
パルコグループのCSR
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特集：原点進化～PARCOが伝えてきたもの、創ってきたもの
パルコグループの社会的役割、つまり原点である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を時代

や経済環境、さらに消費行動の変化の中で、新しい試みを持って進化させることが事業を成長させる基盤と

なっています。
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編集方針

本報告書は持続可能な社会の実現を目指すパルコグループの経済、社会、環境に関する取り組みと実績を、お客さまをはじめとした、事業にかかわるすべて

の皆さまに報告するものです。

2012年3月に制定した「パルコグループCSR基本方針」で定めたCSR重点テーマに基づいた構成としております。

報告させていただく取り組みと実績は、パルコグループが2014年3月から2015年6月までの期間におこなった事例です。

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※人名・団体名・公共機関名などは、原則として敬称を略しています。

P.4

CSR基本方針
パルコグループはCSR活動の定義を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を

高める取り組み」と考え、ステークホルダーと円滑な関係を構築しながら、経営の透明性確保などコー

ポレート・ガバナンス強化にも取り組み、CSR活動の質の向上につなげています。

P.51

パルコグループの事業モデルを循環させることで、「インキュベーション」「街づくり」「情
報発信」という新しい価値を創出していくことがパルコグループのブランド価値に繋がると考
えています。

P.3

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通じ、ともに成長していくことが事業成長へつながる
と考えています。

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ような店舗運営、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。案件ごとに付加価値の高いプランを導き出し、魅力
的な店舗開発を推進しています。

情報発信

国内外の良質な文化活動をプロデュースし、生活者の方がたへ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おこなっています。

パルコのエンタテインメント　インタビュー　映画監督/演出家　行定 勲
情報発信拠点として、PARCO劇場が担う役割と今後の期待について2007年にPARCO劇場で舞台を
初演出し、映画監督、演出家として多彩な才能を発揮している行定勲さんにお話を伺いまし
た。
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私はCSRとは経営理念の具現化であり、事業基盤そのものであると考えています。「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」。この経営理念のもと、

先見的、独創的な事業活動を行うことで、生活者の方々が心豊かになる社会の実現に貢献することがパルコグル

ープのCSRです。

ここで言う先見的、独創的な事業活動とは、パルコグループ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」という3つの「原点＝パルコらしさ」を時代の変化を捉えながら「進化」させることです。

そのためにはパルコグループ全社員が常に新しい発想を持って事業に取り組まなくてはなりません。

社員の個性を最大限に引き出し、水平コミュニケーションを通じ、多様な人材が、多様な働き方を通して、新し

い発想を次々と生み出す企業風土を創るため、昨年度より私がダイバーシティ推進委員会の委員長となり、スピ

ード感を持って推進しています。

昨年度には、このようなCSR活動の中から、ショッピングセンターとしては初のクラウドファンディング・サー

ビス「BOOSTER（ブースター）」がスタートしました。BOOSTERのプロジェクト開発には、社員が持つネッ

トワークや知識を活かし、全社横断的に取り組んでいます。

パルコグループの「人財」が、想いや才能を持った個人とそれに共感する生活者の方々を繋ぎ、イノベーション

が次々に湧き起こる世の中の創出に貢献したいと思っています。

これからも、生活者の方々の想いを汲み取り、お応えするために、パルコグループは、2020年に向けた長期ビ

ジョン“都市マーケットで活躍する企業集団”として、「生活者の方々に心の豊かさをご提供する」という強い意

志を持ち、グループ一丸となって、ステークホルダーの皆様と一緒に時代を切り拓いていきたいと考えていま

す。そのためにパルコグループは、先見的、独創的な「原点＝パルコらしさ」をもって、社会と共有できる「新

しい価値」を創出してまいります。

2015年 8月 株式会社パルコ

代表執行役社長
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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通

じ、ともに成長していくことが事業成長へつながると考えています。

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ような店舗運

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。案

件ごとに付加価値の高いプランを導き出し、魅力的な店舗開発を推進

しています。

情報発信
国内外の良質な文化活動をプロデュースし、生活者の方がたへ心豊か

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

ンの深耕をおこなっています。

PARCOが伝えてきたもの、創ってきたもの
PARCOは開業以来、ファッションのみならず音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、新

しいライフスタイルの提案をおこなってきました。そして新しい才能を持った多くの人びとの創造の場として機

能することで、社会が共感する新しい価値を創造してきました。

パルコグループの社会的役割、つまり原点である「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」を時代や経

済環境、さらに消費行動の変化の中で、新しい試みを持って進化させることが事業を成長させる基盤となってい

ます。

また、中期経営計画（2014年度～2016年度）では事業推進のための基盤強化として事業活動に則した独自のCSR

活動の展開を推進しています。

パルコグループの価値創造プロセス

パルコグループの事業モデルを循環させることで、「インキュベーション」「街づくり」「情報発信」とい

う新しい価値を創出していくことがパルコグループのブランド価値に繋がると考えています。

パルコのエンタテインメント
インタビュー　映画監督/演出家　行定 勲

情報発信拠点として、PARCO劇場が担う役割と今後の期待について

2007年にPARCO劇場で舞台を初演出し、映画監督、演出家として

多彩な才能を発揮している行定勲さんにお話を伺いました。
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パルコは、パルコグループの企業理念と「PARCO」という社名に込めた想いのもと、ステークホルダーの皆さ

まとともに新しいライフスタイルの創造をおこなっています。

パルコの事業活動は商業空間のトータルプロデュース力を活かし、時代を見据えた経営戦略を実行することで、
生活者の方がたへ心豊かな生活を提案することです。それは社会が共感する新しい価値の創造であり、「インキ 

ュベーション」「街づくり」「情報発信」を通じて絶えず発展させることがパルコグループの社会的役割だと考
えています。

パルコの持つ6つの資本を活用し、パルコグループの事業モデルを循環させることで、新しい価値を創出してい

くことがパルコグループのブランド価値、つまり社会が共感する新しい価値を創造するプロセスとなっていま
す。

パルコグループの価値創造プロセス | CSR | 株式会社パルコ 3

http://www.parco.co.jp/csr/feature/incubation/
http://www.parco.co.jp/csr/feature/urbanrevitalization
http://www.parco.co.jp/csr/feature/trendscommunication/
http://www.parco.co.jp/img/csr/feature/img_process_l.png
http://www.parco.co.jp/csr/feature/incubation/


新しい才能の発見と応援をし、新たな価値を創出する「インキュベーション」の取り組み

パルコは創業より、音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、さまざまな新しい才能の発見
や応援をしてきました。当社の持つ国内外のネットワークや、事業ノウハウを活用することで、事業成長の機会

を提供をしています。

また、コーポレートメッセージ「SPECIAL IN YOU.」を掲げ、このようなインキュベーションの積極的な活動

を発信しています。

2015
クラウドファンディング・サービスによるクリエイターの成長支援

2014
日本の次世代を担う若手デザイナーの成長支援

クラウドファンディング・サービス「BOOSTER」

「A REAL UN REAL AGE」パリ巡回展

第4回「シブカル祭。」開催

第2回ASIA FASHION COLLECTION～Global Incubation Project～

次代を担うアジアの若手デザイナーを支援する新しい取り組みをスタート
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2013

Asia Fashion Exchange

アジア最大のファッションイベントにパルコが参加

「FIGHT FASHION FUND」参加デザイナーが目標を上回る結果を達成

HELLO,SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE

ニッポンが世界に誇れる"ジャパンファッション"をASEANに
PARCO クールジャパンプロジェクトを開催

FIGHT FASHION FUND by PARCO

FIGHT FASHION FUND 支援デザイナーランウェイショーを海外で実施

第3回「シブカル祭」開催

福岡PARCO「天神ラボ」参加アーティストが台湾のギャラリーに出展

第1回ASIA FASHION COLLECTION ～Global Incubation Project～

第2回天神ラボ開催

名古屋PARCO ナゴパル文化祭（パルコの

庭）

地元東海エリアの若手クリエイターを応援するイベ

ントを開催
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2012
第2回「シブカル祭」開催

福岡PARCO 天神ラボ

地元福岡や九州の若手クリエイターを応援するイベ

ントを開催

MEETS CAL ストア by once A month

世界と地元のモノづくりを見つける

自主編集ショップ ミツカルストア オープン

2011

2010

渋谷PARCO シブカル祭。

若手クリエイターに表現の場を提供。

パルコの女子文化祭「シブカル祭。」開催

FIGHT FASHION FUND by PARCO

日本初。一口3万円。

新しいファッションを応援するファンド

FIGHT FASHION FUND by PARCOスタート

PARCO next NEXT スタート

once A month

パルコ自主編集ショップ

once A month オープン
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2014年度よりクリエイティブ・コンテンツ領域全般におけるプロジェクトの実現をサポートし、生活者個人の
皆さまと一緒にイノベーティヴな挑戦を世の中に送り出す仕組みとして、クラウドファンディング・サービス

「BOOSTER」をスタートしました。

「インキュベーション（＝新しい才能の発見と応援）」を掲げてきたパルコは、「BOOSTER」を通じて、想い

や才能を持った個人がチャレンジし続ける社会が実現し、イノベーションが次々と沸き起こる世の中を多くの人

と一緒に創りたいと考えています。

BOOSTERのサービスを活用し、若手デザイナーのランウェイショーを実現

自身もファッションデザイナーとして活躍し、海外からの評価も高い「mikio  sakabe（ミキオ  サカベ）」の坂
部三樹郎氏と「writtenafterwards（リトゥンアフターワーズ）」の山縣良和氏がプロジェクトオーナーとな
り、新感覚の若手ブランド集団【東京ニューエイジ】のファッションショーを開催するためのサポートプロジェ

クトをおこないました。

クラウドファンディング・サービス
「BOOSTER（ブースター）」によるクリエイターの成長支援

多くの生活者の方の支持を得ることができプロジェク

トは成立し、 2015年春におこなわれた東京コレク

ション期間中に当社のCLUB QUATTRO（クラブクア

トロ）を使い、ライブ感溢れるファッションショーを

実現しました。

BOOSTER　ウェブサイト
CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）では多くのお客さまが見
守る中、ライブ感溢れるファッションショーを実施

今回BOOSTERとの取り組みによってファッションデザイナーとお客さまとの取り組みやコミュニケー

ションがショーやデザインを共有すること、お店で服を買ってもらうこととは違う新たな形で実現でき

たと思います。

BOOSTERを通じて長期的に新たな関係性を取り組んでいけたらと思いました。

Profile

ファッションデザイナー。1976年東京都生まれ。2006年、アントワープ王立芸術アカデミ 

ーファッション科マスターコースを主席で卒業。同年に台湾出身のシュエ・ジェンファンと

ブランド「mikio sakabe（ミキオサカベ）」を立ち上げる。

公式サイト：http://www.mikiosakabe.com/
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日本ファッションの次世代を担うブランドのひとつで

