Performance

パルコグループの営業収益／営業利益構成
パルコグループの事業は、商業施設「 PARCO 」
を運営する
【ショッピングセンター事業】
を中心に、個性あふれる専門店を運営する
【専門店事業】、内装および電気工事やビル管理をおこなう
【総合空間事業】、エンタテインメント事業とWebを活用した情報サービス
をおこなう
【その他の事業】の 4 事業で構成されています。
私たちパルコグループは、シナジーを発揮しながらテナントと一体になってお客さまに楽しんでいただける商業空間の創造を目指し
ています。

株式会社パルコが担うグループの基幹事業。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、
ビルの開発・プランニングから保守管理まで、商業施設運営に必要なメニューをトータル
プロデュースで提供しています。
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
新業態の開発などを推進しています。

「 PARCO_ya 」

株式会社ヌーヴ・エイが担う専門店事業は、腕時計、眼鏡、化粧品、身回雑貨、新規

業態開発の 5 事業構成で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 186 店舗（2018 年 2 月末日現在）
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。
（ 2018 年 2 月末日現在 PARCO 外店舗 137 店舗、PARCO 外出店比率 73.7％）

総合空間事業

「 TiCTAC（チックタック）
」
PARCO_ya 店

株式会社パルコスペースシステムズが担う総合空間事業は、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。

東京ドームボウリングセンター CuBAR LOUNGE
空間設計・内装工事・照明設計・広告ビジュアル

エンタテインメント事業

株式会社パルコが担うエンタテインメント事業は、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。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。

パルコデジタルマーケティング事業

株式会社パルコデジタルマーケティングが担うデジタルマーケティング事業は、商業施設
向け ICT 活用支援を中核事業とし、パルコの ICT 活用を支えています。パルコの ICT 活用を
通じて蓄えた技術力と運営力を、150を超える商業施設や専門店の店舗運営ソリューション
として提供しています。
PARCO_ya デジタルサイネージ
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その他の事業

2017

6.2%

2017

総合空間事業

その他の事業

5.6%

0.4%

専門店事業

総合空間事業

0.6%

21.4%

ショッピングセンター事業

51.2%

専門店事業

ショッピングセンター事業

21.2%

93.4%

※ セグメント間取引消去前の数値で計算しています。

www.parco.co.jp
（百万円）

243,783

11,317

248,078

239,447

11,549

53,864

11,738

51,351

13,179

10,964

本部

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

1953 年 2 月 13 日

営業収益

564 億 62 百万円

営業利益

110 億 16 百万円

資本金

343 億 67 百万円
632 名

従業員数
2014

2015

2016

2017

JGAAP

店舗数（ PARCO ／ ZERO GATE ）

IFRS

18 店舗※ 1 ／ 9 店舗※ 2

※ 1 建替えに伴う一時休業の渋谷 PARCOを含んでいます。
※ 2 2018 年 3 月に開業した原宿 ZERO GATEを含んでいます。

■■ 営業利益

※株式会社パルコのエンタテインメント事業の業績は、
「その他の事業」
に含まれています。

Performance

■■ 売上高／営業収益

P36

www.neuve-a.com
（百万円）

19,802
647

21,473

21,640

21,532

21,216

694

設立

2001 年 6 月 1 日

営業利益

205
75

2015

2016

2017

JGAAP

■■ 売上高／営業収益

東京都渋谷区神泉町 8-16

営業収益
435

2014

本社

資本金
従業員数
店舗数

212 億 16 百万円
75 百万円
4 億 90 百万円

P38

568 名
186 店舗

IFRS

■■ 営業利益

www.parco-space.co.jp
（百万円）

18,983

19,969

21,399

20,528
773

20,242

652

629
433
328

2014

2015

2016

2017

JGAAP

■■ 売上高／営業収益

本社

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

1969 年 4 月 1 日

営業収益

213 億 99 百万円

営業利益

6 億 52 百万円

資本金

4 億 90 百万円

従業員数

910 名

営業所数

32 営業所

P39

IFRS

■■ 営業利益

www.parco-digital.co.jp
（百万円）

6,891

6,850

6,774

6,158

6,137

256

132
58

2014

2015

2016

JGAAP

■■ 売上高／営業収益

53

45

本社

東京都渋谷区神泉町 8-16

設立

2000 年 3 月 1 日

営業収益

8 億 82 百万円

営業利益

68 百万円

資本金

10 百万円

従業員数

P40

62 名

2017
IFRS

■■ 営業利益

※株式会社パルコのエンタテインメント事業の業績は、
「その他の事業」
に含まれています。
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Performance

