店の顔となるハンドメイドの大型
スピーカーと、3,000枚を超えるアナログレコードのコレクションに囲まれた
空間で、音楽と飲食をお楽しみいただけます。昼はカジュアルなカフェ、夜は

こだわりのミュージックバーとして、アナログレコードのあたたかい響きに

包まれながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

  www.club-quattro.com

  https://quattrolabo.com/

　芸術書や実用書、文芸書など多様なジャンルの出版

を手がけています。国内外で活躍する時代を彩る

アーティストやクリエイターの紹介、イベントの開催など、

出版物を通して幅広く展開しています。

『バンクシー 壁に隠れた男の正体』
バンクシーの半生を描く評伝を翻訳。
緻密な取材が人物像を浮き彫りにする 
世界でも貴重なルポルタージュ。
著：ウィル・エルスワース=ジョーンズ
定価：本体2,000円（税別）

  https://art.parco.jp/

カルチャー発信拠点アートスペース「GALLERY X」
　渋谷スペイン坂よりギャラリー「GALLERY X」が渋谷PARCO 地下1階へ
移転オープン。アートカルチャーからアニメ、ゲーム、ミュージックまでボーダ

レスに、パルコ編集によるエッジの効いたキュレーションで新たな魅力を

引き出します。2020年6月には、写真家・桑島智輝による写真展「前我我後」
を開催。本展覧会では、妻である俳優・安達祐実を被写体に、2015年～2020
年までの日々を撮り続けた写真419点を展示しました。俳優・安達祐実の
イメージからは遠くかけ離れ、夫婦愛とは一言で言い表せない、我と我の

ぶつかりあいのようなその写真の数々は、

来場者に大きな衝撃を与えました。

パルコが手がける映画館「WHITE CINE QUINTO」（渋谷
PARCO 8階）、「CINE QUINTO」（渋谷ロフト横）などの運営や、
映画の配給・出資・買付・制作をおこない、国内外の作品を幅広く

上映しています。

  CINE QUINTO：www.cinequinto.com/shibuya/

  WHITE CINE QUINTO：www.cinequinto.com/white/

当社配給映画『アダムス・ファミリー』
2020年9月25日 全国ロードショー　《CINE QUINTOにて上映》
1990年代に映画化され世界的ヒットを記録した名作コミック『アダムス・ファミリー』
の初となる劇場版アニメーション。社会の常識と反対に不気味なことをこよなく
愛する一家が織りなす、子供から大人まで世代を超えて楽しめるホラー・コメディ。

監督：コンラッド・ヴァーノン
 グレッグ・ティアナン　
出演：オスカー・アイザック
 シャーリーズ・セロン
 クロエ・グレース・モレッツ
 フィン・ウォルフハード
 ニック・クロール
 ベット・ミドラー
日本語吹替： 生瀬勝久　杏　二階堂ふみ 

秋山竜次　LiLiCo　井上翔太
配給：パルコ　ユニバーサル映画

© 2020 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. The Addams FamilyTM 
Tee and Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.

出版

音楽

  https://publishing.parco.jp/
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株式会社パルコ
エンタテインメント事業



クラウドファンディングサービス「BOOSTER（ブースター）」

　「BOOSTER」は、新たな挑戦を志す人や組織が必要な資金をインターネット経由で個人か
ら調達する仕組みです。PARCO店舗との連携など「ウェブとリアルの融合」によってプロジェ
クトの実現をサポートし、生活者の皆さまと一緒にクリエイティブな挑戦を世の中に送り出し

ます。日本最大級のクラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIRE」と共同運営し、「業
界随一! だれでも気軽にクラウドファンディングが利用できるアイデア応援マーケット」として
展開しています。