ある「ANREALAGE （アンリアレイジ）」のパリ進

出に向け、パリコレクションランウェイショー、渋谷

PARCOでおこなった展覧会『A REAL UN REAL

「A　REAL UN REAL AGE」パリ巡回展
2014年9月22日～10月2日

AGE』のパリ巡回展 の支援をおこないました。ま

た、渋谷PARCOでは期間限定ショップの展開 やパル

コの自主編集ショップでのオリジナル企画商品の販売

など、幅広い 取り組みへと発展しています。

「A　REAL UN REAL AGE」パリ巡回展

日本の服飾専門学校やアジア各国のファッション機構

と連携し、日本、韓国、台湾、香港の若手デザイナー

を発掘・応援する取り組みをおこなっています。東

京・ニューヨーク・台湾におけるファッションイベン

トでのランウェイショーの実施を始めとする支援プロ

グラムを通じて、事業成長の機会を提供しています。

アジアの若手デザイナーのグローバルな活動とアジア

のファッション産業の発展を目指します。

ASIA FASHION COLLECTION

ASIA FASHION COLLECTION 
2014年10月～　 2013年10月よりスタート

彼女たちの自由で力強い作品、枠にとらわれないパフ

ォーマンスの数々は観客を圧倒し、多くの共感と反響

を得ています。

また、PARCO以外のファッションイベントとも
連動することで、渋谷の街をファッション、アート、
カルチャーで盛り上げています。

渋谷PARCOを舞台に、音楽、映像、作品、パフォーマンスなど、さまざまなジャンルで活躍する若手女子クリ

エイターたちが自分たちのクリエイティブを表現。シブカル祭を通じて参加クリエイター同士が交流し、新たな

刺激も生み出しています。

シブカル祭。
2014年10月17日～26日 2010年よりスタート

同様に福岡PARCO、名古屋PARCOでは地元で活躍す

る若手クリエイターが参加するカルチャーイベントを

開催しています。

シブカル祭。ウェブサイト
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毎年春にシンガポールで行われるアジア最大のファッションイベント「Asia Fashion Exchange」のランウェイ

ショー「Audi Fashion Festival」に参加し、次世代のジャパン・ファッションを担うデザイナーのショーケース

として、「DRESSCAMP」を招聘したランウェイショーを開催いたしました。

当社の現地ネットワークを活かし、現地ファッション

協会や有力小売事業者のランウェイショー招待や、セ

レクトショップバイヤーへのアプローチ、マーケット

でのブランド認知向上を目指したPRなどのサポート

を実施し、日本のクリエイションに対する注目と高い

評価、マーケットからのニーズを実感する機会の提供

につながりました。

Asia Fashion Exchange

Asia Fashion Exchange 
2014年5月12日～18日

クリエイション力のある若手作家やメーカー、旬の商材をマーケットに提案・販売していく場として、自主編集

ショップを展開。新しい才能を開花させる「場所＝コト」をともに創り、新しいコト消費のストーリーを提供し

ています。

once A month 2010年よりスタート

オリジナル商品も開発。商品の取り扱いからお取引が

スタートしたブランドがテナント出店へ発展する事例

も増えています。

現在は渋谷PARCOにMEETS CUL　ストア　by once

A monthを福岡PARCOにonce A monthを出店してお

り、オリジナル商品の一部は卸販売をしています。

once A month ウェブサイト

パルコの全国店舗ネットワークを活かし、各地域の地元クリエイターや作家たちとコラボレーションした、

「次世代を担う日本のファッション、ものづくりの創り手が海外成長市場で勝負する場」を提供するため、シン

ガポールで編集売場（ポップアップショップ）、ファッションショー、商談会を実施しました。

HELLO, SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE 2013年2月15日～3月10日

日本の若手デザイナー、クリエイターたちによる商品

の展示・販売だけではなく、日本と現地、双方のカル

チャーを掛け合わせた新しい価値の創造にチャレンジ

し、コラボレーション作品や、商品開発にも取り組み

ました。 当社の「インキュベーションと現地協業に

対する想い」を理解していただいたことで、さまざま

な領域の次世代才能や組織と協業が実現し、想定以上

の結果を得ることができました。（2012 年度　経済

産業省クール・ジャパン戦略推進事業　受託事業）

HELLO, SHIBUYA TOKYO WITH SINGAPORE　ウェブサイト

インキュベーション　新しい才能の発見と応援 | CSR | 株式会社パルコ 9

http://www.parco.co.jp/blog/detail/?id=33
http://www.parco.jp/onceamonth/
http://www.helloshibuyatokyo.jp/


次世代を担う才能を持っていながら、十分な資金や顧客、ビジネスパートナー、 事業機会などを持たないファッ

ション事業者の事業成長支援を実現し、ジャパン・ ブランド、ジャパン・ファッションの活性化を目指すため、

1口3万円の「小額出資」と「仲間づくり（ファンづく

り）」を通じて、次世代を担うファッションデザイ

ナーの事業成長を応援するファンクラブ型の出資ス

キーム、「FIGHT FASHION FUND by PARCO」を立

ち上げました。

FIGHT FASHION FUND by PARCO 2011年～2014年

これまでに2ブランドの事業成長支援の募集を行い、

共に大きな成果を得ることができました。

FIGHT FASHION FUND by PARCO　ウェブサイト

シンガポールの若手デザイナー育成プロジェクトを、 PARCO（Singapore）Pte Ltd とTextile &Fashion 

Federation(Singapore)(シンガポールファッション協会)が、SPRING Singapore(起業家を支援する政府機関)の

サポートを受けて運営。 計55ブランドの成長をサポートしました。

販売スペースの提供や、日本のPARCOを活用したイ

ベント出店、ショップの運営ノウハウの提供をするな

ど、グローバルな取り組みを展開し、若手デザイナー

の活発なクリエイティブ活動をサポートしました。

PARCO next NEXT

PARCO next NEXT
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2014年11月には福岡PARCO新館開業、2015年3月には福岡PARCO本館  増床部が開業し、天神エリア最大級の

ショッピングセンターへと進化しました。

九州初出店のカフェや高感度ファッションのセレクト

ショップ、地元で活躍する工芸作家やアーティストを

紹介するギャラリーストア、アニメ・ゲームなどの新

しいカルチャーを紹介するショップを取りそろえると

ともに、Wi‒Fiの整備、デジタルサイネージの導入な

どをおこない、デジタルコミュニケーション環境構築

による新たな消費体験を提供しています。

パルコは既存事業に加え、新たな事業モデルであるゼロゲート事業の拡大などエリアの面開発を積極的におこな

うことで快適で、楽しい街づくりに取り組んでいます。また、ご出店いただいているテナントの皆さまとのイコ 
ールパートナー主義のもと、マーケットの可能性やお客さまの期待に応えるために、ともに新たな挑戦をおこな
い、街の個性を創造しています。 

福岡エリア

福岡PARCO新館　福岡PARCO本館 増床部

福岡PARCO新館にベーカリーカフェ
「GONTRAN CHERRIER（ゴントラン シェリエ）」を出店いただいている

今回福岡PARCO新館にベーカリーカフェ「ゴントラン シェリエ」を出店した理由は、トレンドに敏感

なお客さまが集まる福岡というマーケットの魅力もありますが、何よりも、幅広いお客さまにライフス

タイル全般を通じて新しい価値を提案したいというパルコの想いと私たちの意志が一致したからです。

パルコのイコールパートナー主義の考え方のもと「テナントと一緒に事業を成功させる」という強力な

バックアップとテナントの要望に柔軟に対応してくれたことで今回の成功につながったと考えていま

す。

マーケットの激しい環境変化の中で勝ち残っていくにはディベロッパーとテナントとの連携を強固にし

ていかなければなりません。事業を成功させるという想いを互いに持ち続けてともに挑戦し、お客さま

に新しい価値を提供していきたいと思っています。
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2014年10月には名古屋ZERO GATE開業、2015年3

月には名古屋PARCO西館に隣接する名古屋PARCO

midi （ミディ）を開業しました。

高感度ファッションや、話題の飲食店の導入をしたほ

か、既存の名古屋PARCOも大きくリニューアルを

し、エントランス部分の環境を整備するなど、新規物

件による面の広がりと環境改善による街歩きの楽しさ

を提案しています。
名古屋PARCO midi 2015年3月27日開業

名古屋エリア

名古屋ZERO GATE　名古屋PARCO midi

名古屋PARCO midiにレストラン・カフェ「Eggs’n Things（エッグスンシング
ス）」を出店いただいている

この度は、名古屋PARCO midiへの出店の機会を頂きまして、誠にありがとうございます。弊社、エッグ

スンシングスジャパンとしましては節目にあたる十号店目でもあり、また東海エリア初である記念すべ

き店舗を名古屋PARCOへ出店できましたことを深く感謝しております。東海地域には、独特の「朝食文

化」が根付いている地域であり、エッグスンシングスのコンセプトである「All Day Breakfast」

を受け入れて頂けるか心配もありましたが、御社の広報活動のご協力もあり、オープン日に約400名以上
のお客さまで行列ができる結果となりました。今後も一過性のものではなく、名古屋でも愛される店舗
になるために、名古屋PARCOと共存共栄していきたいと思います。

今後の出店計画物件
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情報コミュニケーションが大きく変化する中で、テナントおよび顧客との新たなコミュニケーションの手法とし

て、ICTを活用した取り組みを強化しています。

PARCO全店のWebサイトをリニューアルし、ご出店いただいているテナントスタッフの方がたがお客様へWeb

を通じて情報配信する「ショップブログ」の機能の強化や、ソーシャルネットワーキングサービスの追加や通販

システムを連動し、パルコショップブログから直接商品を取り置き・購入できるサービス機能「カエルパルコ」

を提供により、Webを通じたお客様との新しいコミュニケーションに取り組んでいます。

加えて、データ管理・分析を強化し、ご出店いただいているテナントスタッフの方々と当社スタッフが効率的か

つ、有効的に業務を遂行できるよう努めています。

パルコのオムニチャネル化戦略

パルコは店舗の魅力を最大限に発揮するためにさまざまなWebサービスを提供しています。情報を配信する強力

なインフルエンサーとしてショップスタッフの方がたのWebを通じた接客力を強化することで、お客さまの来店

前から来店、お買い上げまでを提案できる「オムニチャネル接客」スタッフの育成にも注力しています。
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Webを通じてPARCO館内の魅力的な情報を配信し、

来店促進を図るために、パルコショップブログの活用

方法や、商品の見せ方、効果的な配信手法など、定期

的にテナント研修を実施することでWebを活用した

接客力の強化を図っています。

当社スタッフが定期的に各店舗でショップスタッフの方に向け
たWebを活用するための研修をおこなっています。

ショップ商品を取り置き予約、購入できるサービス
「カエルパルコ」

パルコのショップブログにWeb取り置き予約と通販注

文サービス機能を追加し、ブログでチェックした店頭

商品をその場で取り置き予約、購入することができる

ようになりました。

カエルパルコ　ウェブサイト

スマートフォンアプリケーション「POCKET
PARCO」

パルコのショップブログや各店のイベント情報などお

客さま一人ひとりに合わせた情報が表示されるほか、

来店やクレジットカードでの商品購入などによりお買

い物優待券に交換できるコイン（ポイント）が付与さ

れるなど、アプリを通じてPARCOのお買い物を楽しむ

ための情報とサービスを豊富に提供しています。

POCKET PARCO　ウェブサイト

新しいサービスツールの開発

お客さまといつでもどこでも繋がり、パルコの情報を楽しんでいただくためのツールの開発を行っています。

PARCOのWEB接客研修
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カエルパルコのサービスを活用しているショップスタッフの皆さまからのご意見