513 51

109 64

株式会社パルコ
2017 年度の成果と課題
「都心型店舗」
「コミュニティ
2017年度の店舗事業では、
型店舗」
の 2 類型の発展に向け、組織改編と店舗別の
政策を強化しました。成長市場である食テーマ
（食品、
飲食）
や化粧品テーマの業態を積極的に導入しました。
また、ライフスタイルに関わる生活雑貨や新しいサービス
業態の取り組みによるコト消費拡大への対応に向け、
全 店 舗 約 35,000m2を改 装し、改 装ゾーンのパルコ
テナント取扱高前期比は126.7％と伸長しました。
営業企画では、CRM 施策の基盤となるパルコ公式
スマートフォンアプリ「 POCKET PARCO 」
の会員獲得
の継続強化と
〈 PARCOカード〉会員向けの企画連携に
より、顧客ロイヤリティの高いクラスS 会員の取扱高が
既存店舗で前期比 107.5％と伸長しました。ICT 活用
につきましては、次世代商業施設への変革に向け、
商業施設・小売店などでの活用を目的としたロボット
「 Siriusbot
（シリウスボット）
」
を試験的に導入し、お客さま
への店内のご案内や、テナント向けの棚卸業務サポート
などの実証実験をしました。
動員企画として、
「ロバート」
の秋山竜次プロデュース
の初展覧会『クリエイターズ・ファイル祭』
や同展スピン
オフ企画を各店舗で展開し、来店客数・取扱高増加に
貢献しました。また、ファッションブランド
「 ANREALAGE
（ア ン リ ア レ イ ジ）
」による 展 覧 会『 ANREALAGE

EXHIBITION“A LIGHT UN LIGHT”』など話題性の
あるコンテンツを展開しました。

2018 年度のテーマ

www.parco.co.jp

2017
都心型店舗

PARCO

マーケット内の競合が激化する中、新たな
差別化を図るため独自の価値観を持つ高感度
な男女に対し、日本を代表するファッション
クリエイターブランド、エリア初出店の化粧品、
東京で話題となっているレディスアパレルの
新規導入など、ファッションにおいて継続して
差異性を強化するとともにレストランフロアの
全面改装を実施し、情報拡散とコミュニケー
ションを軸とした新しい 時 間 消 費の仕 方を
幅広い客層に提案しました。
都心型店舗

PARCO

新館において、商業施設への出店が初とな
る新感覚ホステルや新しい働き方を提案する
コワーキングスペースの導入による新たな
都市型時間消費の継続提案と、エリア初の
モードファッションブランド導入によるファッ
ション感度の向上を図るとともに、本館におい
てはスポーツ、ユニセックス型ファッション、
キャラクター雑貨やホビー商材を扱うポップ
カルチャーゾーンの導入により客層の拡大を
図りました。
コミュニティ型店舗

PARCO

開店10周年を迎え、地下1階に有力スーパー
マーケットの都市型業態や食・生活雑貨など
の専門店を導入、近隣商圏の3 世代ファミリー
層に向けて実用性・利便性の高い良質な食品
ゾーンを提案し、新たな客層の取り込みと店内
の買い回り向上によるビル全体の活性化を
図りました。

2018 年度は、2019 年秋開業予定の新生渋谷PARCO
を見据え、消費者価値観と購買行動の変化への対応に
向け新しいライフスタイルを提案するアイテム拡充に加
え、コト・情報を発信し体感する次世代商業施設として
の価値創造とストアブランドの強化を推進します。また、
店頭とWeb 双方の
「個客」
への適切なサービスや新し
い消 費 体 験の提 供に向け、CRM の進 化やAI 活 用、
決済機能の多様化の取り組みを強化するなどデジタル
トランスフォーメーションを推進します。
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コミュニティ型店舗

