
パルコグループのCSR基本方針では、次世代の人材や才能を応援する「次世代」、文化的で新しい価値の提供と市

場を創造する「文化」、街や地域の魅力向上に貢献する「地域」、環境負荷の少ない商業空間の創造を 目指す

「環境」、多様な能力・個性を持った人材が活躍し協働を通じて新しい価値創造に繋げていくための「働き方改

革」、各種法令、社会的規範および社内諸規程を遵守し、公正で透明性の高い企業活動を行うための「コンプラ

イアンス」の６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。

CSR理念

パルコグループは、先見的、独創的な事業活動を通じて、

都市生活者が心豊かになる社会の実現に貢献します

次世代を担う人材や才能を、パルコが持つノウ

ハウやネットワークを活かして応援し、活力と

多様性のある社会の実現に貢献します。

ファッション、エンタテインメントをはじめ、

文化面で常に新しい価値提供や情報発信、市場

創造をおこないます。

店舗でのイベントなどを通した地域のコミュニ

ティへの参加や、安全・安心な商業施設の維持

により、街や地域の魅力向上に貢献します。

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、環境負荷の少ない商業施設の創

造を目指します。

多様な能力・個性を持った人材が活躍し協働を

通じて新しい価値創造に繋げていくことで企業

価値が向上・発展・成長し、ひいては社会貢献す

ると考えています。

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程

次世代 文化

地域 環境

働き方改革 コンプライアンス
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2019年秋冬コレクション参加ブランド

左から「SHUSHU/TONG（シュシュトン）」

「kotohayokozawa（コトハヨコザワ）」

「malamute（マラミュート）」

「若手デザイナーの発掘と支援」を目的に、アマゾン

ファッション ウィーク東京で開催された「FASHION

PORT NEW EAST」2019 年春夏コレクションと 2019 年

秋冬コレクションを支援しました。 本取り組みは、2015

年 10 月から年 2 回、4 年にわたり継続支援しており、若

手デザイナーたちが自身のクリエイションを発表すること

によって、次なる成長機会を得ることができるとともに、

次代を担う新しい才能として日本のファッション業界の新

たな力にな ってほしいと考えています。また、2020年春

夏コレクションからは名称、形式を刷新し、パワーアップ

した形でバックア ップするプロジェクトを予定していま

す。

未来を見据え、VRの新たな表現とカルチャー/ライフスタ

イルを牽引し得る次世代クリエイターを発掘し、次なるス

テップへと進むきっかけをもたらす目的で実施しまし

た。7ヶ国から合計219作品の応募があり、事務局による一

次審査で選出されたファイナリスト19作品を、審査員一同

が会した第二次（最終）審査会で厳正かつ公正に選考し、9

作品の受賞作品が決定。GOLD（グランプリ）は、バー

チャルYouTuber「えもこ」のVR個展

「EMOCO'S FIRST PRIVATE EXHIBITION」が受賞しま

した。2019年は、７月より公募をスタートし、新たに４つ

の賞が決定。受賞後のVRクリエイターとしての活動を支援

します。最終審査結果発表は12月を予定しています。

若手デザイナーの発掘と支援

「FASHION PORT NEW EAST を開催（ファッション ポートニュー イースト）」

2018 年 3 月
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ファッション/カルチャー/アート分野の VR コンテンツアワードNEWVIEW AWARDS
2018を開催。次世代クリエイターによる7ヶ国 219作品から受賞9作品が決定
2018 年 10 月

【次世代】主な活動実績



アジアのファッション産業のさらなる発展を目指して若手デザ

イナーを発掘・インキ ュベート（起業支援）するプロジェクト

AFCが昨年実施した高校生限定ファッションコンテス「AFC

High School Contest」の募集枠を中学生まで拡大し、『AFC

U-18』として開催。2次審査に残った 5 名は 2019年 3 月の最

終審査に向け、未経験者でも安心して制作できるよう、素材提

供や素材選定アドバイス、パターンや縫製の技 術指導など、専

門スタッフによるサポートも行いました。最終審査会では数々

の著名人のスタイリングを手がける業界のトップスタイリスト

が審査し、グランプリに上村透子さんが、準グランプリに落合

梨紗さんと十河 寧音さんの2名が選出されました。4月には、池

袋 PARCOミュージアムで展示を行いました。

アジアの若手デザイナーを発掘・インキュベート

「Asia Fashion Collection（アジア ファッション コレクション）」を開催
2018 年、2019 年 2 月

デザイナーを目指す中高生限定のコンテスト

「Asia Fashion Collection 中高生限定「AFC U-18」コンテストと展覧会を開催

 2018 年 6 月～2019 年 3 月、4 月池袋 PARCO ミュージアム

モデル着用イメージ

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（マーケットクリエイション部担当）

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行っています。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、Taipei IN Style（タイペイ・イン・スタイル）な