　また、クラウドファンディングを通じて誕生したプロダクトや、リテールストアに展開前のプロ

ダクトを展示するショールーム「BOOSTER STUDIO by CAMPFIRE」を渋谷PARCO 1階に
オープンしています。

  https://camp-fire.jp/booster-parco

新規事業機会を探索する「パルコ都市文化研究所」

　東京の若者やファッション・カルチャーを研究するシンク

タンクとして活動している「ACROSS」編集部の活動に加えて、
外部とのコラボレーションを通じた新規事業機会を探索する

ことを目的に、2020年3月、パルコ都市文化研究所を設立
しました。新規事業機会の探索では、幅広い領域の企業・組織

とのオープンイノベーションにより、2020年代に共感を得る
新しい事業機会の探索を多角的に推進します。

　「ACROSS」では、1980年8月からスタートした「定点観測」
をベースに、現在、社内外とともに、国内外においてさまざまな

調査・研究や共同研究などをおこなっています。また、2017年
6月より、グーグル社の非営利組織Google Cultural Institute
のプロジェクト「Google Arts & Culture: We Wear Culture」
に参画しており、約40年間の人とまち、風俗の記録を世界に
向けて発信しています。

  www.web-across.com

商品プロジェクト「ミツカルストア」

　自主編集ショップの運営で培ったさまざまなクリエイターと

のつながりを活かした商品開発をおこなっています。「ART」
「SOUVENIR」「DESIGNERS」を切り口にオリジナル商品や、
美術館、博物館などでの展覧会にてコラボレーション商品を

プロデュース。直営の「ミツカルストアオンライン」では自社商品

のほか若手クリエイターの商品の販売などもおこなっています。

また、株式会社イレクションによる「ACID GALLERY/ニュース
タア」と提携しリアルでの自社商品の接点を広げています。

  www.meetscal.parco.jp

コラボレーションビジネスグループ／新規事業

コラボレーションビジネスグループは、社内外とのアライアンスなどを通じて新規ビジネスを創造する「コラボ

レーションビジネス企画部」、クラウドファンディングサービス「BOOSTER（ブースター）」、商品プロジェクト
「ミツカルストア」、新規事業機会を探索する「パルコ都市文化研究所」を展開しています。また、新規事業とし

て、PARCO店舗事業グループでは新たな収益と来館動機の創造を目指す「ロケーションサービス事業」、新規
事業推進グループではワーキングスペース事業「SkiiMa（スキーマ）」を展開しています。

渋谷PARCO 1階
「BOOSTER STUDIO by CAMPFIRE」

「はいけい、ディック・ブルーナ」シャツ
©Mercis bv
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ワーキングスペース事業 
「SkiiMa（スキーマ）」

　「好きと好きの間に」がコンセプトのコミュニティ型ワーキング

スペース「SkiiMa（スキーマ）」を展開します。第1号店は、2020年
1 1月開業予定の心斎橋PARCOにオープン。「SkiiMa」は、商業
施設というヒトやモノが行き交う刺激あふれる空間の中で、

「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。この場所を通し、想いや才能を持った個人がチャレンジし

続けられる世の中の実現を目指します。

   https://skiima.parco.jp

日系レストラン集積ゾーン 
「 itadakimasu（イタダキマス）by PARCO」

　2016年12月より、パルコがプロデュースし日系レストラン
7店舗を集めたゾーン「 itadakimasu by PARCO」をシンガ
ポール有数のオフィス街 Tanjong Pagar（タンジョンパガー）
にある商業施設「 100AM（ハンドレッドエム）」内で運営。
「毎日選べる日本の味」をコンセプトに、日本同様の味・クオリティ

を手頃に楽しめる価格で提供しています。周辺エリアの開発

によるオフィス／居住人口の増加も相まって、順調に推移して

います。2019年7月（第1弾）、2020年1月（第2弾）にエリア拡張
をおこない、新たに3店舗がオープンしました。

  www.parcoitadakimasu.com

『Detective Conan Cafe in Bangkok 
（名探偵コナンカフェインバンコク）』

　2018年8月に開催した『Detective Conan Cafe in Bangkok』
は好評を博し、2年連続で2019年8月にも期間限定開催しま
した。テレビ版「名探偵コナン」のメニューだけではなく、2019年
劇場版「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」をテーマにした
オリジナルメニュー、ムービーシーンカードほか、当カフェ