PARCO

2017 年 9 月 14 日（木）オープン

名古屋 PARCO 西館 2 階
レディス
「 STUDIOUS WOMENS 」

2017 年 12 月 11 日（月）オープン

福岡 PARCO 新館 5 階
コワーキングスペース
「ザ・カンパニー」

2017 年 11 月 22 日（水）オープン

浦和 PARCO 地下 1 階
食品スーパーマーケット
「ヤオコー」

2017 年 10 月 5 日（木）オープン

開店 40 周年を迎え、地下フロアの大規模
改装をおこない 、専門性の高い食品、暮らし
の必需品・生活雑貨などが揃う市場をテーマ
とした
「つだぬマルシェ」
として、流入人口増を
背景にマーケットニーズにあわせたデイリー
アイテムを拡充しました。
津田沼 PARCO 地下 1 階
こだわりの食品・生活雑貨などが揃う市場
「つだぬマルシェ」

店舗データハイライト

店舗別営業収益（テナント取扱高および取扱高前年度比 ※ 1）
渋谷 PARCOの一時休業、千葉 PARCO 、大津 PARCOの閉店により
全店計は減収。

営業面積：

389,000m2（95.1% ）

入館客数：

142,657 千人（100.1% ）

（既存店）

客単価前年度比：

98.6%

（既存店）

（百万円）

2017 年度

前年度比

144,245

149,549

95.6%

札幌 PARCO

11,897

13,421

97.8%

仙台 PARCO

17,015

20,030

110.1%

池袋 PARCO

25,767

28,458

102.7%

渋谷 PARCO

7,615

1,138

12.6%

-

2,265

-

静岡 PARCO

10,310

10,600

98.4%

名古屋 PARCO

36,287

34,671

90.6%

広島 PARCO

15,932

16,719

98.4%

福岡 PARCO

19,417

22,243

102.6%

89,727

99,901

92.1%

3,576

3,061

82.2%

17,319

24,618

101.3%

新所沢 PARCO

9,385

10,614

102.4%

千葉 PARCO

4,302

-

-

津田沼 PARCO

8,106

10,682

107.8%

ひばりが丘 PARCO

7,066

8,162

101.8%

吉祥寺 PARCO

6,904

9,619

103.2%

調布 PARCO

16,950

18,576

100.1%

松本 PARCO

7,133

7,278

90.8%

大津 PARCO

3,500

2,297

49.2%

熊本 PARCO

5,482

4,989

79.9%

既存店計※ 2

215,578

237,466

98.3％

全店計

233,973

249,451

94.2％

都心型店舗グループ

アイテム別売上高構成比
ライフスタイルの変化への対応をおこなうため、ファッションのみならず、
身回品や雑貨、食への取り組みを強化。

2017
38.2％

17.4％

16.3％

13.7％
7.8％
6.6％

2014
42.0％

16.2％

14.8％

14.2％
6.6％
6.2％

■■ 衣料品計

■■ 身回品計

■■ 雑貨

■■ 食品

■■ 飲食

■■ その他

PARCO_ya

コミュニティ型店舗グループ
宇都宮 PARCO
浦和 PARCO

店舗改装実績
コト消費拡大への対応と、成長市場である食テーマ
（食品、飲食）
や
化粧品テーマ、新しいサービス業態を導入。
2013 年度 2014 年度
改装規模（区画）
改装規模
（面積・m2）
改装効果（営業収益
前年度ゾーン対比・％）
改装内新規出店数

