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一時休業にむけ、オープン来 43 年間分の感謝の気持ちをこめた特別な 10 日間 

 渋谷パルコ大感謝祭！ 開催のご案内 
 

 
渋谷パルコは、建替えのため、2016 年 8 月 7 日（日）で一時休業いたします。1973 年のオープンから、ファッションをはじめ 

アート、カルチャーの情報発信拠点としてたくさんのご支持とご愛顧をいただきました。一時休業に向けた企画の第一弾として、 
5 月 20 日（金）～5 月 29 日（日）の期間、「渋谷パルコ大感謝祭！」を開催いたします。 

「渋谷パルコ大感謝祭」は、43 年間分の「ありがとう」を込めて、「HUMAN MAGIC PARTY」と題したナイトパーティーや、 
渋谷パルコとゆかりの深いクリエイターによるイベントの開催、各ブランドからのここでしか買えない限定商品の販売をいたします。また、
渋谷パルコ店のみの 10 日間連続〈PARCO カード〉10％OFF 企画をあわせて行い、10 日間を盛大に盛り上げます。 
 
【企画概要】 
日程：2016 年 5 月 20 日（金）～2016 年 5 月 29 日（日） 10 日間 
タイトル：渋谷パルコ 大感謝祭！ 
概要： 
① 5 月 20 日（金）SPECIAL ナイトイベント「HUMAN MAGIC PARTY」開催 *詳細別途 
② 渋谷パルコとゆかりの深いクリエイターによるイベント *詳細別途 
③ 館内の約 40 ブランドが、渋谷パルコ限定商品を販売 *詳細別途 
④ 館内の約 100 ブランドが、商品をお買上げでレジにて 10％OFF 
⑤ パルコカードご利用で、さらにご請求時に 10％OFF （一部商品・店舗・キャッシング除外） 
 
【企画詳細】 

日時：2016 年 5 月 20 日（金） 17:30～22:00   *通常営業は 17:00 まで *閉店時間 1 時間延長 
会場：渋谷パルコ Part１（入場ゲート：Part1 正面入口） 
入場条件：INVITATION カードまたは INVITATION 画面提示（shibuya.parco.jp から入手可能） 
 
感謝の気持ちを驚きに変えて贈る、魔法の夜！ 

① 「HUMAN MAGIC PARTY」 

「魔法」をテーマにパフォーマンスやケータリングが楽しめる 1 日限り
の SPECIAL ナイトパーティー。テーブルクロスのウェイトレスや 
扉のボーイに、ポップコーンちゃんなど楽しいパフォーマーが館内で 
お待ちしております。その他にも、魔法にかかったような food や 
オリジナル 3D メガネを掛けると見つかる驚きの仕掛けまで！各ショップ
においても、ディレクター来店企画や、この時間限定のセール企画も開催します 

1. 5 月 20 日（金）SPECIAL ナイトイベント「HUMAN MAGIC PARTY」開催 
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 渋谷パルコを表現する、新しい切り口のファッションショー！ 

② 「さよなら、またね。デモ、 
_Last Show_」 
ファッション、カルチャー、フードといった多種多様にわたるショップを一同に介し、渋谷公園通りで 43 年間に渡り未来を提案してきた 
渋谷パルコ。8 月 7 日の一時休業をうけ、「さよなら、またね。」とは簡単には言えない、くすぶった想いを、次の未来に繋げるために、 
それぞれのショップに協力を仰ぎながら、最後のファッションショーとして表現します。 
  
 日程：2016 年 5 月 20 日（金）21:00～ 
 会場：PART1・1F 公園通り広場 *小雨決行 
 
 [スタッフ] *詳細別紙 
 山口壮大(やまぐち・そうた)／総合プロデュース、ファッションディレクター 
 金子繁孝(かねこ・しげたか)／ファッションショープロデューサー 
 KUNIO KOHZAKI(こうざき・くにお)／ヘアスタイリスト 
 Toyoda Yousuke(とよだ・ようすけ)／メイクアップアーティスト 
 杉原一平（すぎはら・いっぺい）／音楽 

NO DESIGN／クリエイティブディレクション 
三宅英正（みやけ・ひでまさ）／写真 

  [協賛]  Mimaki  http://www.mimaki.co.jp/ 
 

圧巻のダンスパフォーマンス！ 

③ 「s**t kingz(シットキングス)」スペシャルステージ 
  2007 年 10 月結成した、shoji, kazuki, NOPPO,Oguri の４人によるダンスチーム 

s**t kingz（通称シッキン）によるダンスパフォーマンスを開催します。海外の 
ダンスコンテストで連続優勝を果たすなど世界中のストリートダンスシーンを席巻している彼らの  
熱いパフォーマンスに注目です。 