自店では、ショップ単位で個性を活かしたプロモーションが可能なコンテンツとしてカエルパルコとパ

ルコショップブログを活用しています。自店のような店舗が拡大することが、今後の売場活性化の重要

なポイントとなると思います。活用ショップが増えることで、売場の情報発信と品揃えの強化につなが

り、売上に直結するので、パルコとショップがともに協力し、Webサービスの積極的な活用を推進して

いくことが大切だと思います。

Webの活用を促進する講習会では、お客さまがサービスを使用した際のレビューや感想を情報共有して

いただけると、更なるサービスの向上につながると思うので、今後も強化していただきたいですし、定

期的にスタッフの声も聞いていただけると嬉しいです。

姿の見えないお客さまに対して実店舗と同等の接客をおこなうのは難しいですが、遠方のお客さまにと 

ってはカエルパルコだとオンタイムで、実際に足を運ばなくても簡単に購入できるのでお客さまにとっ

ても便利なサービスだと思います。自店の売上にもつながるのでもっと活用して店舗売上にもプラスし

ていきたいと思います。

今後はカエルパルコ限定の企画や特典などで利用促進できる施策を期待しています。また自店はパルコ

ショップブログの閲覧数が多いので、パルコショップブログとともにPOCKET PARCOもお客さまにお

すすめを徹底しています。

ステークホルダーからのメッセージ

導入に当たっての敷居がいい意味で低いと感じており、最初の開設手続き後の日々のオペレーション方

法が、そこまで大変ではありません。インターフェイスも非常にシンプルに作られておりWebサイトで

買い物をした事がある方なら誰でも運営できると思います（ウチの店もアルバイトスタッフが対応して

おります）。お客さまの立場から見れば、他のEコマースサイトに比べ購入までのプロセスがシンプル

で、ストレスが少ないと感じます。自店はメインのSNSとしてtwitterを使用しております。世間の話

題に合わせた日時を狙ってツイートをおこなうとそれに伴い受注数も増加します。自店の売上状況に関

して各支店も注目しており、今後も活用していきたいと思います。
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渋谷PARCOは1973年に誕生し、大型商業施設という

枠を超えた文化装置として機能してきました。中でも

「PARCO劇場」は開業当時から現在までPART 1の最

上階でユニークで刺激的な作品を多数発表し、多くの

演劇人に影響を与えてきました。2007年にPARCO劇

場で舞台を初演出し、映画監督、演出家として多彩な

才能を発揮している行定 勲さんに情報発信装置とし

てパルコが担ってきたことについてお聞きしました。

情報発信拠点としてのパルコ

Q1. 情報発信拠点として、PARCO劇場が担う役割とは。

メインカルチャーもサブカルチャーも含めて、東京の文化回路にはPARCO劇場が確実に組み込まれています。

この20年で人の流れが大きく変わりましたが、若者のカルチャーの拠点である渋谷というイメージを、現在も何

とか留めているのはパルコの存在が大きい。その根源にPARCO劇場があることが重要なんです。

PARCO劇場で多くの作品を観てきた僕としては、4作品演出させていただいた今も憧れが強すぎて、ここをけが

してはいけないというプレッシャーが強くあります。それくらい表現を発する場所として、PARCO劇場には揺
るがない評価がある。だから文化の回路のひとつとなっているんです。

その評価、ブランド力の高さがあるからこそ、他の劇場でもプロデュース公演が上演できるんですよね。『ブエ

ノスアイレス午前零時』は新国立劇場・中劇場での上演でしたが、プロデューサーからパルコ・プロデュースと

しての想いや気概、また違う演劇の流れを見つけ出そうとする挑みの姿勢を感じました。

Q2. パルコが運営するPARCO劇場を拠点に、パルコ・プロデュース公演を企

画制作するスタッフについて。

4人の劇場プロデューサーとご一緒していますが、自身が創ることを楽しんでいるのを強く感じます。それか

ら、皆さん頑固。「これは私たちがやりたいんだ」というのがはっきり伝わるし、ブレないんです。あとは、そ
れぞれ個性的なんだけれど、冷たくない。つまり、ツッコミやすい（笑）。だからこそ、創り手からも意見を言

いやすいんです。創り手の想いを受け止める度量があるんですよね。

たとえば、中井貴一さんとご一緒した『趣味の部屋』。あのお洒落な場所で、あえて大衆演劇のような泥臭い表

現をしてみたかったという中井さんの旅芸人（笑）のような想いを、受け止めてくれましたから。

また、アート作品やインディーズの個性的な作品を創っている人たちがPARCO劇場で演出すると、少し娯楽＝エ
ンタテインメントに振れるのは、劇場と劇場スタッフが促す空気が影響していると思います。たとえば、小説家と
しても活躍する本谷有希子さんや映画監督デビューも果たした三浦大輔さん。彼らとパルコのコラボレーシ ョン

からは、毒は変わらないまま少し解放された印象を感じます。

世界各国で上演されているフランスの舞台演出家フィリップ・ジャンティが創る作品はかなりアートで、ともす
れば仰々しく見えてしまうのに、あの劇場で観るとエンタテインメントとして観ることができる。それは、

ファッションも同じ。たとえば、渋谷PARCO PART1の1階にコム デ ギャルソンとUNDERCOVERが入ったこと

で、そのブランドが世の中に開かれたというイメージが生まれるじゃないですか。

楽屋裏のサイズ感もいいですよね。主演俳優からプロデューサー、1スタッフまで皆が狭い通路に立って、お菓

子をつまんだりしていて（笑）。あの空気も作品には良い影響を与えていると思います。
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Q3. PARCO劇場への今後の期待。

毎月1回、ラジオ番組（FMK『月刊行定勲』）のために出身地・熊本へ帰るんですが、熊本にもPARCOがあるん

ですよね。せっかく全国各地にPARCOがあるんですから地方創生という発想を借りて、各都市にあるPARCOの

上に渋谷のPARCO劇場と連携した、いいサイズの劇場を作っていただきたいです。せっかくテレビや映画に出

ている有名な俳優さんたちが演劇をやる時代になったんだから、この生態系を育まなきゃいけないし、東京一極

集中ではいけない。地方の力が必要なんです。そうすると、日本全体で文化が成長するんじゃないでしょうか。

逆に各PARCOの劇場を拠点に作品を創って、渋谷のPARCO劇場に招聘するという流れもできるといいですよ

ね。そのことでパルコのブランド力が益々上がると思いますし、文化やファッションをはじめとするさまざまな

才能も吸収できるんじゃないでしょうか。パルコには元々才能を育む技量があるし、PARCO劇場には外の才能

を引き込んで実験する度量があるんですから。最初は採算度外視になってしまうかもしれませんが、最後には還

ってくると思います。なぜならPARCOがPARCO劇場のないファッションビルだったら、ここまで栄えなかった

わけですから。

もし、PARCO劇場がなかったら、東京の文化の生態系が壊れると思います。それはファッションにも言えるこ

と。これからもパルコが築いてきた文化の回路を建物全体のデザイン、あの看板も含めて大切にしてほしいです

ね。

行定 勲

映画監督／演出家

1968年生まれ、熊本県出身。

映画、ミュージッククリップ、CMなどの映像制作に携わり、00年監

督2作目の『ひまわり』で、第5回釜山国際映画祭国際批評家連盟賞

を受賞。01年の『GO』では、第25回日本アカデミー賞最優秀監督

賞をはじめ、数々の映画賞を総なめにし、一躍脚光を浴びた。 04年

の『世界の中心で、愛をさけぶ』のメガヒットは社会現象となり、

その後も『北の零年』『春の雪』『クローズド・ノート』『今度は

愛妻家』を監督し、ヒットメーカーの地位を確立。10年の『パレー

ド』で第60回ベルリン国際映画祭・国際批評家連盟賞受賞。また11

年には、縁のある釜山国際映画祭が製作したオムニバス映画

『Camellia』の中の1作『Kamome』を監督し話題とな った。最新

作に14年『円卓』『真夜中の五分前』、16年には『ピンクとグ

レー』の公開を予定している。舞台演出は『フールフォアラブ』

（PARCO劇場他）、『見知らぬ女の手紙』（PARCO劇場他）『パ

レード』（天王洲 銀河劇場他）、『テイキングサイド』（天王洲 銀

河劇場他）、『趣味の部屋』（PARCO劇場他）、『ブエノスアイレ

ス午前零時』（新国立劇場・中劇場他）があり、 2015年には

PARCO劇場で1984年に初演された名作『タンゴ・冬の終わりに』

（PARCO劇場他）を新たに演出した。
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パルコグループはCSR活動の定義を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を

高める取り組み」と考え、さまざまな活動を展開してきました。また、環境活動方針を定め、環境負荷の

少ない商業空間の創造をはじめとした環境保全活動を推進しています。

さらに「CSR基本方針」を策定し、「お客さま」「ご出店テナント」「従業員」「株主／投資家」「地域

／社会」「地権者」「お取引先」という7つのステークホルダーと円滑な関係を構築しながら、経営の透明

性確保などコーポレート・ガバナンス強化にも取り組み、CSR活動の質の向上につなげています。
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パルコの経営理念体系 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス基本理念

CSR委員会、ダイバーシティ推進委員会については、代表執行役社長を委員長とし、内部統制の強化と、活動の

さらなる促進を図っています。

また、企業活動に内包されるリスクの管理と、リスク発生時に迅速に対応し、事業継続をするためにグループの

横断的な管理体制の整備に努めています。

各委員会を定期的に実施し、全執行役が委員として所属し、社内各部門、グループ各社との連動により、パルコ

グループ全社員が社会とコミットし、積極的に取り組むことを推進しています。

パルコグループの企業価値向上プロセス

パルコグループは、本業を通じたCSR取り組みによりステークホルダーから共感を得て、支持されることが、企

業価値を向上させることに結びつくととらえており、そのプロセスを次のように考えています。

CSRマネジメント体制

パルコは、CSR活動を「事業を通じて、ステークホルダーの信頼と満足を得て、企業価値を高める取り組み」と

考え、この基盤強化のためにCSR委員会、ダイバーシティ推進委員会とリスクマネジメント委員会から成るCSR

マネジメント体制を構築しています。
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「SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK」が

開催されました

次世代 ～次世代の人材や才能を応援

「PIECE OF PEACE―『レゴ®ブロック』で作った

世界遺産展 PART‒3‒＜SELECT＞」開催中

文化 ～文化的で新しい価値の提供と市場創造

【ひばりが丘PARCO】　防災・救急フェアを開催し

ました

地域 ～街や地域の魅力向上に貢献

里山再生フィールドワークに参加しました

環境 ～環境負荷の少ない商業空間の創造

CSR活動 ～４つの重点テーマ～

パルコグループは、
「生活者の方々に心の豊かさをご提供する」という強い意志を持ち、先見的、独創的な「パルコらしさ＝

PARCOWAY 」をもって、社会と共有できる「新しい価値」を創出してまいります。

パルコグループのCSR基本方針では、「次世代の人材」「文化」「地域」「環境」の４つを重点テーマと設定し、

さまざまな活動に取り組んでいます。
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販売員やインフォメーションスタッフが接客の中でお