どの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。2019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350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。
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繊維企業とのコラボレーション

気鋭デザイナー×繊維企業 コラボレーションで“現代の民族衣装”を表現する展覧会

「KIRE・KIRE・TEN –現代の民族衣装-」開催
2018年4月 池袋PARCOミュージアム

「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements 

（ダンス・ダンス・アジア～クロッシング・ザ・ムーヴメンツ～）」開催
2018年3月

2014年から独立行政法人国際交流基金によってASEAN域内との文

化スポーツ交流や日本語普及を目的に設立された「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

追求しています。4年目を迎えた2018年3月には、フィリピン、イ

ンドネシア、日本の3人を演出・振付家として起用、多国籍で構成

される気鋭のダンサーたちとともに、多彩な表現力と卓越したテク

ニック、音楽が融合された3作品を披露しました。2019年7月も、

日本および東南アジア6ヵ国のアーティストとダンサー総勢48名が

卓越したテクニックと表現力、音楽が融合された5作品を披露しま

す。

© 上山陽介/ DANCE DANCE ASIA東京公
演2018 『宇宙』 振付・演出 黄帝心仙人

モード・ファッションの分野で活躍するブランドから、本企画でデ

ビューする新進ブランドまで総勢20 ブランドが参加し、繊維企業

とのコラボレーションにより“現代の民族衣装”を表現する展覧会

「KIRE・KIRE・TEN –現 代の民族衣装-」を開催しました。参加

デザイナーたちは、日本国内の各地に点在する産地工場の協力を得

て、選定・開発・加工などのプロセスで素材（キレ＝布）にフォー

カスし、絞り染め、ニードルパンチ、プリント、横編みなど様々な

手法による素材の持ち味を活かし、共通テーマである「現代の民族

衣装」を、デザイナーそれぞれの解釈で制作・展示しました。
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「Shibuya Street Dance Week（シブヤダンスウィーク）」開催

Shibuya StreetDance Week 2018の様子

2018年11月

2015年からスタートした国内最大規模のストリートダンスの祭典

「Shibuya StreetDanceeek」の実行委員会事務局を務めていま

す。幅広い層に支持され新しい芸術文化としてのストリートダンス

の確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷から世界へ良質な

エンタテインメントを発信し、渋谷をより活力にあふれた街にする

ことを目的としています。4回目を迎えた2018年11月には、渋谷

エリアのダンススタジオの各種コラボレーションや、渋谷の商業施

設前でダンスパフォーマンスを展開しました。

2018-2019年PARCO広告 

若手クリエイティブチーム起用

「PARCO 2018AW」「PARCO 2019SS」

2018年のシーズンキャンペーンから、日本の若手クリエ

イターを起用し、若い才能が集い共作 することにより、

新しい広告表現の形を生み出すことを目指しており、そ

の制作過程では「インキュ ベーション」「新しいものへ

のチャレンジ」といったこれまでに培ってきた企業姿勢

を表現しています。 「PARCO 2018AW」では、写真家

の嶌村吉祥丸や映像作家の山田健人ら20代を中心とした

若手クリエイティブチームを起用しました。本キャン

ペーン映像は、「第22回文化庁メディア芸術祭」 審査委

員会推薦作品に選出されるなど、若手クリエイターの活

躍の場にもなっています。

「PARCO 2018AW」
ポスター

「PARCO 2019SS」
ポスター
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【文化】主な活動実績