でしか手に入らないノベルティも多数用意し、多くのお客さま

にお楽しみいただきました。

海外事業

パルコは、子会社のPARCO（Singapore）Pte Ltdと連動し、国内外で長年培ってきたショッピングセンター 
の開発・運営ノウハウを活かして東アジアおよび東南アジアでビジネスを積極的に展開しています。近年は、

シンガポールでのネットワークと経験を活かし、シンガポールおよび周辺各国の商業施設・オフィスビル・ホテル

などで日系飲食店集積ゾーンをプロデュースする「 itadakimasu」の出店を推進しています。また、パルコが
プロデュースするキャラクターコラボレーションカフェの海外展開や、海外におけるキャラクターコラボレーション

カフェ運営のコンサルティングをおこなっています。

© GA/S.Y.T.　 ©2019 GA/DCC

新たな収益と来館動機の創造を目指す 
「ロケーションサービス事業」

　2020年4月に、TV・映画・CM・雑誌・プロモーションビデオ
などの映像制作事業者向けに撮影場所を提供する「ロケーション

サービス事業」を開始しました。この事業は、商業施設として

の営業時間外の事業活用、屋上や建物周辺などの非収益区画

からの収益獲得などにより、「当社施設の新たな価値の創造」と

「収益多元化の実現」を目指しています。また、若年層を中心と

した「ロケ地巡礼」というレジャー行動も注目されており、巡礼地

となることによる来館者の

増加も期待できます。

   www.parco.co.jp 
/location/
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株式会社パルコ
コラボレーションビジネスグループ／新規事業

海外事業

www.parco.co.jp/location/


パルコは創業以来、単に物を売るだけではなく、楽しい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。

「PARCO 2020SSAW」
2020年のシーズンキャンペーンは、2014AW～2018SS・2019AWの約5年

をともにしたフランスのクリエイティブユニットM/M （Paris）との協業から、
制作チームを刷新。新しい制作スタッフと新しいパルコのビジュアルイメージ

展開をスタートしました。シーズンキャンペーン広告「PARCO HEROES」は、
クリエイティブディレクターに、ロンドンのファッション&カルチャー誌「Dazed 
& Confused」のアートディレクターJamie Reid（ジェイミー・リード）を、
フォトグラファーには、Frank Lebon（フランク・ルボン）、スタイリストには、
Ibrahim Kamara（イブラヒム・カマラ）を起用。ロンドンのクリエイティブシーン
をリードする、若手クリエイターたちと協業し、1年を通して展開しています。

  https://parco.jp/style/

「SPECIAL IN YOU.」
2010年にスタートしたコーポレートメッセージ「LOVE HUMAN.」の想い

を引き継ぎ、才能を発掘・応援するインキュベーション活動に、より強くフォーカス

をあてるために、2014年より新コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」
をスタートしています。第13弾では、2014年の「シブカル祭。」が結成のきっかけ
となったフィメール・ラップユニット「chelmico（チェルミコ）」を起用。第14弾
では、PARCO劇場のオープニング・シリーズ第1弾『ピサロ』でインカ帝国の
王アタワルパ役に挑んだ「宮沢氷魚（みやざわひお）」を起用しました。

  www.parco.co.jp/specialinyou/

「Asia Fashion Collection（アジア ファッション コレクション）」
パルコとバンタンが共催し、アジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートする

取り組みをおこなっています。本コレクションは、日本、韓国、台湾、タイの若手デザイナー 
たちが、ニューヨーク・ファッション・ウィークでのランウェイデビューや国際的な

展示会への出場権と、パルコでのコレクション展示を賭けて競います。2020年2月に
おこなわれたニューヨークステージでは、アジア各国の若手デザイナー7ブランドが
ファッションショーをおこない、世界中のファッション関係者約400名が来場しました。
今後もアジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートすることでアジアのファッション

産業の発展を目指します。

2020 Spring ポスター

2020年2月ニューヨークステージ
参加デザイナーたちと
中央左がバンタン石川代表取締役
中央右が当社 溝口執行役

第13弾　chelmico編

2020 Summer ポスター

第14弾　宮沢氷魚編

シーズンキャンペーン広告

新しい才能の発掘・応援をするコーポレートメッセージ

若手デザイナーやアーティストの活動を支援

パルコブランドのプロデュース
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STAKEHOLDER’S MESSAGE

「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements （DDA）
（ダンス・ダンス・アジア～クロッシング・ザ・ムーヴメンツ～）」

独立行政法人国際交流基金内に2014年に新設された特別ユニットである「アジア
センター」と連携し、独自の発展を遂げるアジアンカルチャーを背景に、ストリートダンス

を通じてパフォーミングアーツの可能性を追求するプロジェクトです。2020年2月には、
「TPAM–国際舞台芸術ミーティング in 横浜2020」のプログラムとしてプロジェクト
報告会を開催して、DDAの過去5年間の実践をふまえた2019年の活動報告と、これ
からの国際共同制作の可能性を、振付家・演出家・ダンサーによるトークで紹介しま

した。また、これとあわせて、DDA 2019東京・ハノイ・バンコク公演参加メンバーに
よる無料のダンスワークショップも開催しました。

次世代を担う若手クリエイターのプレゼンテーションの場 「シブカル祭。」
渋谷PARCOを舞台に2011年に始まった「シブカル祭。」は、アート・ファッション・
音楽・パフォーマンスなど、あらゆるジャンルから、過去8年でのべ1,000組以上の若手
クリエイターが参加してきたカルチャーイベントです。2016年に渋谷PARCOが一時
休業した後も、渋谷CLUB QUATTRO・GALLARY X　BY PARCO（2017）、香港PMQ
（2018）など、場所と形を変え、たくさんの人々と一緒になって盛り上げてきました。

2019年は、渋谷PARCOオープンを前に、舞台を再び「渋谷の街」に、「渋谷」を
テーマにした表現を披露しました。今注目の若手クリエイター10チーム（組）が内容も
形も異なるZINEを制作し、渋谷のカフェやギャラリーに設置。2名のクリエイターが
中心となって撮り下ろした2本の映像作品も、渋谷各所の街頭ビジョンで放映しました。

   www.shibukaru.com

「PARCO MUSEUM TOKYO」
新型コロナウイルス感染症の影響により休業していた「PARCO MUSEUM 

TOKYO」は、営業再開後最初の企画として、写真家・映画監督の蜷川実花の新作
個展『東京TOKYO / MIKA NINAGAWA』を2020年6月12日より開催しました。
会場では「東京」と向き合ってシャッターを切り続けた2年間・500点以上の作品や
映像作品を展開しました。また、3Dビューで鑑賞できるオンライン展示を併催。
会場内を移動、360度見渡すなど、自宅にいながら、あたかも実際に展示会場にいる
ような鑑賞体験を提案しました。      

   https://art.parco.jp/museumtokyo/

『東京TOKYO / MIKA NINAGAWA』

DDA 2019バンコク公演

新しい鑑賞体験の提案

　コロナ禍のこの状況でなければ 、オンラインでの展示をやってみようとは思わなかったと思います。緊急
事態宣言が解除されたとはいえ、人混みに行きたくない方も多かったと思いますし、そんな中でも少しでも
多くの方に観ていただける機会を作れるならと。もちろん、実際に展示会場に足を運んで観ていただく面白さ
はあるんですが、今はたとえオンラインでも作品を観てもらえる間口が広がったほうがいい。それに、オンライン
展示にすることで東京以外の方にも観ていただけましたし、何度でも追体験ができるところもいいなと思い
ます。できることは何でもしたいし、少しでも楽しくなることや前向きな気持ちになれることは、みんなで共有
したいんです。

写真家／映画監督

蜷
にな

川
がわ

 実
み か

花 様
Photo：名児耶 洋
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株式会社パルコ
パルコブランドのプロデュース