2015 年度

2016 年度

2017 年度

450

425

380

441

289

44,000

46,000

40,000

55,000

35,000

111.0

118.6

116.6

112.7

126.7

249

233

219

225

174

Performance

2016 年度

※ 1 固定家賃テナント売上を含むテナント取扱高実績です。前年度比のもととなる前年値も同じ
基準で集計しています。
※ 2 2016 年度の既存店計は福岡 PARCO 本館 増床部、名古屋 PARCO midi 、
仙台 PARCO2 、渋谷 PARCO PART1、PART3、千葉 PARCO の値を除いたものです。
2017 年度の既存店計は渋谷 PARCO PART1、PART3、千葉 PARCO 、
仙台 PARCO2、大津 PARCO 、PARCO_ya の値を除いたものです。
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212 16

75

株式会社ヌーヴ・エイ

www.neuve-a.com

2017 年度の成果と課題
株式会社ヌーヴ・エイは2018 年度以降の利益率向上に向け、店舗のスクラップ＆
ビルドを推進したことに伴う店舗数の減少などの影響があり、営業収益、営業利益とも
に前期実績を下回りました。

2018 年度のテーマ
2018 年度は、既存事業の再強化に向け、スクラップ＆ビルドの推進、オリジナル商品
の強化により利益率の向上を図るとともに、デジタル戦略を加速し、オムニチャネル化
の推進とマーケティング強化による利益拡大を推進していきます。

TiCTAC（腕時計専門店）
PARCO_ya 店限定
Kelutuan（クルチュアン）パンダウォッチ

二本柱の戦略を推進し、
お客さまのライフスタイル充実に貢献
中期計画初年度は、ローズマリー事業、アイウェア
事業が堅調に推移する一方、主力の TiCTAC 事業の
苦戦に加えて、次期以降の収益改善に向けた不採算
店舗のリストラを推進した結果、減収減益となりました。
デジタルディスラプションなどの経営環境変化に対応
すべく、成長の源泉を
「出店拡大」
から
「顧客接点の拡大」

代表取締役社長

と再定義するとともに、
「オムニチャネル化の実現による

阿部 了

POKER FACE（眼鏡専門店）
調布 PARCO 店
オープン
2016 年 8 月26 日（金）

と
「新たなビジネスモデルの構築
B to Cビジネスの深耕」
による事業領域拡大」
を戦略の二本柱として推進し、
お客さまのライフスタイル充実に貢献していきます。

186

PARCO 49

「 PARCO 」
外出店比率 73.7％

TiCTAC 事業部 腕時計専門店

93 店舗（うちPARCO 15 店舗）

アイウェア事業部

26 店舗（うちPARCO 10 店舗）

眼鏡専門店

ローズマリー事業部 化粧品／化粧雑貨専門店 ※リルレシピ含む

22 店舗（うちPARCO 13 店舗）

コレクターズ事業部 メンズ雑貨専門店

40 店舗（うちPARCO 11 店舗）

業態開発

5 店舗（うちPARCO 0 店舗）

201

200

うち

うち

うち

うち

うち

55

58

57

52

49

2013年度

38

186

182

172

PARCO

ROSEMARY（化粧品／化粧雑貨専門店）
くずはモール店
リニューアルオープン
2017 年 3 月10 日（金）

PARCO
2014年度

PARCO
2015年度

PARCO CO., LTD. Integrated Report 2018

PARCO
2016年度

PARCO
2017年度

COLLECTORS（メンズ雑貨専門店）
「 COMPLETE WORKS Tokyo 」ルミネエスト新宿店
リニューアルオープン
2017 年 9 月2 日（土）

213 99

6 52

株式会社パルコスペースシステムズ

www.parco-space.co.jp

2017 年度の成果と課題
株式会社パルコスペースシステムズは、新規案件の受託増などにより好調に推移し、
営業収益は前期実績を上回りましたが、前期における固定資産売却の影響などにより、
営業利益は前期実績を下回りました。

2018 年度のテーマ
2018 年度は、パルコや外部の受託案件で培ったノウハウ・技術を強みとしながら、
外部商業施設におけるビル管理業務の複合受注体制を強化し、J. フロント リテイリング
グループでの連携を含めて、業容拡大を推進していきます。