パルコが運営する渋谷のミニシアター「シネクイント」が渋谷に復活オープン

2018年７月

2016年8月に渋谷PARCO建替えの為、一時休館となっていたミニシアター

「シネクイント」が2018年7月に、渋谷駅から４分の渋谷三葉ビル内に復活

オープンしました。渋谷で唯一のペアシートを導入するなど、「渋谷で一番、

人と楽しさを共有できる映画館」として、“リアルな感動・発見のあるライブ

エンタテインメントの提供”に取り組んでまいります。

（出版）

『好日日記 季節のように生きる』

黒木華、樹木希林、多部未華子出演の大ヒット映画『日日是好日』の原作

エッセイ待望の続編。味わい深い著者のイラスト満載で、心ふるわす珠玉の

エッセイです。
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（演劇）

『人形の家Part2』

 当社プロデュース作品2019年8月

発表当時、“女性の自立”を描いた結末で社会の因習を打ち破る衝撃

を与え、以降140年間に渡り世界中で上演され続けてきた近代古典

の名作ヘンリク・イプセンの「人形の家」。アメリカの新進気鋭の

劇作家ルーカス・ナスが大胆にもその続編という形で現代に提示し

た意欲的な新作を2019年8月に上演しました。受賞作となった当

社プロデュース「チルドレン」に続き、話題の翻訳劇にいち早く挑

みました。



パルコが製作した演劇作品、買付・配給した映画作品、広告などが各種賞を受賞しまた。

＜演劇＞

2018年1月上演「アンチゴーヌ」

アンチゴーヌ役 蒼井優

第 69 回芸術選奨演劇部門 新人賞第

26 回読売演劇大賞 最優秀女優賞

第五十三回紀伊國屋演劇賞 個人賞

（音楽）

CLUB QUATTRO（クラブクアトロ）

渋谷、名古屋（名古屋PARCO 東館8階）、梅田、広島（広島PARCO 本館10

階）の4拠点でライブハウス 「CLUB QUATTRO」を運営。2019年は名古屋

CLUB QUATTROが開店30周年を迎え、「NEW DIRECTION 2019」と銘打

ち、6月から秋にかけてスペシャルなラインナップによる30周年 記念ライブを

継続的に開催。

2018年9月上演「チルドレン」

演出 栗山民也
　第26回読売演劇大賞 大賞・最優秀演出家賞

ローズ役 若村麻由美

第44回菊田一夫演劇賞 演劇賞

照明 小笠原純

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞 

音響 井上正弘

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞

『アンチゴーヌ』

『チルドレン』
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 2018年11月上演「豊饒の海」

 脚本 長田育恵 

　第53回紀伊國屋演劇賞 個人賞

 音響 井上正弘 

　第26回読売演劇大賞 優秀スタッフ賞

（映画）

買付・配給作品『セラヴィ︕』

フランス映画祭2018 エールフランス観客賞

製作委員会参加作品『日日是好日』
 第43回報知映画賞 監督賞、助演女優賞

『豊饒の海』

買付・配給作品『セラヴィ︕』

製作委員会参加作品『日日是好日』
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＜PARCO広告＞

「第22回文化庁メディア芸術祭」審査委員会推薦作品に選出されました

「第22回文化庁メディア芸術祭」エンターテイ

ンメント部門の審査委員会推薦作品に、写真家

の嶌村吉祥丸や映像作家の山田健人ら20代を中

心とした若手クリエイティブチームを起用した

「PARCO 2018AW」のキャンペーン映像が選

出されました。

＜渋谷PARCO＞

渋谷PARCO建替え工事の仮囲い

「AKIRA ART WALL」がグッドデザイン賞を受賞しました。

渋谷PARCOの建替え工事に伴う仮囲いをアートウォール

として活用した「AKIRA ART WALL」が2018年度グッ

ドデザイン賞を受賞しました。日本を代表する漫画家・

映画監督である大友克洋氏の代表作である

『AKIRA』をコラージュアーティストの河村康輔氏と共

同で、工事期間中も公園通り・スペイン坂エリアの賑わ

い創出と来街者増加に貢献するため、2017年10月から仮

囲いを美術演出してきました。再開発が進む渋谷の街と

の親和性もあり、国内外で話題のスポットとして多くの

方に訪れていただいており、今回の受賞につながりまし

た。2019年2月からは過去最大の大きさでアート・

ウォール・プロジェクト第3章に切り替え、渋谷がアー

ト・カルチャーの発火点であることを世界に向けて発信

しています。

「PARCO 
2018AW」
ポスター

「PARCO 2018AW」キャンペーン映像

グッドデザイン賞受賞の様子
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『Detective Conan Cafe in Bangkok（名探偵コナンカ
フェインバンコク）』 ©GA/S,Y,T
©2018 GA/DCC