株式会社パルコスペースシステムズは、内装デザイン・ディスプレイ演出といった空間創造のスペースプロ

ダクト事業から、施設の安全性・快適性を維持管理するビルマネジメント事業まで、空間のデザイン設計／施工／

施設運営／施設管理といった、施設づくりのすべての段階に対応する総合的なサービス・ソリューションを

提供しています。ショッピングセンター、専門店、公共施設、大型シティホテル、医療施設、美術館など、利用者が

デザイン性・快適性を求める施設において、PARCOで蓄積されたノウハウを活かし、取引先の資産価値の維持
向上に貢献しています。

サービス業務一覧

株式会社パルコスペースシステムズ

PRONTO（Otemachi One店）
内装工事・電気工事を受注

東京駅一番街（ウィンターイルミネーション）
イルミネーション装飾・広告ビジュアルを受注

外資系大型シティホテル
客室清掃・パブリック清掃を受託

東京ドームシティLaQua（クリスマスマーケット）
イベント企画・演出を受注

太宰府駅（西鉄太宰府線）
空間設計・照明関連業務・一部施工協力を受注

日比谷しまね館（島根県アンテナショップ）
空間設計・照明設計・内装工事・電気工事・ディスプレイ
他を受注

 内装工事
 内装監理
 設備管理
 警備
 パーキング
 ハウスキーピング

 清掃
 バンケット
 ディスプレイ・VMD
 （ビジュアルマーチャンダイジング）

 広告ビジュアル
 インテリアデザイン
 電気工事
 照明・LED・省エネ
 プロパティマネジメント
 インフォメーション

  www.parco-space.co.jp
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リアルとデジタルを融合させた新しい商空間の実現を
サポート

株式会社ヌーヴ・エイは、腕時計、眼鏡、化粧品、メンズ雑貨、ステーショナリーといった複数事業のセレクト

ショップの開発・運営をおこなっています。「雑貨」を核としたユニークな専門店企業として、全国151店舗（うち
PARCO47店舗）＊およびオンラインショップを展開しています。また、オリジナル商品の拡充、新業態開発へ
の取り組み、デジタル戦略加速によるオムニチャネル化の推進、マーケティング強化により、収益の拡大を

目指しています。            ＊2020年2月末日現在

株式会社パルコデジタルマーケティングは、商業施設向け ICT活用支援を中核事業とし、パルコのデジタル
活用を支援しています。店舗でのデジタルとWebを組み合わせた複数サービスを、300を超える商業施設や
専門店の運営ソリューションとして提供しています。

高感度のセレクトショップを展開

 TiCTAC（チックタック）腕時計専門店　
 75店舗（うちPARCO 15店舗）
 セレクトからオリジナルまで、国内外から集めた秀逸ウォッチを品揃え

 ROSEMARY（ローズマリー）化粧品／化粧雑貨専門店
 17店舗（うちPARCO 12店舗）
 女性のライフスタイルに合わせた商品提案で「キレイ」の可能性を 
トータルで実現

商業施設の販促強化と労務軽減が1つになったサービス
「PICTONA（ピクトナ）」

株式会社ヌーヴ・エイ

株式会社パルコデジタルマーケティング

 POKER FACE（ポーカーフェイス）眼鏡専門店
 25店舗（うちPARCO 12店舗）
 高品質でスタイリッシュなアイウェアを提案

 COLLECTORS（コレクターズ）メンズ雑貨専門店
 29店舗（うちPARCO 7店舗）
 カジュアルからビジネスまで、ライフスタイル、シーンに合わせた独自の
視点でセレクト

 その他業態
 5店舗（うちPARCO 1店舗）

渋谷PARCO 4階「Re⇆STOCK」
修理・カスタム・リメイクを通して「自分らしさ」という価値
観を提案するヴァリュー・クリエイト・メンテナンスショップ

渋谷PARCO 5階「TiCTAC update」
AR/VRを活用したデジタルフィッテングを実現し、O2O
の強化を図りました

  www.neuve-a.com

  www.parco-digital.co.jp
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株式会社パルコスペースシステムズ      株式会社ヌーヴ・エイ      株式会社パルコデジタルマーケティング