 
日程：2016 年 5 月 20 日（金）19:00～ *5-6 分 
会場：PART1・1F 公園通り広場 *小雨決行 
 
[s**t kingz プロフィール] 
2007 年 10 月結成。三浦大知、EXO、V6 など国内外を問わず、数多くの一流アーティ
ストとの振付・共演実績を重ねるほか、世界各地でワークショップやパフォーマンスを行い、参
加人数は延べ1万人を超える。そのスタイリッシュ且つ人を惹きつける構成・パフォーマンスで、
ストリートダンス公演では異例の動員を誇る。 
2015 年には PARCO のコーポレートキャンペーン「SPECIAL IN YOU.」への起用のほか、近
年では音楽フェスティバルの「a-nation」や「トットてれび」（NHK）、「ナイトヒーロー
NAOTO」（TX）に出演するなどジャンルを超えた活躍が目覚ましい。 
2016 年９月には待望の新作公演「Wonderful Clunker-素晴らしきポンコツ-」が ZEPP
ブルーシアター六本木にて上演が決定。 
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数多くのクリエイターと二人三脚で時代をリードしてきた渋谷パルコらしく、様々なクリエイターが登場します。 
特に 5 月 27 日（金）は「まだまだ続く、PARTY LUSH!!～おもてなしラッシュの 3 時間～」と題して、クリエイターそれぞれの形で
「おもてなし」を実施。TALK やフリーマーケット、ライブを開催します。 
 
アートディレクターとダンスパフォーマーと音楽ユニットボーカルの異色の組み合わせ！ 

① 「まだまだ続く、PARTY LUSH!!」～TALK～ 

アートディレクター千原徹也（れもんらいふ）さんと、ダンスパフォーマー／振付家ホナガヨウコさんが運営するラジオ番組 
『ホナガと千原のヤギさんラジオ』を特別に、渋谷パルコで公開収録！スペシャルゲストにコムアイ（水曜日のカンパネラ）さんを迎え、
創造力と好奇心を刺激する時間を提供します。 
 
[日時]2016 年 5 月 27 日（金）20:00～21:00 
[会場]Part1・1F 公園通り広場 *小雨決行 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ここでしか買えないグッズが目白押し！ 

② 「まだまだ続く、PARTY LUSH!!」～ＦLＥA ＭＡＲＫＥＴ～ 

クリエイティブユニット SKIN がプロデュースする縁日が登場。アーティストたちの作品やグッズ、私物が入った福袋の販売いたします。 
その他にも Yamase Mayumi が店員として対応する射的屋さんや、SUEKKO・LIONS©が盛り上げる輪投げ屋さん、 
ヤマモトマナによるわたあめ屋さんも登場します。人気クリエイターがお祭り気分でお出迎えいたします。 

[参加アーティスト] 
ancco、桐佳、Colliu、最後の手段、Zazi、SALOTEZUMO、JENNY FAX、SUEKKO LIONS©、中里周子、ナガタニサキ、
NONCHELEEE&UKA、東佳苗（縷縷夢兎）、HYOTA、Mayumi Yamase、MIKIO SAKABE、ヤマモトマナ、Ly 

 
[日時]2016 年 5 月 27 日（金）18:00～21:00  
[会場] Part1・1F スペイン坂広場 *小雨決行 

 

２． 渋谷パルコとゆかりの深いクリエイターによるイベント 
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今、注目のアーティストが登場！ 

③ 「まだまだ続く、PARTY LUSH!!」～LIVE presents by 2.5D PRODUCTION 
渋谷パルコ 6F にある、ソーシャル TV 局＜2.5D＞による迫力のライブパフォーマンス！ 
メインアクトは清竜人 25 を迎えスペシャルライブをお届けします。 
 
[参加アーティスト] 

   清竜人 25（アイドルユニット） 
Paellas（インディースロックバンド）、 
あっこゴリラ（フィメールラッパー） 
プティパ-petie pas!-（アイドル） 
 
[日時]2016年5月27日（金）18:00～20:00 
[会場] Part1・1F スペイン坂広場 *小雨決行 
 
 