＜コナンカフェin バンコク＞

「第3回アニものづくりAWARD」銅賞を受賞しました。

アニメやマンガ、キャラクターとのコラボ商品、広告プ

ロモーションを表彰する「第3回アニものづくり

AWARD」のインターナショナル部門で、2018年8月よ

りタイで開催したコラボレーションカフェ『Detective

Conan Cafe in Bangkok（名探偵コナンカフェインバン

コク）』が銅賞を受賞しました。
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【地域】主な活動実績

ミニシアター「UP LINK（アップリンク）吉祥寺」開業
吉祥寺PARCO 地下2階

吉祥寺PARCO 地下2階に5スクリーン、計300席のミニシアター

「アップリンク吉祥寺パルコ」が2018年12月に開業しました。これ

までアップリンクとは、共同で映画作品の配給宣伝をおこなってきま

したが、映画館運営は初の共同事業になります。5つのスクリーンで

は、世界の映画祭で話題の作品をはじめ、アート系作品、インディー

ズ作品など、地域の方々にも楽しんでいただけるファミリー向け作品

も上映し、街に根差した「映画館」で、吉祥寺の街の「映画文化」多

種多様な映画を通して復活、応援します。観客と世界とを繋げる窓と

なるような映画館を目指します。

ひばりが丘PARCO

開店25周年記念「ひばり文化祭」開催

2018年10月19日～11月14日

開店25周年記念「ひばり文化祭」は、“PARCOで学ぶ・遊ぶ・元気に

なる”がテーマです。西東京で活躍するクリエイター、文化人、

ミュージシャンや地域に根差したショップ、学校などによるパフォー

マンスや講演、ワークショップを開催しました。メインヴィジュアル

で登場している切り絵作品、ロゴ制作、広告撮影も地域で活躍する切

り絵作家、デザイナー、カメラマンを起用しました。写真展「ひばり

の肖像。」は、ひばりが丘近郊で撮影された思い出の写真と、同じ場

所で同じようにプロのカメラマンにより再現された現在の写真を並べ

て展示。懐かしい風景と参加されたお客様のコメントと共に展示され

た写真は、毎日多くのお客様が足をとめてご覧頂いていました。

2018 年 12 月 撮影︓村田雄彦
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熊本PARCO 　

肥後一之宮・阿蘇神社 復興支援プロジェクト

【阿蘇神社エール】第一弾  日本三大楼門・国指定重要文化財『阿蘇神社楼門』模型特別展
2019年6月28日～9月22日

熊本店では地域の皆様との共生、及びより一層の復興を祈念し

て、2016年4月に発生した熊本地震により甚大な被害を受けた

「肥後一之宮　阿蘇神社」の復興支援プロジェクトを実施してお

ります。第一弾として、肥後一之宮 阿蘇神社 復興支援プロジェ

クト【阿蘇神社エール】第1弾『阿蘇神社 楼門模型』特別展示を

実施いたしました。今後も支援を継続していきます。

静岡PARCO

今川義元公の銅像建立プロジェクト、クラウドファンディング募集開始

2019年７月23日スタート

今川義元公生誕500年にあたり、義元公の功績を検証・再評価し
「今川復権︕」を実現する活動の一環として、市の玄関口であ

るJR静岡駅北口に、静岡市の礎を築いた義元公を”シンボル”と

して、銅像の設置をするためのプロジェクトを開始いたしまし

た。７月23日～10月１0日まで本プロジェクトは、静岡商工会

議所(プロジェクトオーナー)とパルコが協力をすることで、地域

活性の支援をいたしております。プロモーションでは松坂屋静

岡店および静岡PARCOと連携をしています。

阿蘇神社 楼門模型
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名古屋PARCO

地元の生産者や食文化を盛り上げるクラウドファンディングプロジェクト
2019年2月27日  レストランフロアリニューアルオープン

PARCO_ya
「シャンシャン」お誕生日連動企画「ハッピーパンダフルデイズ」を開催
 2019年5月22日～6月18日

上野動物園の人気者「シャンシャン」の誕生日（6月12日）を

記念して「ハッピーパンダフルデイズ」を開催しました。隣接

する松坂屋上野店と共同で、未公開ショットを含むシャンシャ

ン写真展やパンダクイズラ