パルコグループのサステナビリティ

パルコグループは、3つの社会的役割である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を通じて、ステークホルダー 
からの信頼と満足を得て、企業価値を高めるための取り組みを推進しています。また、6つの重要テーマを設定し
活動を推進することで、SDGsの達成にも貢献しサステナブルな経営を目指しています。

詳細な取り組みはWebサイトをご覧ください。　    www.parco.co.jp/csr/ 

次世代

国内外の次世代を担う新しいクリエイションやデジタル次世代の新しい才能の発掘・育成の支援をはじめ、渋谷PARCOでは、
クリエイティブスタジオやオンラインとオフラインを融合した店舗、ジェンダーレスに対応したサービスなどを提供しています。

  P18からの「パルコブランドのプロデュース」もあわせてご参照ください。

文化

世界水準の舞台やトップクラスの作品、当社プロデュースでの演劇、映画など文化面で常に新しい価値提供や情報発信、市場
創造をおこなっています。また、ストリートダンスなどの芸術・文化においても、国内外の次世代の才能をサポートしています。

  P14からの「パルコのエンタテインメント」もあわせてご参照ください。

10代に向けたクリエイティブ・スクール「GAKU」
　「GAKU」は、10代の若者たちが、クリエイティブの原点に出会うことができる「学び」の集積地です。アート、映像、
音楽、建築、料理など幅広い領域で、社会の第一線で活躍するアーティストやデザイナー、先進的な教育機関が本質

的なクリエイティブ教育を実施しています。10代の若者が、本物のクリエイターと実際に出会い、時間を過ごし、
ともに考え、試行錯誤しながらクリエイションに向き合うことで、まだ見ぬ新しい自分や世界、すなわち、原点の

カオスに出会うことを目指します。

国際観光都市「渋谷」から演劇、音楽、映画、アートなどを発信する7拠点がスタート
　演劇「PARCO劇場」、音楽「CLUB QUATTRO」、映画「CINE QUINTO」「WHITE CINE 
QUINTO」、アート「PARCO MUSEUM TOKYO」「GALLERY X」、フードエンタメ「TOKYO 
PARADE goods & cafe」の7拠点から文化を発信しています。「TOKYO PARADE goods 
& cafe」では、新しいフードエンタメを発信することで、ここにしかない独自性、特異性を
醸成。本物にこだわることで、そのコンテンツの聖地として、ファンとコンテンツをつなぐ場

を提供しています。

地域

渋谷PARCOの再開発による「街づくり」をはじめ、国・自治体や学校、クリエイターと連携した育成の場の提供や地域活性化、
BOOSTERを通じた復興支援や地域課題の解決など、地域や街の魅力向上に貢献しています。

  P2からの「SOCIAL ROLES OF SHIBUYA PARCO」もあわせてご参照ください。

新たな挑戦・困りごと解決を応援する「しずおかMIRUIプロジェクト」
　静岡県内事業者の新たな挑戦・困りごと解決を、クラウドファンディングサービス「BOOSTER」で発信し、資金調
達やファンづくりを応援するとともに、「静岡PARCO」「松坂屋静岡店」「静岡新聞社・静岡放送」が該当プロジェクト
に対し、店舗やSNS、メディア媒体を通じて宣伝面をバックアップし、プロジェクトを成功に導く「しずおかMIRUIプロジェ
クト」を2020年1月よりスタートし、5月末現在で5件のプロジェクトが成功をおさめています。
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渋谷PARCO 8階　「WHITE CINE QUINTO」



環境

パートナーであるテナント企業をはじめ取引先企業と協力するとともに、お客さまや地域の方々のご理解をいただきながら、
持続可能な社会を次世代に残していくために、CO2フリー電力の導入など環境保全活動や環境負荷の少ない商業空間の
創造を推進しています。