川崎ロフト

Performance

ワンストップ／オールラウンド／オーナー視点
中期経営計画を推進する当社の
「戦略」
は次の3 つで
す。1 つ目は
「ワンストップ」
。ひとりのお客さまからいろ
いろなお仕事を。複合受注を目指します。そのうちに
お客さまの課題や予算も把握し、全体最適・長期最適の
視点をお客さまと共有します。２つ目に
「オールラウンド」
。
いろいろできる。いろんな専門家がいて何でも相談でき
代表取締役社長

今枝 立視

る。会社も社員もそれぞれマルチスキル。だから頼りに
されます。そして
「オーナー視点」
。オーナーの夢と課題を

Détour à Bleuet（阪急三番街店）

一手に引き受け、顧客視点を貫きます。面白い仕事・
難しい仕事が舞い込む
「ナンバーワン&オンリーワン」
企業を目指していきます。

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

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

清掃

バンケット

東京駅一番街
（ウィンターイルミネーション）

ディスプレイ・VMD

（ビジュアルマーチャンダイジング）

横浜ベイクォーター
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株式会社パルコのエンタテインメント事業

www.parco.co.jp/business/entertainment/

2017 年度の成果と課題
株式会社パルコのエンタテインメント事業では、演劇で 2014 年に人気を博した
『 SINGINʼ IN THE RAIN – 雨に唄えば – 』
を東急シアターオーブにて再演し、前回を
上回る実績をおさめました。また、コンテンツ開発では、札幌 PARCOに情報発信カフェ
を出店し拠点を拡大したほか、
『ミニオン大脱走CAFE 』
が取扱高・動員ともに好調に推移
し
『 MINIONS CAFE 』
としてシンガポールでも展開しました。それにより営業収益は
前期実績を上回りましたが 、前期の映像ヒット作品の反動や渋谷 PARCO 一時休業に
伴う影響により、営業利益は前期実績を下回りました。

2018 年度のテーマ

当社プロデュース作品
舞台『 江戸は燃えているか』作・演出：三谷幸喜
2018 年 3 月に新橋演舞場にて上演

2018 年度は、外部への積極的な事業基盤の強化を図ります。2018 年 7 月には映像
事業の新たな拠点として渋谷に
「シネクイント」
をオープンするなど事業拡大を推進します。
また、独自性のあるコンテンツ開発・情報発信拠点の強化により、店舗事業へのシナジー
波及に向けて取り組んでいきます。

当社製作幹事・配給作品
長編ドキュメンタリー映画『 太陽の塔 』
2018 年 9 月公開 シネクイントほか全国ロードショー

©2018映画『太陽の塔』製作委員会

株式会社パルコデジタルマーケティング

www.parco-digital.co.jp

2017 年度の成果と課題
株式会社パルコデジタルマーケティングは、求人事業撤退により営業収益は前期
実績を下回りましたが 、デジタルマーケティング事業に集中したことにより営業利益は
前期実績を上回りました。

2018 年度のテーマ
2018 年度は、中核事業である商業施設向けのICT 活用戦略により、外部クライアント
の開発強化と事業の拡大を推進するとともに、独自性のあるサービスの開発を強化し

商業支援システム
「 SC コンシェルジュ® 」

ていきます。

「 SCコンシェルジュ® 」
を
「業界標準」
に育て上げる
生活者の行動が変化し、商業施設や専門店は、デジタルマーケティングを活用し、より密な

顧客接点や、新しい体験を提案する必要があります。当社の商業支援システム
「 SCコンシェルジュ®」

は、Webやアプリ、デジタルサイネージなどと連携し、Webとリアルの積極的な接客を実現して
います。あわせて、労務軽減のためのグループウェアや、従業員のスキルアップ支援など、商業に