リー、PARCO_ya上野限定のパンダグッズの販売、オリジナ

ルメニューの提供など、地元と一緒になってお誕生日を盛り上

げました。ご来場いただいたお客さまもお祝いムードで笑顔あ

ふれる館内になりました。

名古屋PARCO 西館7階 
「奥山安蔵商店 ヒモノ照ラス」

名古屋PARCO西館7階レストランフロアに出店した三重県の

活魚問屋「奥山安蔵商店」と地元愛知県で話題の店舗を運営

する「エイムエンタープライズ」は、出店にあわせてクラウ

ドファンディングサービス「BOOSTER」を活用し、「生産者

の環境改善や地元食文化を盛り上げる︕地元飲食企業×生産者

応援プロジェクト」を実施しました。ご支援いただいた支援

金の一部を生産者に還元し、若手漁師の育成、漁業設備の改

修資金、その他漁業支援などに活用していきます。リターン

にはレストランフロアで利用できるプレミアムグルメチケッ

トなどを提供し多くのお客さまにご来場いただきました。

PARCO_ya 1階
「DEAN & DELUCAカフェ」
パンダ　クラッシュチョコレート　マフィン
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2018年 北海道胆振東部地震災害への募金活動を行いました。

2018年9月18日（火）～2018年11月16日（金）までの期間に、合計94,877円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

2018年 7月豪雨災害への募金活動を行いました。

2018年7月17日（火）～2018年10月19日（金）までの期間に、合計535,279円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

2018年 大阪府北部地震災害への募金活動を行いました。

2018年6月26日（火）～2018年9月28日（金）までの期間に、合計82,398円の寄付金をお預かりいたしまし

た。お預かりした募金につきましては日本赤十字社を通じて、被災地復興支援金として寄付いたしました。

募金活動・支援活動

松本PARCOが参加した市民祭の様子

松本PARCO

「松本パル校祭」を開催 

 2018年11月3日

松本市でおこなわれる市民祭にあわせて、松本PARCOでは、地元

信用金庫や商店、地元誌と連携し「松本パル校祭」を開催しまし

た。2018年は松本の市街地が歩行者天国となり、地元信州のモデ

ル参加によるファッションショーには、松本PARCOに出店してい

る10ブランドが参加しました。また、パン屋さんが集合して展開

する人気企画「パンパパンフェス」や地元のキッチンカー9店舗が

集まった「パル校食堂」、館内ではワークショップやスタンプラ

リーでさまざまな体験をしていただきました。多くのお客さまにご

来場いただき、松本の街の賑わいに貢献しました。

地域｜重点テーマ｜CSR｜株式会社パルコ 72



【環境】主な活動実績

環境省の「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」に参加

参加店舗︓全国のPARCO16店舗 

※PARCO_ya上野除く第1回目︓2018年6月21日

（木）夏至の日20時～22時

※消灯時間が異なる店舗もあります

第2回目︓2018年7月7日（土）

クールアース・デイ、七夕

環境省が地球温暖化 防止のため、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼び掛けている「CO2

削減／ライトダウンキャンペーン」今年も参加いたしました。本年は6月21日（木）夏至の日に、全国の

PARCO16店舗にて建物の外回りの照明を中心に、ライトダウンを実施いたしました。少しでも地球温暖化防止

に貢献できるよう努めてまいります。 

2018年6月21日実施時　池袋PARCO　左:消灯前、右:消灯後

ECOアクションレポート発行により、全店舗の実績を共有

PARCO各店舗で使用している「電気量」や「リサイクル率」「ペットボトルキャップの回収」の各店実績レ

ポートを発行し、パルコ社内で共有しています。また、社会的課題となっている様々な情報についても盛り込

むことで、社員の環境対応への意識向上を推進しています。
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【働き方改革】主な活動実績