「ありがとう」の気持ちを込めたショップが 10 日間登場！ 

④ SOVENIR-YA 感謝祭！ 
トランク型*スーベニア*ショップ”SOUVENIR-YA”のテーマは感謝、おもてなし。 
渋谷パルコにゆかりある方々から届いたありがとうの気持ちを込めた 1 言メッセー
ジ付 1 点ものアイテム、新進クリエイターを中心とした「これからもよろしく」の 
思いが詰まった最新アイテムなど、思い思いに集まったアイテムの数々を 
感謝の気持ちとお祭り気分でお届けします。 
 
[参加クリエイター] 

  FAIFAI、Kim songhe、加賀美健、ヌケメ、いすたえこ(NNNNY)、マジカル企画部、Violet And Claire、 
青野賢一(ビームス創造研究所)、花代 x 点子、蓮沼執太、小林エリカ、野川かさね、遠藤リカ、STOMACHACHE.、 
trikotri(とりことり)、ZOMBIE-CHANG、Fanellie、otana、MAN、KOTOBUKISHA、ETSUSHI、joy!、ancco 他 
 
[会期]2016 年 5 月 20 日（金）～5 月 29 日（日） 
[会場] Part1・1F 特設会場 
 
★特別イベント : STOMACHACHE.の缶バッチ屋台 
5 月 20 日（金）19 時～22 時に STOMACHACHE.による特製缶バッチ屋台を開催します。 

 
企画制作 : sakumotto 
ロゴ : ancco 
グラフィック : 三ッ間 菖子 
空間デザイン : 西尾 健史 (Days) 
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何が飛び出すか分からない！？個性的な音楽とダンスで盛り上がります！ 

⑤ ウェルカム チキュージン 
FAIFAI が公園通りから宇宙へ送るスペクタクルパフォーマンス！ 
個性豊かなパフォーマーたちが最大級のありがとうを込めて踊ります、飛び入り参加
も可能です。プロデュースは、グラフィックデザイナーのいすたえこが参加。 
 
[いすたえこ] 
グラフィックデザイナー／デザインユニット NNNNY メンバー。紙、WEB、プロダクツ
問わず活動中／物理世界の店舗=「PHYSICAL TEMPO」運営。 
 
[日時]2016 年 5 月 21 日（土）、5 月 22 日（日） 
      各日 13:00～16:00 
[会場] Part1・1F 公園通り広場 *小雨決行 
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43 年間のありがとうの気持ちを込めて、約 40 ショップが限定商品を販売いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

*画像はイメージです 

３． 館内の約 40 ブランドが渋谷パルコ限定商品を販売 

マッドストア アンダーカバー／Part1・1F 

MAD×PHINGERIN CHINA JKT 24,840 円 

オープニングセレモニー／Part1・3F 

ロゴジャガード（トップス）7,452 円 

 

グランドワイ／Part1・1F 

コットンブロード（XS/M） 25,000 円 

ツモリチサト／Part1・3F 

P 裏毛レディス（右） 16,200 円 

P 裏毛メンズ（左）11,880 円 

ミントデザインズ／Part1・1F 

プリントドレス（1 点もの） 36,720 円 

カバン ド ズッカ／Part1・3F 

キャンバスロゴトート（生成、黒の 2 色展

開） 2,700 円 

ミントデザインズ／Part1・B1F 

プリントドレス（1 点もの） 36,720 円 

ネ・ネット／Part1・4F 

ペンさん T 7,344 円 

メルシーボークー、／Part1・4F 

ロゴししゅうティー(黒、白の 2 色展開) 

10,260 円 

フランシュリッペ／Part1・4F 

パルコアラ T  7,452 円 
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【限定商品一覧】 ※限定商品は数に限りがございます。 

 

 
 
 

一時休業に向けた企画 「Last Dance_キャンペーン」同時開催中！  
キャンペーン広告ビジュアルとスペシャル MOVIE、特設サイトはこちら ＞＞http://shibuya.parco.jp/lastdance_/ 
クリエイティブディレクター：箭内道彦氏 アートディレクター・デザイナー：井上嗣也氏 コピーライター：渡辺潤平氏 
CAST 編:中谷美紀さん、エリイさん（Chim↑Pom）、森山未來さん、木村カエラさん 