代表取締役社長

川瀨 賢二
40

PARCO CO., LTD. Integrated Report 2018

おけるデジタル活用パートナーとして、全国150の商業施設や、専門店の支援をしています。2021年

には、
「 SCコンシェルジュ® 」
を
「業界標準」
に育て上げ、全国 300 以上の商業施設や、専門店と

ともに、商業の未来に貢献していきます。

Performance

パルコのエンタテインメント事業は、創業当時から幅広い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。PARCO の文化施設での展開をはじめ、外部公演やイベントへの参加を通じ、パルコがプロデュースする
エンタテインメントを国内外へ発信しています。
www.parco-play.com
渋谷 PARCO 一時休業に伴い
「 PARCO 劇場」
も43 年の歴史に一旦幕を閉じました。休館中も全国の劇場をお借りしてプロデュース公演を積極的に
おこなっています。
2018 年 9 月12 日（水）〜 9 月26 日（水） 会場：世田谷パブリックシアター 埼玉、豊橋、大阪、高知、北九州、富山、宮城公演あり

作：ルーシー・カークウッド 翻訳：小田島恒志
出演：高畑淳子 鶴見辰吾 若村麻由美

演出：栗山民也

ブロードウェイ、ウエストエンドでの上演も話題を呼んだ注目作

米ブロードウェイ、英ウエストエンドでの上演も大きな反響を呼んだ本作。世界の観客に問いかけるのは、
普遍にして深大なテーマ。大地震、津波、そして原子炉の停止… 多くの過ちを繰り返し、染みだらけになった
この地球で、今を生きる私たちは、生まれ来る未来の子供達の為に、何ができるのか―。
日本を代表する実力派俳優 高畑淳子、鶴見辰吾、若村麻由美の３人が挑む上質な人間ドラマ。
Photo by Futoshi Osako

Performance

www.cinequinto.com
に復活オープンするミニシアター「シネクイント」
を中心に、国内外の多角的なエンタテインメントをお届けしています。
2018 年7 月6 日（金）

8
2018 年 8 月10 日（金） シネクイントほか全国ロードショー

2018 年 9 月1 日（土） シネクイントほか全国ロードショー

あの大ヒットシリーズが 、女 性たちを
主役にして帰ってくる！悪名高きダニー・
オーシャンの妹であるデビー・オーシャン
は、NY のメットガラを舞台に前代未聞の
盗みを試みるが …！S・ブロック、C・ブラ
ンシェット、A・ハサウェイら豪華キャスト
が共演！

人はなぜ人を好きになるのか？その人の
何に惹かれ、なぜ、その人でないといけな
いのか？“若き巨匠”濱口竜介監督が東出
昌大を主演に迎え、芥川賞作家・柴崎友香
の名作小説を映画化！今年のカンヌ国際
映画祭コンペティション部門にて上映され
話題を呼んだ、大人の恋愛映画の傑作。

©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS
NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLCC.

©2018 映画「寝ても覚めても」製作委員会／ COMME DES CINÉMAS

www.club-quattro.com

CLUB QUATTRO

渋谷、名古屋
（名古屋 PARCO 東館 8 階）
、

www.quattrolabo.com

QUATTRO LABO

梅 田、広 島
（広 島 PARCO 本 館 10 階）の

CLUB QUATTRO がプ ロ デュース する
ミュージックバー
「 QUATTRO LABO（吉祥寺）
」
。

「 CLUB QUATTRO」
4 拠点でライブハウス

アナログレコードをハイエンドオーディオで聴き

を運 営。2018 年は渋 谷 CLUB QUATTRO

ながらゆったりと飲食が楽しめます。

が開店 30 周年を迎え、6 月から8 月にかけて
縁の深いアーティストを中心にスペシャルな
ライブ企画を集積してお届けします。

www.parco-publishing.jp
芸術書から実用書、文芸書まで多様な出版物を刊行しており、国内外の最先端アーティスト、クリエイターの方々の書籍刊行や、映画・展覧会などと連動し
た出版物など幅広い展開をしています。