伺いしたご意見などを当社スタッフが情報収集。

お客様

パルコの大きな特徴は、ご出店テナントとの「イコー

ルパートナーシップ」です。

ご出店テナント

パルコは、株主や投資家の皆様に向けた、透明性、公

平性、継続性を基本とした迅速な情報提供に努めてい

ます。

IR活動

パルコでは社員のワークライフバランス施策の一環と

して、育児・介護と仕事の両立支援に取り組んでいま

す。

従業員の尊重

パルコでは地域の皆さまが集う拠点として、来店され

るお客さまの安心・安全を守るため、様々な対応を図

っています。

安全・安心への取り組み

CSR活動 ～基本活動～

パルコでは、CSRの取り組みは｢事業活動=本業｣を通じた活動だと定義しています。「お客さま」「ご出店テナ

ント」をはじめ、「従業員」「株主／投資家」「地域／社会」「地権者」「お取引先」をステークホルダーとと

らえ、7つのステークホルダーの皆様から共感を得、支持されることにより、企業価値の向上を目指していま

す。
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次世代 ～次世代の人材や才能を応援

「SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK」が開催されました
2015年6月19日～28日

パルコのインキュベーションクラウドファンディング　BOOSTERのバックアップを受けて、「SHIBUKARU 

MATSURI goes to BANGKOK」が2015年6月 タイ・バンコクのThe Jam Factoryで開催されました。

2011年に始まった、気鋭の女性クリエイターが集い、展示・発表を行う、パルコのカルチャーイベント「シブカ
ル祭。」。この「シブカル祭。」が海外で初めて実施されたのが、今回の「SHIBUKARU MATSURI goes to

BANGKOK」です。

日本からは10組のシブカルクリエーター、バンコクからは7組のクリエーターが選定され、展示やライブが行われ

ました。東京・渋谷発の女子カルチャーを世界に向けて発信するとともに、クリエイター同士が国境を越えて交

流し、新しい表現を共に生み出す機会となりました。

パルコは、「SPECIAL IN YOU.」というコーポレートメッセージのもと、自らの才能を活かして戦う若い力を、
これからも応援していきます。

「SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK」

＜開催地＞
タイ　バンコク　「The Jam Factory」
41/1‒5 The Jam Factory, Charoennakorn Rd., Klongsan Bangkok, Thailand

Facebookページはこちら

＜期間＞
2015年6月19日～28日

＜出展者＞
【シブカル】愛☆まどんな、キュンチョメ、水野しず、 NORIKONAKAZATO、Ly、大島智子、最後の手段、
ぬQ、安原杏子a.k.a青椒肉絲、惑星ハルボリズム

【バンコク】Yuree Kensaku、Yoswadi Krutklom、 Jirayu Koo、Minchaya、Chayosumrit、
Kanitta Meechubot、 Patcha Poonpiriya (Junejune)、Yellow  

Booster　プロジェクトサイト

SPECIAL IN YOU. ウェブサイト
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【クラウドファンディング】groovisions が手掛けるchappieアプリのリリース応

援プロジェクトがスタート
BOOSTERでサポート開始

2015年6月

パルコが運営するクラウドファンディング・サービス
「BOOSTER（ブースター）」では、groovisions が手掛ける「chappie」アプリのリリース応援プロジェクトが

スタートしました！

「chappie」は、一つの表情のアイコンに好きな髪型や服装をカスタマイズすることで、無限の人型バリエーショ

ンを生み出すことができ、1994 年の誕生以来、広告、CD ジャケットなど、多彩なジャンルで使用されてきまし

た。

これまでは一部の企業や関係者のみに限定して制作されていましたが、本アプリを通じて誰でも簡単にオリジナ

ル「chappie」を作ることができるようになります。 BOOSTERで集めたお金は、アプリの無料公開に使用されま

す。

・オ ー ナ ー：groovisions

・募 集 金 額：100 万円

・募 集 期 間：2015年6月5日（金）まで

・アプリ公開：2015年6月予定

※リターン詳細は、ニュースリリースまたはプロジェクト詳細ページをご覧ください

■ニュースリリース：groovisionsが手掛ける「chappie」アプリのリリース応援プロジェクト発足！

■BOOSTER　プロジェクト詳細ページ

■夢をシェアして現実に。パルコ クラウドファンディング・サービス「BOOSTER」をスタート
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【クラウドファンディング】国立劇場で花代＆点子が日本舞踊を舞うプロジェクトが

スタート
BOOSTERでサポート開始

2015年4月

パルコが運営するクラウドファンディング・サービス

「BOOSTER（ブースター）」では、国立劇場でアーティストの花代さんと、娘の点子さんが日本舞踊を舞うプロ

ジェクトのサポートがスタートしました！

花代さんは90 年代から写真家・音楽家・現代美術家として幅広い活動を展開する一方、日本の古典芸術を学ぶた

め花柳界にも身を置いています。また、一人娘の点子さんもモデル・女優・アーティストとして活躍しており、

渋谷PARCOのシブカル祭。にも参加しています。

この秋から点子さんがニューヨークの大学へ進学するにあたり、親子での表現活動の集大成として、花代と点子

が国立劇場の舞台で日本舞踊を披露することになり、クラウドファンディングでこの“卒業の晴れ舞台”を応援す

るプロジェクトを立ち上げました。集めたお金は舞台制作費に使用します。

■プロジェクト概要

・オーナー：花代、点子

・募集金額：150 万円

・募集期間：2015 年 4 月 30 日（木）～6 月 14 日（日）

・公 演 日：2015 年 6 月 21 日（日）

・会 場：国立劇場

※リターン詳細は、ニュースリリースまたはプロジェクト詳細ページをご覧ください

■ニュースリリース：花代と点子が国立劇場で日本舞踊を舞う　親子の“卒業晴れ舞台”応援プロジェクト

■BOOSTER　プロジェクト詳細ページ

■夢をシェアして現実に。パルコ クラウドファンディング・サービス「BOOSTER」をスタート
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Asia Fashion Collection　タイペイ・イン・スタイルにて作品展示＆ランウェイ

ショーを開催しました
Asia  Fashion  Collection

2015年4月9日～12日

次代を担う日本、韓国、台湾、香港の若手ファッションデザイナーを支援する取り組み「Asia Fashion 

Collection –Global Incubation Project‒（以下AFC）」では、4月9日（木）～12日（日）の期間、台湾で行われ

た台湾最大のファッション総合展示会「タイペイ・イン・スタイル」にて、2014年度支援デザイナー6名の作品

展示＆ランウェイショーを実施しました。

AFCは、パルコとバンタンが共同で行う、次代のアジアのファッションを担う若手デザイナーの発掘と応援のため

のプロジェクトです。

2014年度は、2014年10月に東京（メルセデス・ベンツ・ファッション・ウィーク 東京）、2015年2月にニュ ー

ヨークメルセデス・ベンツ・ファッション・ウィーク）で、それぞれランウェイショーを実施いたしました。

「タイペイ・イン・スタイル」では、2月末～3月上旬にかけて渋谷PARCOで開催した展示企画を再現したディス
プレイを行ったほか、10日（金）にはニューヨークで開催したランウェイショーの“凱旋ショー”を実施いたしま
した。ショーには約500名の方々にお越しいただき、会場は満員状態。台湾やその他の国/地域の来場客の方々か

ら、多くのご好評をいただきました。

AFCオフィシャルWEBサイト　

タイペイ・イン・スタイル　オフィシャルWEBサイト

【タイペイ・イン・スタイルについて】

AFCの後援団体である台湾テキスタイルフェデレーションが2006年から実施している台湾で最大規模のファッ

ション総合展示会です。ファッションブランドのコレクション発表をはじめ、合同展示会、セミナーなどのイベン

トを行い、国際市場に繋げるプラットフォームの構築を目指しています。

今年は、昨年度に続き、台北101などがある台北の中心地・信義（シンイー）エリアに位置する、各種展示会、

ファッションコレクション発表や芸術活動を行う人気の文化総合施設、「松山文創園區（Songshan Cultural and

Creative Park）で開催されました。
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ヘルシーメニューフェアを開催しました
2015年1月16日～2月28日

全国のパルコ 15 店舗、101飲食店で、ヘルシーメニュー企画

「ヘルシーはオイシー! EAT＆SMILE FESTA」を開催しまし

た。

栄養バランスや素材、調理方法などを工夫したヘルシーメニュ 

ーを提供し、食と健康への意識向上を応援します。同時に、世

界の食の不均衡を解消し、開発途上国と先進国双方の人々の健

康を同時に改善することを目指す活動「TABLE FOR TWO」

と連動し、対象のヘルシーメニュー1品につき、給食1食分を開

発途上国の子ども達へ届けます。

Asia Fashion Collection ニューヨークステージを開催しました
Asia Fashion Collection 

2015年2月14日

また、全国の TFT プログラムを推進している学生団体と連動したヘルシーメニュー開発やSNSを中心としたPR活

動も行っています。

5回目となる今回は16,775食分の給食を届けることができました。

ア ジアの若手デザイナーを発掘・インキュベートするプロジェ

クト「Asia Fashion Collection（アジファッシ ョンコレクショ

ン、以下 AFC）NY ステージ」を、2015年2月14 日（土）

ニューヨーク のメルセデス・ベンツ・ファッション・ウィーク

で開催致しま した 。

NYステージでは、バンタンデザイン研究所の学生デザイナーそ

して韓国・台湾・香港の各国ファッション機構から選出された

若手デザイナー計6ブランドがランウェイショーを行いまし

た。

当日はファッション関係者をはじめ、世界中から集まったプレスやバイヤーなど、約800名が来場し、ショー終

了後には大きな歓声が沸き起こるなど、大盛況を博しました。
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Asia Fashion Collection 東京ステージを開催しました
Asia Fashion Collection

2015年2月

パルコでは、バンタンデザイン研究所を運営する(株)バンタンとともに、次代のアジアのファッションを担う若

手デザイナーの発掘と応援をするプロジェクト「Asia Fashion Collection ‒Global Incubation Project‒」（以

下、AFC）に取り組んでいます。

10月に開催された「メルセデス・ベンツ　ファッションウィーク東京」にて、バンタンデザイン研究所の学生デ

ザイナー12組が来年2月にニューヨークで開催されるメルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク出場3枠を競

い、コレクションを発表。審査の結果、榛葉　翼さんの「TSUBASA SHINYO（ツバサシンヨウ）」、星 拓真さ

んの「ZOKUZOKUB（ゾクゾクビ）」が参加ブランドに選ばれました。

また、同点3位だった「old honey（オールドハニー）」と「1.（イチ）」の2ブランドが最後の1枠の候補ブラン

ドに選出され、1か月後に行われた再審査で原まり奈さんと鈴木優さんが手掛ける「old honey」が選ばれまし

た。

AFC東京ステージでは、すでにニューヨークでの参加が決定している韓国リ・ヤンゴンさんの「noirer（ノイ

ア）」、台湾アテナ・チャンさんの「Athena Chuang（アテナ・チャン）」、香港ネルソン・ロンさんの

「NelsonBlackle（ネルソンブラックル）」もゲストとして参加し、ショーを披露しました。

今後も引き続き、ニューヨークステージ開催および、その後の展開に向けた取り組みを継続して行うことで、日

本とアジアの若手デザイナーを支援していきます。

クリスマスチャリティトークイベントを開催しました
2014年12月

2014年パルコのクリスマスキャンペーンのコンセプト“となり

の人のサンタクロースになろう”に併せて、キャンペーンのサ

ポートにこれまでもレストランでのヘルシーメニュー企画に告

知協力くださっているTABLE FOR TWO大学連合の方にご参加

いただきました。

キャンペーン期間中には『TFT×PARCO　Santa Night スペ

シャルトークセッション』を行い、いまソーシャルビジネス界

で注目されている(株) ando amet (アンドゥアメット)代表鮫

島さん、(株)Piece to Peace /shAIR（シェア）代表　大澤さ

ん、ナリワイ代表の伊藤さんをファシリテータに迎えトーク

セッションを開催いたしました。

参加費の一部はTABLE FOR TWO Internationalを通じて開発

国の子どもたちの給食として寄付されました。
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化粧品事業ROSE MARYで「子供地球基金」の活動をサポートする取り組みを行い