場所を選ばない働き方を支援

ICT活用・拡充によりコミュニケーションの促進と業務の高速化・高

密度化を推進しています。

・クラウドサービス導入など社内グループウェア刷新

・全社員へのモバイルパソコン・スマートフォンの配布

・社内交流とフレキシブルな働き方推進

（WEBミーティングを拡大、フリーアドレス一部導入、フリーワー

キングスペース、コンセントレーションエリア設置）

副業制度導入
2019年２月スタート

本制度の基本方針は、

(１)副業を始めとする社外での経験は社員の成長の機会であり、社員の成長は会社の成長につながる

(２)多彩な才能を持った社員がおり、副業は社員の多彩な才能の発揮機会ともなり得る

と考える。

【本制度の目的と期待する成果】

(目的)
・社員の成長・自律促進

・社内活性化（イノベーションの促進）

・多様な人材の保持・獲得

・社員の多彩な才能の発揮機会

〇社外を経験することによって

・競争意識の刺激、イノベーション促進や社員の視点・人脈が拡大、社内風土の変革につなげる。〇副業制

度によって

・自己実現のための選択肢が拡大

・人材の獲得に好影響

働き方改革の国民運動「テレワーク・デイズ」、 東京都主催の「時差 Biz」に初参加

〇テレワーク・デイズ　2018年7月23日～27日（うち２日間）

〇時差Biz　　　　　 2018年7月11日～8月10日

多様な人材の 柔軟な働き方を実施するために、在宅ワーク制度の導入や、育児・介護支援制度の拡充を実施して

まいりました。 このたび、国が働き方改革の国民運動として展開する「テレワーク・デイズ」と、東京都が主催

する「時差 Biz」 に参加し、柔軟な働き方へのトライをいたしました。

(期待する効果)
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コンプライアンス研修を各種実施

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。

2017年～2018年　

2018年 7月～8月　

2018年　 10月　

2018年　 11月　

2019年　　2月

ハラスメント研修

コンプライアンス・不正研修

個人情報保護法の基本研修

クレーム対応 研修

契約の基礎研修

2018年4月～2019年1月　BCP訓練 5回実施

2018年10月～11月　 インフルエンザ予防接種

非常放送の多言語化導入（札幌店、池袋店、調布店）

海外からのお客様の増加、特に2020年のオリンピック・パラリンピック大会に備え、火災報知機の作動時に自動

的に流れる非常放送の多言語化を進めております。19年度上期には、札幌店、池袋店、及び五輪会場の東京スタ

ジアムに近く、スタッフの宿泊も行われる調布店（上階にクレストンホテルあり）の3店舗に導入しました。火

災発生時には、日本語、英語、中国語の三か国語で非常放送が流れます。この多言語化は、今後も他の店舗に拡

大していく予定です。

全店に防災用マグネシウム電池を配備

去る2018年9月に発生した「北海道胆振東部地震」の際に、北海道で大規模停電が発生しました。札幌PARCO

におきましても、地震と停電が重なる事態に際し、必要な連絡や情報の収集がなによりも重要でした。この時の

経験から停電時の通信確保の重要性を認識し、非常時の携帯電話充電のための「マグネシウム空気電池」を各店

に配備致しました。塩水を入れることで電気が発生し、一個でスマートフォン30台をフル充電できるもので、

電池切れの不安に怯えることなく必要な通信が行えることで、現場の不安感軽減にもつながります。

池袋PARCO　豊島区池袋駅周辺の「帰宅困難者対策訓練」に参加
2018年11月15日

池袋店では、豊島区地域の商業施設、企業、大学などから1,000人を

超える方々が参加し、「大型地震発生、鉄道など公共交通機関はすべ

て停止」を想定しての「帰宅困難者対策訓練」に参加いたしました。

実施にあたり、池袋PARCO壁面の大型ビジョンでの告知にも協力し、

地域連携で訓練に臨みました。
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仙台PARCO　防災体験講座を実施
2018年7月26日

仙台店では、防災体験講座を開催しました。『地震体験』『濃 防災

体験講座を実施煙体験』『消火器体験』『119番通報体験』の４つの

体験講座を実施いたしました。「定期的に開催してほしい」「他のス

タッフにも参加させたい」等の声を多く頂きました。次回の訓練で

は、外国人ボランティアの方にも訓練に参加していただき、外国人に

向けた避難誘導や非常放送なども実施いたしました。

津田沼PARCO　暴漢対策訓練を実施
2018年5月17日

津田沼店では、年１回の「防犯講習会」をさまざまなテーマで行い、ショップスタッフに興味をもって参加して

いただく取り組みを進めています。店舗開店前の時間帯で開催した今回の講習会では『暴漢対策』をテーマに、

船橋東警察署・千葉県警察本部との合同対策訓練を実施いたしました。

調布PARCO　対テロ講習を実施

調布店では、東京スタジアムが19年ラグビーワールドカップ、調布

PARCO　対テロ講習を実施20年東京オリンピック・パラリンピック

大会の主要会場になるため、警視庁と調布警察署と連携した防犯講

習会を開催いたしました。内容は、過去のオリンピックなど国際大

会がテロリストの行動アピールの場として利用された事例や、爆弾

の材料は普通のホームセンターで購入できることを警察官が講義

し、スタッフに対して、何か普段との違和感を覚えた際は、すみや

かに110番通報することを確認いたしました。
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