価格：本体 1,200 円
（税別）仕様：215×150×11mm 31 日分

“ひふみん”でお馴染みの将棋棋士、加藤一二三の日めくりカレンダー。ひふみんの愛らしい姿、凛々しい姿、含蓄のある言葉、
素直な言葉をまとめました。撮り下ろし写真、書き下ろした言葉で構成。和服で将棋を指す姿から、オーダーメイドの赤いスーツ、
ストリートスタイルまで。毎日によろこびがあふれること間違いなしです。
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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
の差別化に大切な役割を果たしています。
「 PARCO 」

www.parco.jp/style/

PARCO2017AW

PARCO2018SS

パ ル コ のシーズ ン キャン ペーン 広 告
「 PARCO2017AW「
」 PARCO2018SS 」では2014 年
から世界的に有名なフランスのクリエイティブユニット
「 M ／ M（ Paris ）
（
」エムエムパリス）
を継続
起用しており、今回で 4 年目を迎えました。今回は新たに撮影をアラスデア・マクレラン、モデルに
サスキア・デ・ブロウを起用しています。
アラスデア・マクレランが撮り続けてきたイギリスのユース像を洋服に綴じ込め、四季を表す 4 つ
のカラーとともに、数多くのメゾンブランドのランウェイやキャンペーンに起用される人気モデル
のサスキア・デ・ブロウによって表現されるパルコのクラシックなモードを展開しました。

9

2017

10

「 PARCO2017AW 」
ポスター

2018

「 PARCO2018SS 」
ポスター

www.parco.co.jp/specialinyou/

SPECIAL IN YOU.
「 LOVE HUMAN. 」
の想いを引き継ぎ、才能を発掘・
2010 年にスタートしたコーポレートメッセージ
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9 弾では、世界を舞台に活躍するトップアーティスト3 名を起用、2018 年6 月1日
（金）
からスタート
した第10 弾では、女優・のんを起用しています。
（やまぐち いちろう）
（サカナクション）
、森永 邦彦
（もりなが くにひこ）
（ ANREALAGEデザイナー）
、
左：左から山口 一郎
真鍋 大度
（まなべ だいと）
（ Rhizomatiks Research 主宰／アーティスト）
右：のん
（女優・創作あーちすと）

2018

FASHION PORT NEW EAST
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 」の 2018 年 春 夏コレクションと2018 年 秋 冬コレクションを支 援しました。
「 FASHION PORT NEW EAST 」
は若手デザイナーたちが自立した形で発表の場を持つことを
サポートするプロジェクトです。国内若手の 2 ブランドに加え、国際的に注目度の高い海外ブランドを
招聘しファッションショーをおこないました。
本取り組みは、2015 年 10 月から年 2 回、3 年間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。

1

2

3

1 RYOTAMURAKAMI（リョウタムラカミ）
2 PERMINUTE（パーミニット）
3 HEAVEN TANUDIREDJA（ヘヴン タヌディレージャ）

Asia Fashion Collection
パルコとバンタンが共催し、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
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はじ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。また今回は、高校生限定ファッションコンテスト
「 AFC High
を初めて開催しました。本取り組みを通じて、さらなる若いファッションの感性の
School Contest 」
芽を全力でサポートしていきます。
「 AFC High School Contest 」
受賞の高校生たちと
後列左からバンタン石川代表取締役社長、審査員の伊達めぐみ様、
当社 溝口執行役事業開発部担当
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and-ecle.com/ikebukuro

éclé le bistro
2017 年 10 月、ミシュランガイド1ツ星レストランの元シェフ、オリヴィエ ロドリゲス氏と共同で開発
運営するパルコ直営の飲食店舗
「＆ éclé 」
のカジュアル版として、池袋 PARCO 本館 8 階に
「＆ éclé
をオープンしました。伝統あるフランス料理を、日本在住18 年になるオリヴィエ ロドリゲス氏が
le bistro 」
感じる、日本ならではのあたたかいシェアスタイルでカジュアルに楽しんでいただく
「シェアスタイル・
フレンチ」
を新たに考案しました。近年、重要性の増している食の分野において、都市生活者へフレンチ
の新たな楽しみ方を提案しています。
オープン
2017 年 10 月12 日（木）
「＆ éclé le bistro 」
池袋 PARCO 本館 8 階

www.parco.com.sg/itadakimasu

itadakimasu

by PARCO

「 itadakimasu
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
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
by PARCO 」
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
Performance