ました
ヌーヴ・エイ

2014年

（株）ヌーヴ・エイが展開する化粧品事業「ROSE  MARY(ロ ーズマリー)」で

は、「子供地球基金」に賛同し、お客様にもその活動を知っていただくための取

り組みを行いました。

※「子供地球基金」とは

「子供地球基金」は、1988年に創立以来、病気や戦争、災害などで心に傷を

負った世界中の子どもたちへ画材や絵本、医療品の寄付などを行う、特定非営利

活動法人です。

詳細は子供地球基金公式サイトをご覧ください

ローズマリー公式サイト

パルコグループの事業　専門店事業

「シブカル祭。2014」を開催しました︕
渋谷PARCO

2014年10月17日～26日

初日夜に行われたレセプションパーティー
今年のテーマは「トゥギャザーしようぜ！」

「子供地球基金」の活動がより多くの方々に知っていただくため、ローズマ

リーで使用する手提げ袋、店頭ツール、WebなどのXmasツールに子供たちの絵

を使用するほか、ささやかながら寄付活動も行いました。

お客様とトゥギャザーしたテヌササイズ(手ぬぐいク
リエイターテヌシスによる手ぬぐいを使ったエクササ
イズ)

渋谷PARCOを舞台に若手女子クリエイターに表現の場を提供する「シブカル祭。」は今年で4回目を迎え、10月

17日（金）～10月26日（日）の10日間の日程で開催いたしました。

総勢200組のクリエーターが参加し、期間中のパルコミュージアムへの動員は1万人超を記録！公園通りの店頭広

場でのライブも、5日間計でおよそ5,000名のお客様にご覧いただきました。

今年のシブカル祭。は、美術手帖タイアップの「シブカル杯。」、「シブカル音楽祭。＠クラブクアトロ」、

「シブカルキネマ＠シネクイント」など恒例となった人気企画だけでなく、屋外ファッションショーやTOKYO 

FMスペイン坂スタジオでの公開収録など、新しい企画も数多く生まれました。また、ショップでの作品展示、限

定商品販売など、テナントコラボレーションも昨年以上の展開となり、非常に盛況のうちに終了となりました。

次ページ >

※本サイトからリンクが設定されている、また本サイトにリンクを設定している当社以外の第三者のウェブサイトは、当社の管理
下にはありません。ご利用にあたっての注意事項は免責事項をご覧ください。 

シブカル祭。2014　オフィシャルサイト
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文化 ～文化的で新しい価値の提供と市場創造

「PIECE OF PEACE―『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 PART‒3‒＜

SELECT＞」開催中
2015年9月19日～10月18日

吉祥寺PARCO

宇宙から見た世界遺産　写真展の様子

レゴ®ブロックで作った世界遺産　展示の様子

吉祥寺PARCOでは、10月18日（日）まで　「PIECE OF PEACE －「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展

PART-3-＜SELECT＞」を開催しています。

世界遺産条約採択40周年を記念して行われているこの企画は、世界中で愛されている玩具・レゴ®ブロックで世

界遺産を作るチャリティアート展です。全国各地の様々な会場で実施され、入場料、物販の売上の一部を公益社

団法人日本ユネスコ協会連盟が行なう世界遺産活動へ寄付しています。

吉祥寺PARCOの館内では、レゴ®ブロックで制作された世界の代表的な世界遺産が設置されているほか、宇宙か

ら撮影された写真展なども行われています。

また、グッズ売り上げの一部を、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟へ寄付しています。

■PIECE OF PEACE －「レゴ®ブロック」で作った世界遺産

展PART‒3‒＜SELECT＞

吉祥寺PARCO 7F　特設会場・館内展示スペース

2015年9月19日（土）～10月18日（日）

10:00～21:00（最終日　10:00～18:00）

入場無料
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パルコ・プロデュース「万獣こわい」が第22回読売演劇大賞　優秀作品賞を受賞し

ました︕
2015年2月

第22回（2015年）読売演劇大賞が今年2月に発表され、昨年

PARCO劇場で上演した舞台「万獣こわい」が、優秀作品賞を受賞

しました。

「万獣こわい」は、演劇界最強ユニット“ねずみの三銃士”－生瀬

勝久・池田成志・古田新太さんによる企画公演です。シリーズ3作

目の本作も宮藤官九郎さん作、河原雅彦さん演出で上演し、連日

満席の大人気作となりました。

読売演劇大賞は、毎年1月から12月まで国内で上演された演劇作品を対象に選考され、作品、男優、女優、演出

家、スタッフの5部門と、杉村春子賞、芸術栄誉賞が決定されます。

パルコインフォメーション春夏制服　FRAY I .Dプロデュースで
2014年4月

パルコでは、今春インフォメーションスタッフの制服デザインをリニューアルし、4月1日から着用をスタートし

ています。
今回は、初めて女性からの人気が高い「FRAY I.D（フレイ アイディー）」とコラボレーションし、「FRAY 

I.D」が今シーズン提案する”ニューモードストリート”をパルコの制服に融合させることで、これまでの制服の概
念を超えた、ファッション性と機能性を兼ね備えたデザインに仕上げました。

また、パルコではお客様におもてなしをする上でスタッフの個性を大切にしており、制服でも個性が表現できる

よう、「サマーニット」2種類と「つけ襟」3種類を制作しました。スタッフ一人ひとりの個性や気分に合わせ

て、組み合わせを自由に選んで着ることができる制服にいたしました。

◇インフォメーション設置店舗

池袋、渋谷、札幌、名古屋、広島、静岡、仙台、福岡、津田沼、吉祥寺、新所沢、調布、ひばりが丘、浦和
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入居者と職員が一体となり、質の高い工房やレストランなどを運営

する鹿児島の知的障害者のための社会福祉施設、しょうぶ学園が

行っている音楽活動の東京初公演に　ピアノやコンピューターを

使った音楽制作で、世界的に注目を集めるミュージシャン高木正勝

氏をお呼びしたツーマンライブを行いました。

違いを認め合うことで共鳴する音楽を多くのお客様に楽しんでいた

だきました。

会場：日本科学未来館　主催：PARCO　日本科学未来館

subliminal wave of  light otto&orabu　高木正勝 LIVE at Miraikanを開催いたしま

した
2014年12月5日

「アール・ブリュット　ゾーンパルコ」を開催いたしました
大津パルコ

2014年11月22日～12月25日

滋賀県社会福祉事業団などが立ち上げた「アール・ブリュット魅力

発信事業実行委員会」による事業として、美術の専門教育を受けて

いない人による芸術「アール・ブリュット」の魅力を伝える展覧会

を、2013年に続き、大津パルコ館内で開催いたしました。

「ベネチア・ビエンナーレ」に出品された作家の作品を含む約180

点を展示し、訪れる市民の方に楽しんでいただきました。

PARCO出版刊行の書籍が第48回造本装幀コンクール東京都知事賞を受賞しました
2014年4月22日

PARCO出版刊行の書籍「ギャートルズ１　肉の巻」「ギャートルズ２　恋の巻」「ギャートルズ３　無常の巻」
が第48回造本装幀コンクール東京都知事賞を受賞しました。

「本作は、7月2日から5日に東京ビッグサイトで開催される東京国

際ブックフェアで 展示さた後、2014年10月のフランクフルト・

ブ ックフェアで展示、2015年2月にライプチヒ国際コンクール世

界で最も美しい本」に応募されます。

「ギャートルズ１　肉の巻」 

「ギャートルズ２　恋の巻」

「ギャートルズ３　無常の巻」

著者：園山俊二　ブックデザイナー：祖父江慎 2013/1/11刊行　

各：2,268円（税別）

文化 | ４つの活動 | CSR | 株式会社パルコ 31

http://www.parco.co.jp/image/jp/store/storage/w720/parcobook201405.jpeg


LEGO,the  LEGO  logo  and  Minifigure  are 
trademarks of the LEGO Group.(C)2012 
The LEGO Group.

PARCOエンタテインメント事業部が出資する映画「キューティー

＆「ボクサー」が第86回米アカデミー賞ドキ ュメンタリー部門に

ノミネートされました。本映画はニューヨーク在住の現代美術

家、篠原有司男さんと妻で画家の乃り子さん夫妻の日常と、芸術

家として生きるための葛藤に迫ったドキュメンタリー映画です。

国内での上映を記念し、パルコミュージアムでは展覧会も開催い

たしました。

「PIECE OF PEACE―『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 ＰART3」を開催し

ました
2014年3月

世界遺産条約採択40周年を記念し、「世界遺産」を世界中で愛さ

れている玩具・レゴ（Ｒ）ブロックで作るチャリティアート展

「PIECE OF PEACE －「レゴ（Ｒ）ブロック」で作った世界遺産

展PART‒3－」を渋谷PARCOを皮切りに名古屋、福岡、札幌、仙

台、浦和、宇都宮、千葉、津田沼の各店舗で開催し、多くの方にお

楽しみいただきました。

PARCOエンタテインメント事業部が出資する映画「キューティー＆ボクサー」が第86

回米アカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネートされました

2014年3月

本企画はパルコ以外の会場でも実施し、入場料、物販の売上の一部を公益社団法人日本ユネスコ協会連盟へ寄付

しており、本年度は8,197千円を寄付することができました。
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地域 ～街や地域の魅力向上に貢献

【ひばりが丘PARCO】　防災・救急フェアを開催しました
ひばりが丘PARCO

2015年10月10日

ひばりが丘PARCOでは、10月10日（土）に西東京消防署主催に

よる「防災・救急フェア」イベントを開催しました。

イベントでは、9月に東京都内の全家庭に配布された「防災ブッ

ク」の告知を行いました。

また、合わせて「5分で出来る防災体験」をテーマとし、椅子に

座った状態で地震の体験ができる「地震体験シミュレーター」の

ほか、AEDを使った心肺蘇生法のレクチャーやちびっ子消防士撮

影会の実施に加え、東京都防災キャラクター「防サイ君」と東京

消防庁キャラクター「キュータ」も登場し、のべ1,300人以上の

お客様にご参加いただきました。

イベントの様子

武蔵野市消防訓練審査会で準優勝
吉祥寺PARCO

表彰式

吉祥寺PARCOのスタッフが、武蔵野市消防訓練審査会に参加し、準優勝しました。

審査会は、武蔵野市の各事業所で組織された自衛消防隊員の災害発生時の対応能力向上と士気高揚を図ることを目

的としています。

吉祥寺PARCOのスタッフは、1号屋内消火栓操法男子隊Bの部に参加しました。館内において災害が発生したとい

う想定のもと、通報、避難誘導、消火活動などの訓練を実施し、審査が行われました。

今回の経験を生かし、今後もご来館頂くお客様に安心・安全な館を提供できるよう努めていきます。

消火の様子
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滋賀の“ええトコ”を全国に伝えるプロジェクト「しがトコ」と大津PARCOが共同で企画した、滋賀の魅力を発信