フロア 店名 アイテム 商品名 価格

PART1・B1F ミントデザインズ ガレージストア レディス・メンズ プリントドレス 36,720円

PART1・1F MADSTORE UNDERCOVER レディス・メンズ MAD×PHINGERIN　CHINA JKT 24,840円

Ground Y レディス・メンズ コットンブロード 25,000円

アナザーエディション レディス パッチワーク巾着 9,504円

サマンサタバサ バッグ・レディス・雑貨 エナメル エムシュシュ 41,040円

ミツカルストア バイ ワンスアマンス パルコプロデュースショップ AQUVI×nezuコラボネックレス 9,504円

J.S.BURGERS CAFÉ ハンバーガーカフェ チキン南蛮バーガー（ポテトドリンク付） 1,350円

PART1・2F ブロンディ リリッシュ レディス 3Way　オフショル付キャミソール 10,260円

ザ ヴァージニア レディス ギャザーフリルTシャツ 7,344円

PART1・3F オープニングセレモニー レディス・メンズ ロゴジャガード 7,452円

CABANE de ZUCCa レディス・メンズ キャンバスロゴトート 2,700円

ツモリチサト レディス・メンズ Ｐ裏毛 レディス：16,200円/メンズ：11,880円

フラボア レディス・メンズ
【渋谷パルコ限定カラー】
「ベアチョッパ―Ｔシャツ」「パンベポＴシャツ」ブ
ラック

7,344円

PART1・4F ぱりゅこ メンズ・レディス・雑貨 spoken words projecｔリメイクパーカー 23,760円

ネ・ネット レディス・キッズ・メンズ ペンさんT 7,344円

メルシーボークー、 レディス・メンズ ロゴししゅうティー 10,260円

フランシュリッペ レディス フランシュリッペ限定パルコアラT 7,452円

RNA-N Resource Complex レディス リメイクプルオーバー 11,880円

ハウピア レディス 野いちご探し 7,020円

PART1・5F ジュンレッドプリュス メンズ Tシャツ（ネックレス付） 5,292円

LHP メンズ 帽子 4,860円

マスターキングズbyサマンサタバサ＆ノーマディック バッグ・ジュエリー 渋谷パルコ限定　ネックレス 12,960円

トルネードマート メンズ 迷彩ＪＱジャージーポケットＴシャツ 6,264円

チューズライフバイキャサリンハムネット レディス・メンズ フレンチリネンシャツ 価格未定

メメント メンズ Ｔシャツ 8,910円

リクエスト アベニュー メンズ Ｔシャツ 6,750円

シアラ iPhoneケース・iPhone充電器 iPhoneケース 4,860円

PART3・1F リル アクセサリー STAR　BRACELET 1,944円

baby fang アクセサリー リトルムーンピアス 3,132円

PART3・2F アース ミュージック＆エコロジー プレミアム ストア レディス トートバッグ 3,229円

WEGO レディス シブヤガールプリントT 1,717円

SHUSHU レディス コットンラッフルスカート 5,292円

PART3・3F メディストア アクセサリー・雑貨 WFWSブリリアントmini ボディピアス 3240円

RNA Media:: レディス ドギーボーンPT　BIG Tシャツ 5,292円

PART3・4F Amavel レディス レースアップ チュールカンカン帽 9,936円
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5/20(金) SPECIALナイトイベント「HUMAN MAGIC PARTY」 

取材のご案内 

 

記 

日時： 2016年 5月 20日(金) 17：30～22:00  

取材受付：渋谷パルコ パート１ J.S.BURGERS CAFÉ 横 

取材受付時間：17：00～18:00／20:00～21:00 （それ以外の時間でも可） 

 

ご出席・ご欠席 

※どちらかに○をつけてください。下記ご記入ください。 

 

お芳名 

 

貴社名 

 

貴部署（貴媒体） 

 

TEL FAX 

 

取材受付時間 

① 17:00～18:00      ②20:00～21:00       ③それ以外（                ） 

取材希望イベント   ↓○印をつけてください 

① HUMAN MAGIC PARTY 館内イベントの様子 

② 「さよなら、またね。デモ、_Last Show_」 

③ 「s**t kingz(シットキングズ)」スペシャルステージ 

④ その他  （                        ） 

※お客様の個人情報は本件の目的以外には一切使用いたしません。 

 

* お手数とは存じますが、ご出席の方は 5月 16日（月）までにFAX でお知らせ下さい。 

* 他の日時での取材も承ります。お気軽にご連絡くださいませ。 

＜本件に関するお問合せ先＞ 
渋谷パルコ 営業課 担当：金嶋 kana-aya@parco.jp/太田 ota-emi@parco.jp 

  TEL.03-3477-5851  FAX.03-5489-7888 