  P2からの「SOCIAL ROLES OF SHIBUYA PARCO」もあわせてご参照ください。

環境に配慮した次世代型ビル
　外部環境の快適度やビルのエネルギー利用状況をデジタルサイネージで発信するデジタ

ルコミュニケーションによるエネルギーの効率的利用促進や、ガスコージェネレーションシス

テムを中心とした高効率エネルギーシステムの導入によるビル全体のエネルギーの効率

的な運用の促進が評価され、「サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）」として

国土交通省より採択されました。
利用状況をデジタルサイネージで発信

働き方改革

従業員一人ひとりが活き活きと能力を発揮できる環境を整えることが大切なことだと考え、多様性を担保する制度・環境の
整備や風土醸成を進めています。また、ショップスタッフの業務支援、働き方や環境の改善を推進しています。

コンプライアンス

パルコグループは、業務遂行に当たり、国内および海外の各種法令、社会ルール、
社会的規範および社内諸規定を遵守し、公正で透明性の高い企業活動をおこ
ないます。

場所を選ばない働き方を支援
　クラウドサービスの導入や社内グループウエアの刷新、全従業員へのモバイルパソコン・スマートフォンの配布により、自宅でも外出先でも

働ける環境の整備を推進しています。2019年には、副業制度を導入し、従業員の成長・自律促進や多彩な才能の発揮機会につなげています。

パルコグループのイノベーション施策
　社会の潮流や課題を考え、社内外の人が交流することで知見を高め、新しいビジネスを創造していくイノベーション施策を実施しています。

各種コンプライアンス研修を実施
　リスクマネジメント委員会が、継続的な研修や訓練を通じて従業員へ積極的に働きかけ、

コンプライアンスの徹底を図っています。ハラスメント研修については、2017年度より
全従業員の受講を目指し開催しています。

I’ UNIVERSITY CAFÉの様子

BCP訓練の様子

I’ UNIVERSITY CAFÉ
知見やアイデアの共有、コミュニケーションの機会につなげること

を目的に、社内の各部門で活躍しているリーダーやスタッフが、

毎回異なるテーマでオンラインディスカッションを開催。

PARCO GROUP BAR&CAFÉ
ドリンクを片手にカジュアルな雰囲気の中で、従業員が「社会課題」

をテーマに社内外の知見を共有し、意見交換するワークショップ

を開催。

PARCO GROUP PITCH
新規事業に携わる人や既存事業をブラッシュアップする人が、ディス

カッションを通じて新たな着想を得ることを目的として開催。
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パルコグループのサステナビリティ