するイベント「しがのええトコ博」を、大津PARCOで開催しました。イベントでは、『びわ湖だけじゃない！？

　新しい滋賀、せいぞろい！』をコンセプトに、滋賀にゆかりのある品々について展示を行ったほか、「しがト

コ」の運営するネットショップ「しがトコSTORE」が出張オープンしました。また、県内各地の素材を使った

ワークショップも実施するなど、滋賀の様々な“ええトコ”を見て・買って・体験するイベントとして、多くのお客

様にお楽しみいただきました。

「滋賀のええトコ博」を開催しました
大津PARCO

2015年7月24日～8月23日

「アール・ブリュット　ゾーンパルコ」を開催いたしました
大津PARCO

2014年11月22日～12月25日

滋賀県社会福祉事業団などが立ち上げた「アール・ブリュット

魅力発信事業実行委員会」による事業第1弾として、美術の専門

教育を受けていない人による芸術「アール・ブリュット」の魅

力を伝える展覧会を開催いたしました。

「ベネチア・ビエンナーレ」に出品された作家の作品を含む約

180点を展示し、訪れる市民の方に楽しんでいただきました。

「ふくおか省エネ・節電県民運動」を応援
福岡PARCO

2014年6～9月、12月～2015年3月

福岡PARCOは、福岡県が中心となり、県民・企業・行政が一体となって取り組む環境イベントに賛同し、企画

参加を通して県内の節電促進に協力いたしました。

夏・冬期間に「省エネ・節電宣言」を行ったお客様がご来店くださった際にはノベルティを差し上げ、お客様の

節電取り組みを応援いたしました。
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目に障害を持つお客様への接客研修を実施しました
新所沢PARCO

2015年2月9日

目の不自由なお客様にも安心してお買い物を楽しんでいただ

けるよう、ショップスタッフの接客研修を実施いたしまし

た。国立障害者リハビリテーションセンター病院より社会福

祉士の方を講師としてお招きし、目の不自由な方への商品の

説明方法や正しいアテンド方法を学びました。

大好評産直マルシェを開催しました
ひばりが丘PARCO

2014年12月

地元農友会による「産直マルシェ」を開催しました。朝採れ

の野菜がそのままパルコの店頭に並ぶ「地産地消」のマル

シェはお客様に大人気で、開催8回目を数えます。生産者と

直接話しながらお買い物ができる貴重な機会とご好評いただ

いています。

職場体験、見学会を開催しました
宇都宮PARCO、千葉PARCO、大津PARCO、福岡PARCO、仙台PARCO、浦和PARCO、広島

PARCO

2014年

地元小・中学校や地域の企画による子供の「職場体験・見学」に協力し、パルコの館内放送や販売などの体験会

や、防災センター・消防施設をご案内する見学会を開催しました。

参加された皆様には、来店されるお客様に安心してショッピングをお楽しみいただくための日々の業務などをご

案内いたしました。
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次ページ >

防火・防災キャンペーンを実施しました
大津PARCO（防災、減災フェスタ）、新所沢PARCO、広島PARCO（火災予防キャンペーン） 

2014年3月・11月

自衛消防隊訓練で優勝
調布PARCO　2014年9月

自衛消防隊訓練　PARCO各店参加　2014年6月、9月

日々の安心・安全な店作りのために毎年、地域で開催する自衛

消防隊防災訓練に参加し、災害時の対応について指導を受けて

おります。

その技能が認められ、各店で優秀な成績を収めております。

・調布PARCO　優勝

・池袋PARCO　3位

・仙台PARCO　個人の部　1位・2位

※本サイトからリンクが設定されている、また本サイトにリンクを設定している当社以外の第三者のウェブサイトは、当社の管理
下にはありません。ご利用にあたっての注意事項は免責事項をご覧ください。

地域の防災イベントや地元の消防とタイアップし、店頭で防火、防災を

呼びかけるキャンペーンを開催しました。ご来店されたお客様には、

キャンペーンを通じて防火・防災に対する意識を高めていただきまし

た。
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田んぼ3枚の稲を収穫

環境 ～環境負荷の少ない商業空間の創造

里山再生フィールドワークに参加しました

当社はCSR活動の一つとして、2014年度から一橋大学大学院　国際企業戦略研究科国際経営戦略コース「グロー
バルシチズンシップクラス」と協業しています。

手作業で稲刈りを体験

フィールドワークを通じて、当社社員も多様性に触れながら社会・環境課題について考える機会となりました。

グローバルシチズンシップクラスは、将来グローバルビジネスのリーダーとして期待される人材が経済課題と社
会課題双方の解決を学ぶクラスです。

今回は、環境再生を通じて地域独自の新しいビジネスモデルを考案するための体験学習「里山再生フィールド
ワーク」の一環として、2015年5月に田植えをしたお米を収穫する稲刈りを行いました。

BCP訓練を実施しました
2014年7月24日

当社は、7月24日に首都直下型地震を想定したBCP訓練を実施
しました。

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）とは、大規

模な災害などの緊急事態が発生した際に事業の早期復旧と継続

を図るための計画のことです。

当社は、災害による被害を最小限に食い止めると同時に速やか

な店舗の営業再開をはかるため、継続的なマニュアル・規程類

のブラッシュアップと、それに基づく訓練を実施しています。

今回は、池袋PARCO、渋谷PARCO、千葉PARCO、津田沼PARCO、吉祥寺PARCO、新所沢PARCO、調布

PARCO、ひばりが丘PARCO、浦和PARCOの９店舗から店長と次長/課長が集まり、「リアルタイム型訓練」と

「机上型訓練」を行いました。

リアルタイム型訓練では、大規模な地震が起きたと想定した上で、テレビの報道画面を模した映像をスクリーン
に投映しました。社員は、次々に変わる画面から地震情報をキャッチする緊迫した状況下で、素早い判断が求め

られる3つの課題に取り組みました。

机上型訓練では、リアルタイム型訓練の地震想定からある程度時間が経過したという設定で、①帰宅困難者対応
②設備が整わない中での店舗再開　③食品テナントの営業再開　に取り組みました。

当社では、災害など緊急事態が発生した際に被害を最小限に食い止め、速やかな事業再開をはかることができる

よう、継続的に、マニュアルや規程類のブラッシュアップと、それに基づく訓練を実施していきます。
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総合空間事業を手掛けるパルコスペースシステムズでは、名古屋ZERO GATEの照明演出において、一般社団法人 

照明学会東海支部から、平成26年度優秀照明施設賞 東海支部長賞を受賞しました

名古屋ZERO GATEの照明演出で優秀照明施設賞を受賞しました
パルコスペースシステムズ

2015年6月

下取りキャンペーンを開催いたしました
ヌーヴ・エイ　コレクターズ事業部

2014年7月23日～8月31日

コレクターズ（ファッション雑貨）事業部では、全国のショップでバッグ・財

布・帽子の下取りキャンペーンを実施いたしました。下取りした商品はサーマル

リサイクル処理（焼却の際に発生する熱エネルギーを電力に変換し再利用するリ

サイクル方法）をおこなう取り組みを実施いたしました。

「もったいないウォッチエクスチェンジ」を実施いたしました
ヌーヴ・エイ　チックタック事業部

2014年6月・10月

チックタック事業部では全国のショップで「もったいない

ウォ ッチエクスチェンジ」として、使用しなくなった腕時

計を1本につき2,000円のクーポン券と引き換えに下取りを

行い、期間合計で17,584本回収しました。

使用できるものは「MOTTAINAIキャンペーン」に寄付し、

「MOTTAINAIフリーマーケット」で再販され、収益金は

この賞は、照明演出において、視環境、照明技法、照明効果などの観点から総合的に審査されます。名古屋ZERO 

GATEは光のフレームで浮遊感を生み出し、  3つのガラスボックスを積み上げたことで、透明感のあるファサード

に仕上げました。

「グーンベルト運動」「宮城県災害対策本部」にそれぞれ寄付されました。

使用できないものは「社団法人 電池工業会」を通じて安全に分別され、処理されました。

また、MOTTAINAIキャンペーンサイトから、バナーをクリッするだけでクリックをした人に代わって1円を募金

する「クック募金」として、「グリーンベルト運動」に総額300,000円寄付しました。  
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当社は、2014年度より一橋大学大学院　国際企業戦略研究

科国際経営戦略コース「グローバルシチズンシップクラ

ス」の里山再生フィールドワークに参加しています。

里山再生フィールドワークは地域独自の新しいビジネスモ

デルを考案するための体験学習です。

体験学習を通じて、当社社員と将来グローバルビジネスの

リーダーとして期待される外国人留学生が社会課題の解決

について学ぶ機会を設けています。

渋谷労働基準監督署から表彰いただきました
パルコスペースシステムズ

2014年

里山再生フィールドワークに参加しました
2015年5月

「平成26年度　渋谷・世田谷産業安全衛生推進大会」が開催にて、パルコスペースシステムズ（以下、PSS）が

渋谷労働基準監督署長より表彰を受けました。

PSSは、安全推進大会の開催や、安全衛生協議会などを通じた協力企業への安全衛生活動の指導援助推進、スー

パーかえるデ ーなどの取組みにおける労働時間の効率化に取り組んでいます。こういった安全衛生および業務効

率化への積極的な取組みが評価され、今回の表彰にいたりました。

屋上緑化への取組み

池袋PARCO、仙台PARCO、調布PARCO、浦和PARCO、福岡PARCO新

館、渋谷ゼロゲート、名古屋ゼロゲート、心斎橋ゼロゲート、道頓堀ゼロ

ゲートには、屋上緑化活動の一環として、植生があります。

屋上緑化は、ヒートアイランド現象の抑制効果をもたらすといわれていま

す。

心斎橋ゼロゲート
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次ページ >

※本サイトからリンクが設定されている、また本サイトにリンクを設定している当社以外の第三者のウェブサイトは、当社の管理
下にはありません。ご利用にあたっての注意事項は免責事項をご覧ください。

胡子大祭（えびすたいさい）で「えべっさん」おそうじ隊に参加しました
広島PARCO

2014年11月20日

屋上に太陽光発電設備を設置しました
松本PARCO

2014年11月

広島の三大祭りの一つであり約400年続いている「胡子大祭
（えびすたいさい）」で実施している「えべっさん」おそうじ
隊の一員として期間中、中心市街地の美化活動に参加いたしま
した。
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松本PARCOでは、災害（停電）時に非常用電源として活用

するため、屋上に太陽光発電システムを設置しました。太陽

光＝再生可能エネルギーの活用は、パルコで初めてとなりま

す。
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お客さまの声を反映したサービスの向上

販売員やインフォメーションスタッフが接客の中でお伺いしたご意見などを当社スタッフが情報収集、お電話や

お手紙、メールにて頂戴したお客さまからのお褒めやお叱りの声をデータベース化し、全社にて共有し、これら

をもとにサービスの改善に取り組んでいます。

また、積極的なWeｂの活用を行っており、PARCOのさまざまな情報をWebを使ってタイムリーかつ豊富に配信

しており、お客様とのつながりをさらに進化させていきます。

授乳室・パウダールームの改善

お客さまのご意見を反映させながら、授乳室の設置、パウ

ダールームの新設や改善などを行っております。

福岡PARCO　新館　地元クリエイターの作品が飾られ

ている「アートトイレ」

ベビーカーの貸出し

館内にベビーカーを設置し、館内で必要とされるお客さまにお貸出ししています。

救護室の設置

館内で体調が悪くなったお客さまのために救護室をご用意しております。

喫煙室の設置

お客さま用喫煙室を順次、新設しています。

今後も、より快適な商業空間作りのため、ビルの環境改善

に取り組んでいきます。

津田沼PARCO分煙室
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ご出店いただいているショップの皆さまには「パルコショ