企業情報

会社概要 （2020年2月末日現在）

J. フロントリテイリング グループにおけるパルコグループ
J. フロントリテイリング グループは、百貨店の大丸、松坂屋とパルコなどの中核事業を中心に、小売業の枠を超えた「マルチサービス

リテイラー」としての発展を目指しています。パルコグループはPARCO店舗の運営を中心に、J. フロントリテイリング グループの不動産
事業を主導しています。

組織図 （2020年9月1日現在）

コンプライアンス・リスク管理委員会

サステナビリティ委員会

投資委員会

指名報酬委員会 監査役

グループ監査室

株主総会

取締役会

社長

経営会議

コーポレートグループ

経営企画部

関連事業推進部

業務構造改革・
内部統制部

広報部

グループ情報システム推進部

取締役会・
指名報酬委員会事務局

コラボレーションビジネスグループ

コラボレーションビジネス企画部 商品事業企画部

ソーシャルイノベーション事業部 パルコ都市文化研究所

海外事業
推進部

人事戦略部経理・財務部

事務統括部

総務・法務部

エンタテインメント
事業部

PARCO店舗事業グループ

マーケットクリエイション部

営業政策部

店舗管理部

プロモーション部

CRM推進部

デジタル推進部

新規事業推進グループ 業態創造事業グループ

ワーキング
スペース事業部

事業開発部

ウェルネス事業部
マルチ業態営業部

心斎橋店準備室
マルチ業態運営部

ゼロゲート事業部

業務管理部

不動産戦略グループ

都市開発部

プロジェクト開発部

アセット
ソリューション部

建築部

空間デザイン部

不動産管理部

コミュニティ型店舗グループ都市型店舗グループ

津田沼店

新所沢店

ひばりが丘店

松本店

錦糸町店浦和店 上野店渋谷店

名古屋店

池袋店

心斎橋店

調布店 吉祥寺店

仙台店 静岡店福岡店 広島店 札幌店

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
従業員数 647名〈男性355名 女性292名〉

（2020年5月末日現在）

連結従業員数 2,555名（2020年5月末日現在）

単体営業収益 889億63百万円（2019年度）

店舗数 PARCO＊ 17店舗
ZERO GATE 1 1店舗
その他新業態  2店舗
＊2020年1 1月開業予定の心斎橋PARCOは含まれていません。

テナント数 2,178（2020年5月末日現在）

グループ企業  株式会社パルコスペースシステムズ
 株式会社ヌーヴ・エイ
 株式会社パルコデジタルマーケティング
 PARCO（Singapore）Pte Ltd 
（東南アジアショッピングセンタ－開発）
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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

1 9 5 7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

1963年 7月 株式会社東京丸物が社団法人日本証券業協会大阪
地区協会の「登録銘柄」に登録

1969年 6月 「東京丸物」を閉店し、「PARCO」開設準備体制に
着手

1 1月 「池袋PARCO」開店

1970年 4月 株式会社パルコに商号変更

1 9 7 3年 6月 「渋谷PARCO」開店
「PARCO劇場（旧西武劇場）」開場

1 9 7 5年 8月 「札幌PARCO」開店

1 9 7 7年 7月 「津田沼PARCO」開店

1980年 9月 「吉祥寺PARCO」開店

1 9 8 1年 9月 「渋谷PARCO PART3」開店

1983年 6月 「新所沢PARCO」開店

1984年 8月 「松本PARCO」開店

1 987年 1月 東京証券取引所市場第二部に株式上場

1988年 6月 「渋谷CLUB QUATTRO（旧Quattro by PARCO）」
開店

8月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

9月 株式会社パルコプロモーション設立

1989年 4月 ハウスカード「PEC（ペック）カード」発行開始
5月 「調布PARCO」開店
6月 「名古屋PARCO」開店

1 9 9 1年 9月 株式会社西電工に資本参加

1 1月 PARCO（Singapore）Pte Ltd設立

1993年 10月 「ひばりが丘PARCO」開店

1994年 3月 「池袋P’PARCO（ピーダッシュパルコ）」開店
4月 「広島PARCO」開店

1996年 4月 「松本PARCO」増床開店

1998年 1 1月 「名古屋PARCO南館」開店

2000年 3月 株式会社パルコ・シティ設立

9月 株式会社西電工、株式会社パルコプロモーション合併
株式会社パルコスペースシステムズに商号変更

2001年 6月 株式会社ヌーヴ・エイ営業開始

9月 「広島PARCO新館」開店

2002年 4月 「渋谷ZERO GATE」開店

2003年 5月 「委員会等設置会社（現・指名委員会等設置会社）」に
移行

2005年 2月 「Pedi（ペディ）汐留」開店

2006年 3月 ハウスカード「PECカード」を「PARCOカード」に
改称

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

2 0 1 1年 4月 「渋谷ZERO GATE」業態転換

2012年 3月 J. フロントリテイリングが当社株式の33.2%を取得
8月 J. フロントリテイリングが当社株式の65.0%を取得

2013年 4月 「心斎橋ZERO GATE」開店
「道頓堀ZERO GATE」開店

10月 「広島ZERO GATE」開店

2014年 10月 「名古屋ZERO GATE」開店
1 1月 「福岡PARCO新館」開店

2015年 3月 「福岡PARCO」増床開店
「名古屋PARCO midi」開店

2016年 2月 「札幌ZERO GATE」開店
7月 「仙台PARCO2」開店
8月 「渋谷PARCO（PART 1、PART 3）」建替えに伴う一時

休業

9月 「広島ZERO GATE2」開店

2017年 3月 株式会社パルコ・シティを株式会社パルコデジタル
マーケティングに商号変更

1 1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ZRRO GATE」開店

1 1月 「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
東京証券取引所より上場廃止
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