ップブログ」を活用いただき、ご出店いただいている約

3,000テナントが来店を促進する情報発信をおこなってい

ます。

また、パルコショップブログに掲載した店頭商品をWeb上

で取り置き予約と通販注文できるサービス「カエルパル

コ」の運営や、スマートフォンアプリケーション

「POCKET PARCO（ポケットパルコ）」をリリースし、

Webを通じてお客さまに24時間パルコを楽しんでいただ

ける環境づくりに取り組んでいます。 ポータルサイトで

は、PARCO各店舗情報や企業情報、ニュースリリース、

各種お知らせを掲載するなど、タイムリーな情報を公開し

ており、アクセス集中時にも快適にご利用いただける改修

や、見やすさ、使いやすさに配慮してリニューアルするな

ど、安定的･機能的にポータルサイトを運営しています。

Webを活用した情報発信

お客さまとのコミュニケーションの一つとしてWebを活用

した情報発信を強化しています。

PARCO館内の情報をいち早く、魅力的に発信するために
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イコールパートナーシップ

パルコの大きな特徴は、ご出店テナントとの「イコールパートナーシップ」です。私たちは、ご出店テナントを

お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捉えています。

パルコ会活動

パルコは、ご出店いただいている約820 社、2,400テナン

トの皆様とともに成長を目指す「イコールパートナーシッ

プ」を店舗活動の基本としています。その関係性の維持・

発展を推進しているのが、ご出店テナントで構成されてい

るパルコ会です。

パルコおよびパルコ会メンバーは、イコールパートナーシ

ップの精神のもと、地域への貢献と共同の繁栄を目指して

一体となって取り組みます。

テナントスタッフサポート体制

パルコでは売場に立つスタッフの皆様が、お客様を大切に

想い、自分で考え行動できるスタッフになっていただける

よう、各種研修サポートを行っています。

入店前のオリエンテーション研修、防犯防災講習、お客様

のニーズを汲み取るための「接客力向上」を目指したスタ

ッフ育成研修などを実施しています。また、お客様視点で

現状の接客について確認する「接客実態調査」や、チーム

全体の接客力向上を目的とした「チームで輝く★接客ロー

ルプレイングコンテスト」など、成長を確認できる機会を

用意し、各店舗が積極的に取り組んでいます。
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「パルコショップスタッフ・コンプライアンス通報窓口」

社員の通報制度に加え、テナント従業員の当社にかかわる法令・コンプライアンス違反事項に関する相談・通報

窓口を、2010年に新設しました。パルコのショップで働くすべてのテナント従業員を対象に、職場のルール違

反をなくし、テナント従業員が安心して日々の仕事に取り組むことで、より働きやすい職場を作ることを目指し

ています。

パルコのクレド (ショップスタッフ行動指針)

パルコでは、お客さまに向けてパルコとテナントが行う全ての活動への気持ちの原点として、ショップスタッフ

行動指針=クレドを設けています。

クレドに基づき具体的な活動に取り組みながら、パルコ全体でお客さまとの接点の質的向上を目指しています。
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パルコのクレド

お客さまをステキにするために、わたしたちがステキでいよう。

1：あなたは個性をたいせつにしていますか？

お客様のニーズを読み、その予想を超える提案で、ひとつ先のときめきや感動を生み出すのは決められたマニュ

アルではなく、あなたの人としての魅力と個性です。

2：あなたは素直さと正直さをたいせつにしていますか？

心からの笑顔、明るいあいさつ、ありがとうの言葉は、お客さまはもちろん、あなたが出会うすべての人を気持

ちよくします。

だれに対しても気持ちよく接すれば、あなたの心も気持ちがよいはずです。

3：あなたは仲間をたいせつにしていますか？

パルコではたらくことがなければ、出会えなかった仲間がいます。

情報はみんなで共有し、知らないことは教えあう。おたがいを信じ、助けあいながら成長する。

パルコではたらくわたしたち全員が、かけがえのない友情でむすばれていることを忘れないでください。



パルコ IR情報

IRに関する基本方針

パルコは、株主や投資家の皆様に向けた、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報提供に努めていま

す。

金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則等を遵守した情報の開示に努めるとともに、当社を

ご理解いただくために有効な情報を、積極的に開示しています。

パルコサイト内の「企業情報」「IR情報」を充実、メディアへの情報発信をおこない、また、国内外での説明

会、各種印刷物をはじめとするさまざまな情報媒体を通じて、株主や投資家の皆様がアクセスしやすい環境でわ

かりやすい開示をおこなうよう努めています。

さらに情報を受け取りやすくするために、RSS、facebook、Twitter、による情報も発信しています。

半期ごとの決算説明会

半期ごとに決算説明会などのアナリスト説明会を開催して

います。

国内での個人投資家説明会

個人投資家の皆様に、パルコへのご理解を深めていただく

ため、個人投資家説明会を不定期におこなっています。
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社員のワークライフバランス支援制度･「一般事業主行動計画」

パルコでは社員のワークライフバランス施策の一環として、育児・介護と仕

事の両立支援に取り組んでいます。

2007年と2012年には、次世代育成支援対策推進法に基づき、雇用環境の整

備について適切な行動計画を策定・達成した「基準適合一般事業主」として

認定を受け、「くるみん」マークを取得しました。

なお、2020年6月までの間を第4期「一般事業主行動計画」期間とし、「両

立支援制度の利用促進と雇用環境の整備、働き方の改善」の目標への対策と

して、「働き方の見直しの推進」「育児（・介護）と仕事の両立支援制度の

周知強化と推進」を制定しています。

法令の基準を上回る制度

1)妊娠中に利用できる制度

・妊娠中の勤務緩和（有給）

・失効年次有給休暇の復活

2)出産時に利用できる制度

・配偶者出産休暇

3)育児・介護期間中に利用できる制度

・復職部門希望制度

・育児時間（有給）

・育児・介護、時短・休日選択制

・育児・介護事由による勤務地選択制度

・育児・介護事由による退職者の再雇用制度

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」

人材育成の取り組み

パルコでは社員を「人材」ではなく『人財』と捉え、最も重要な資産であり、将来の成長基盤であると考えま

す。 社員一人一人のモチベーション向上とスキルアップを目指し、各キャリア・各分野に応じた教育プログラム

を実施しています。 また、多くの職務を経験し、広い視野と変化対応能力を体得するために、パルコでは、定期

異動により様々な部門/業務/地域を経験する教育ローテーションをおこなっています。 様々な業務経験を通じ、

適正や能力に応じてキャリアアップできる仕組みを導入しています。
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研修制度
経験を通じて学ぶローテーション制度に加え、様々な研修や学習機会をもうけ、社員の能力開発をサポートして

います。

2014年度実施研修

１）新入社員

入社前学習(eラーニング、研修旅行)、配属前研修(約2ヶ月間)、フォローアップ研修

２）若手中堅社員

ビジネススキル研修、チューター(新入社員育成)研修、異業種交流研修、ビジネススクール通学支援、外部

公開セミナー受講支援

３）その他

各部門専門スキル研修、マネジメント研修、コンプライアンス研修、マーケット視察研修、eラーニング・

通信教育、資格取得祝金・受験料支給

女性の活躍を推進

パルコグループは、事業基盤をより堅固なものとし、企業

の発展につなげるためにダイバーシティ経営を推進してい

ます。ダイバーシティ推進委員会では、多様な価値を認め

合い、すべての社員が持てる能力を発揮し成長する機会を

実感できる社風の醸成に取り組んでいます。中でも、女性

の活躍を推進することは重要な課題です。経営の意思決定

への女性参画率を増やすために中期経営計画（2014年度

－2016年度）では経営幹部／リーダー層への女性登用を

管理職ポストの15%を目標に掲げ、キャリア研修、マネ

ジメント研修、ワークライフマネジメントの社内浸透に取

り組んでいます。

2014年度よりスタートしたファッション関連分野で働

く女性の活躍を支援する団体「ウィメンズ・エンパワメ

ント・イン・ファッション」の主旨に共感し、立ち上げ

にご協力させていただいています。

ファッション業界で働く販売員に特化した求人サイトを

運営しているパルコ・シティでは、業界で働く女性のロ

ールモデルを数多く共有するためのセミナーや情報交換

会などを定期的に実施しています。

他社流通企業が主催する女性のキャリア育成や、ワーク

ライフバランスについて考えるフォーラムで当社の取り

組みについて発表しました。
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社員フォーラムの実施

業績や今後の方向性などについての情報を全社員で共有す

るため、「社員フォーラム」を開催しています。各店舗な

ど本社勤務以外の社員も参加できるようWeb 会議システ

ムを使用し、社長からのプレゼンテーションや、社員から

の質問・意見についての議論をおこなっています。終了後

には、全社員がいつでもアクセスできるようイントラネッ

ト上に内容をアップし、浸透を図っています。
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安全・安心への取り組み

パルコでは地域の皆さまが集う拠点として、来店されるお客さまの安心・安全を守るため、さまざまな対応を図

っています

1.「生活の安全」への取り組み

PARCOに出店している飲食店、食料品店は、それぞれ厳

重な衛生管理をおこなっています。さらにパルコでは、独

自に衛生検査を定期的におこない、厨房の衛生状態や食

品・食材の保管状況を点検して います。また、レストラ

ンメニューの適正表示、原材料やアレルギー物質、消費期

限などの表示についても、随時確認をしています。

第三者機関による厨房衛生検査の様子

2.「売場の安全」への取り組み

PARCOの売場にはショーウィンドウなど多数のガラス面

がありますが、これらには万が一に備えて「飛散防止フィ

ルム」が貼られています。大型陳列棚には転倒防止措置が

施されています。

また、防災活動には専門のスタッフがおり、日々訓練をお

こなっています。各地の消防署主催の「消防技術研修会」

にも積極的に参加しており、良好な成績を収めています。

また売場ショップスタッフに対しても、的確な初期消火が

できるよう消火器の使用法などを教育しています。

緊急時には迅速な対応ができるよう、ショップから防災セ

ンターへの通報システムも完備しています。

さらに、迷惑行為者の事例共有などのため、防犯講習会を

定期的に開催し、防犯活動にも積極的に取り組んでいま

す。

消防訓練の様子

防犯講習会の様子
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負傷者搬送訓練の様子

パルコグループのBCP（事業継続計画）※

パルコグループでは、PARCO館内スタッフの定期的な消

防訓練の実施、救急救命講習の受講などによる人命の安全

確保、資産の保護など、防災の観点に加え、サービスの継

続提供のために、大規模災害発生時などに起こりうるさま

ざまなリスクを未然に防ぐ、また最小化するための手順を

定めています。

「PARCO大規模地震災害 事業継続基本計画」を2011年

に制定し、二度の改訂を経て、2014年2月には全面改訂し

ました。実際に大規模災害が発生した場合に速やかに対応

できるよう毎年定期的にBCP訓練を実施しています。

名古屋PARCOでは、自然災害時における水の供給対策を

目的として、地下水のろ過システムを導入しました。

精製された地下水は、館内における飲料水や施設設備に利

用されています。 

※BCPとはBusiness Continuity Plan（事業継続計画）の

略で、事業活動を中断・停止させない、また早期に復旧さ

せるための計画を意味します。

名古屋PARCO　地下水ろ過システム

3.「生命の安全」への取り組み

お客さまの怪我や急な発病に備え、PARCOの警備員やメ

ンテナンススタッフは、全員が消防署による「救急救命講

習」を受講しています。またAED（自動体外式除細動器）

も全店に配備しており、操作訓練も受けています。
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活動実績

ライトダウンキャンペーンへの参加

2014年　6月21日、7月7日

環境省が中心となり、建物の照明を消してCO2排出量の削

減を呼びかける「ライトダウンキャンペーン」に、パルコ

全店で参加をしました。

毎年夏至（6月21日頃）とクールアースデー（7月7日）に

開催され、パルコ各店では、屋上照明や看板照明等を一斉

に消灯して、環境取組みに協力をしています。

池袋パルコP'（ピーダッシュ）館　消灯前（左）消灯後

（右）

クールシェア・ウォームシェアスポットに全国のパルコを登録

「クールシェア、ウォームシェア」とは、一人1台のエア

コン使用をやめ、みんなで涼しい、または暖かい場所に集

まってシェア（共有）し、地域全体で節電を行うキャンペ

ーンです。

パルコは、全店で施設登録を行い、沢山のお客様にご来店

いただきました。

レストランの廃食油をリサイクルした「エコせっけん」を各店のイベントでプレゼント

2014年5月～6月

パルコでは、レストランから出る廃食油をリサイクル化す

る等、食品リサイクルに取組んでおります。

廃食油はリサイクルして「せっけん」を作ることができま

す。そこで、パルコのレストランで回収した廃食油を一部

原料に含むリサイクルせっけんを作り、パルコ各店のイベ

ントで、お客様にプレゼントをいたしました。

パルコ館内レストランで回収した廃食油の一部を使った

リサイクルせっけん
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ャンペーンで、環境省により3月にスタートしました。

パルコも環境方針を定め省エネルギーに取組んでおり、同

キャンペーンに企業登録を行い環境取組みを宣言いたしま

した。

照明LED化の推進

LEDを中心とした省エネ型照明器具の積極的な導入によ

り、器具自体から発する熱量の抑制と、CO2排出量の低減

に努めています。2012年以降パルコ各店の共用部におい

て、高効率照明や蛍光灯を除き、集中的にLED化を実施い

たしました。

また、各ショップ区画においても、改装のタイミングを含

めて着実にLEDの導入を進めて頂いています。

LED化した店内共用通路

CO2排出量削減への取り組み

館内空調温度の緩和

フロア毎・時間帯別に館内温度を実測し適切な温度管理を徹底しています。年間を

通じて空調の間欠運転や外気取入量の最適化を積極的に行い、省エネルギー化に取

り組むことで、電力使用量を削減し、CO2排出量の削減を進めています。

ショップにおける環境負荷の軽減

ショップの新規出店や改装時に店舗設計段階から電気支給容量の抑制を図っている

ほか、グループ会社であるパルコスペースシステムズ連動のもと、各ショップの省

エネ診断や省エネサポートを実施するなど、省エネ化を推進しています。

グリーン電力証書の調達

一部店舗では、年間CO2約1,122t相当分の太陽光などの自然エネルギーで得られ

た電力の付加価値を証書化した「グリーン電力証書」を調達しております。将来の

CO2排出量の削減義務履行時に活用していく予定です。

店舗入口ステッカー

Fun to Share　への企業登録

2014年

「Fun to share」とは、企業や国民一人ひとりが実戦して

いるCO2削減のための「情報・技術・知恵」を、広く共有

して連鎖的に広げていくことで低炭素社会を目指す環境キ
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中水設備 コージェネレーションシステ

ム

PARCO全店舗を対象に、春期・秋期・冬期の外気冷房

の採用、省エネランプの導入やスイッチタイマーによ

る節電に取組むとともに、節水型バルブ、トイレ擬音

装置、自動節水センサー導入などによる節水に努めて

おります。

また、井戸設備による地下水の汲み上げや、湧水・中

水・雨水を清掃し、トイレ排水などへの再利用にも取

組んでおります。 名古屋PARCO 、浦和PARCOでは

コージェネレーションシステムを採用し、発電により

生じた廃熱を給湯・プールなどに有効利用していま

す。

環境に配慮した商品の購入

コピー用紙は環境負荷低減につながるものを優先的に選び、文房具や各種ファイ

ル、DVDディスクなど社内商品の一部はグリーン購入法に対応した商品の購入を

実施しています。

また、カーボンオフセットを設定した洗剤、ワックスなどの清掃用品の購入を進

めてCO 削減に寄与しています。

カーボンオフセット設定の清

掃用品

社内への働きかけ

コピー用紙使用量の削減

社内事務所において、コピー用紙の両面印刷やNアップ印刷（複数ページデータを1ページにレイアウトしてプリン

ト）、ミスコピー用紙の裏紙印刷を推進し、コピー用紙使用量の削減に努めています。

複合機から出力する際に社員番号を入力し、ミスコピー印刷を防ぐシステムを導入いたしました。社内手続き書類

や掲示文書などはオンライン化し、ペーパーレスシステムを構築しています。

ペットボトルキャップの回収

NPO法人Reライフスタイルを通じてペットボトルキャップをリサイクル資源として売却し、利益をワクチン募金と

して国際支援団体※に寄付しています。（2015年5月）

※国際支援団体：「NPO法人　世界の子どもにワクチンを日本委員会」

施設・設備・運用面での取り組み

リサイクル・リユースの推進

テナント企業のご協力のもと、事業所ゴミの減量・再資源化に積極的に取組んで

おります。プラスチックハンガーの再利用や、ダンボール、廃油の100％リサイ

クル、生ゴミの肥料化によるリサイクル等を積極的に実施しています。

さらに廃棄物計量器を利用し、テナント毎の品目別排出量の見える化を推進、   

リサイクルできる品目は確実にリサイクル化していく体制を整備しています。
廃棄物計量器（浦和 ARCO）
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※環境社会検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。

【調布PARCO】エコ・オフィス制度ゴールド認定

調布PARCOでは、調布エコ・オフィス認定制度においてゴールド認定を受けました。この認定制度は、地球に優

しい事業所 づくりを応援するために調布市が行っている制度です。

積極的にごみ減量、リサイクル、意識啓発に取り組んでいる事業所をゴールド、シルバー、ブロンズの三段階で表

彰、認定しています。

【吉祥寺PARCO】Ecoパートナー認定

吉祥寺PARCOでは、「武蔵野市Ecoパートナー認定」を受賞しました。この認定制度は、事業系廃棄物の減量を促

進する ために武蔵野市が行っている制度です。雑誌、生ゴミの資源化などで一定基準に適合した事業者に対して

表彰、認定して います。

環境配慮型商業施設への取組み

「ISO50001」認証取得による継続的な維持・改善

グループ会社のパルコスペースシステムズの本社は、

エネルギーパフォーマンス、エネルギー効率や省エネ

ルギーの継続的改善を図ることを目的とした国際規格

である「ISO50001」について、一般財団法人日本品

質保証機構(JQA)より認証を取得しております。

これは、設計・施工・ビルマネジメント業界内では初

の認証取得であり、今後もこれを活かし、環境負荷や

エネルギーコストの低減に配慮した提案を積極的に進

め、業務受託の拡大を目指します。

社員の意識向上

パルコでは、社員一人ひとりが身近な問題として環境について考える機会となる

よう、環境省主催の「チャレンジ25キャンペーン」及び「Fun to Share」に参画

するとともに、東京商工会議所主催の「環境社会検定試験®（eco検定）※」の受

験を社内で奨励しています。

2014年度現在、累計でパルコでは153名、パルコグループで338名の合格者を輩

出しています。

検定については、受験料の全額支援並びにテキストの配布・貸出しを行い、社員が

受験しやすい社内制度を設けています。 

クールビズ・ウォームビズ

空調エネルギー使用を削減するために、社内事務所の室温設定を夏期・冬期それぞれで設定し、クールビズ及び

ウォームビズを実施しています。

2014年度も引き続き、夏期の節電を推進するため、クールビズ期間中、室温を28℃設定と致しました。社員に

はノーネクタイ・ノージャケットのほか半そでシャツやポロシャツなど、夏期の職場環境において快適に仕事が

できるスタイルを奨励しています。
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活動実績をもっとみる 環境データ 環境方針

最新LEDの比較検証会実施

クライアントの求める空間条件に見合った最適な照明

計画を提供するために、メーカー等と協力しLED照明

器具の比較検証 会を定期的に実施して、最新器具をは

じめ、様々なメーカーや各種タイプの照明器具の性能

および省エネ効果を検証しています。

照明コンサルティングの実施

商品と売場それぞれの特性を考えた照明計画を行い、またショップを含めた照明面での設計管理を行うことで施

設全体の ひかり環境のイメージを統一、お客さまにとって心地よい快適な商環境構築の提案を行っています。

P ’es Lighting（ピースライティング）

グループ会社のパルコスペースシステムズでは、環境

負荷低減に配慮したオリジナル照明器具「P’es

Lighting」を他社と の協業により開発し、販売してい

ます。

LED照明などと組み合わせ、ECOをテーマとしたデザ

インや内装工事、ビルメンテナンスをトータルで提案

しています。
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基本方針

パルコグループは、ショッピングセンター事業とそれに関連する活動分野のなかで、地球環境との関わりを 重要

テーマと認識し、持続可能な社会を次世代に残していくため、環境保全活動を推進してまいります。 そのため

に、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し、また、お客さまや地域の方々のご理解を賜り

ながら、環境負荷の少ない商業空間の創造を目指します。

行動指針

環境保全活動

1. パルコグループすべての店舗及び事業所において、環境に配慮し省資源・省エネ化を進めます。環境への取り

組みについて定期的に検証を行い、継続的な改善を実施します。

2. 商業施設の使用エネルギーの大半を占める電気使用量の削減に取り組みます。特に、ショッピングセンターの

営業に欠かせない空調機・昇降機・照明器具など各種設備機器の省電力化に努め、さらに最新技術の導入など

により、効率的なエネルギー使用を目指します。

3. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、冷房温度の緩和など館内温度適正化、設備機器の運転j時

間の適正化による省エネを継続します。

4. パートナーであるテナント企業などと協力しながら、リサイクル・リユースの推進と廃棄物の排出抑制に取り

組み、環境負荷を低減すべく努めます。

5. 店舗の計画においては、建築・設備・内装デザインの全てに渡って、環境負荷の少ない新しい商業施設の創造

にチャレンジします。

地域活動

6. 地域社会の一員として、社会貢献活動に積極的に参加し、ホスピタリティあふれる街づくりに貢献します。

イベント活動

7. パルコグループが主催するイベントや販売促進活動においても、環境テーマを取り入れたキャンペーンを積極

的に実施します。

社員意識と教育

8. パルコグループの全社員は、自身が環境保全活動の当事者であることを意識し、リサイクル・省エネ・ゴミの

分別など、職場・家庭を問わず環境改善につながる活動を率先して行います。

また、パルコグループは、パートナーであるテナント企業などと連携しながら、この活動が促進されるように

社員に働きかけ支援します。

法令遵守

9. 地域社会の一員として、社会貢献活動に積極的に参加し、ホスピタリティあふれる街づくりに貢献します。
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INPUT

ガスの大部分は空調機設備の動力に使用しています。
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2013年度CO2排出量の増加は、各電力会社によるCO2排出量算出換算係数（燃料比率により毎年変動）

が、前年より上昇したことが主な要因です。

廃棄物排出量と最終処分量の削減取り組みを継続した結果、リサイクル率は毎年向上しています。

2014年度の排水量の増加は、一部店舗において湧水が増加したことによります。

既存店前年比については、

2010年度 福岡PARCO開業、大分PARCO閉店

2011年度 心斎橋PARCO閉店

2014年度 福岡PARCO新館開業

に基づき算出しています。

尚、廃棄物排出量・リサイクル率・最終処分量以外の環境データ数値はテナント区画を除いたものです。

OUTPUT
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