増加も相まって、順調に推移しています。
海外事業については、アジア圏を中心に、当社グループの持つコンテンツを海外に発信する機能
を強化していきます。
2016 年 12 月に開業した「 itadakimasu by PARCO 」

www.web-across.com

www.parco.jp/byparco/

BY PARCO
BY PARCOは、東 京・青 山 に 位 置し、パ ル コ 自 主 編 集 ショップ

ACROSS
「 ACROSS 」は、東 京の若 者とファッション・カルチャーを研 究する

「ミツカルストア」とファッションブ ランド
「 ANREALAGE」の 直 営 店、

シンクタンク部門が発信するメディアです。1980 年 8 月からスタートした

イベントスペース
「 BY PARCO shop ＆ gallery 」
の 3 店舗で構成され、

「定点観測」
をベースに、現在、社内外からの依頼を受け、国内外でさま

新たなパルコカルチャーを発信しています。
「ミツカルストア」
はデザイナー、

ざまなフィールドリサーチをおこなっています。

メーカー、産地などのつながりを活かした商品開発をおこなうとともに、

また、2017 年 6 月より、グーグル社の非営利組織 Google Cultural
「 Google Arts ＆ Culture：We Wear Culture」
Instituteのプロジェクト
に参画中。約40 年分のまちや風俗の記録を発表していく予定です。

リアルショップは作り手と消費者の出会いの場と捉え、POPUP SHOP
やワークショップを開催しています。

パルコ自主編集ショップ
「ミツカルストア」

Google Arts ＆ Culture：We Wear Culture
https://artsandculture.google.com/

PARCO CO., LTD. Integrated Report 2018

43

Performance

2017

IT

2

攻めの IT 経営に関して注目すべき取り組みをおこなっている企業とし
※

大 和インベスター・リレーションズによる
「 2017 年インターネットIR

て
「 IT 経営注目企業 」
に2 年連続で選定されました。今回は、ロボット、

表彰」
において2016 年よりランクを上げ
「優秀賞」
を受賞しました。また

AR ／ VR 、ブロックチェーンなどのデジタル技術の実証実験などを積極的

ゴメス・コンサルティングによる
「 Gomez IRサイトランキング2017」
におい

におこなっている点や顧客接点および社内システムを絶えず更新している

ては、小売業業種別
「第3 位」
、総合ランキング
「銀賞」
を、日興アイ・アールに

点などが評価されました。

よる
「2017年度全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」
においては、

※「 IT 経営注目企業」
は、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する
「攻めの IT 経営銘柄」
の選定において、特定のテーマで先進的な取り組みを実施する
「注目企業」
として、経済産業省
が選定するものです。

総合ランキングで
「優秀賞」
を受賞しました。

繊 研 新 聞 社 が 主 催するテナントからの

「 2017 年インターネットIR 表彰」
表彰式
左から青山学院大学大学院 北川教授、
当社 阿部常務執行役広報／ IR 室担当、
大和インベスター・リレーションズ
長谷川代表取締役社長

アンケートをもとに選 定される
「 2017 年 度
（第 20 回）
ディベロッパー大賞」
で、新設され
た
「情報技術活用賞」
を受賞しました。
「情報技術活用賞」
贈呈式
右が当社 林執行役
グループ ICT 戦略室担当

パルコの広告キャンペーン
「 Last Dance_ 」
が、
「 第 33 回
読売広告大賞準グランプリ」
を当社として初めて受賞しました。
渋谷 PARCOの一時休業を将来につなげるキャンペーンと
して展開したことが 、審査員からの高い評価につながりま
した。

広告キャンペーン
「 Last Dance_ 」

2

「読売広告大賞準グランプリ」
授賞式
右が当社 泉水常務執行役
新規プランニング部門管掌

ADC

パルコの
「2016AW-2017SSシーズンキャンペーン」
を手
がけたクリエイティブユニット
「 M ／M（ Paris）
（
」エムエム
パリス）
とフォトグラファーJuergen Teller
（ヨーガン テラー）
が 2017 年度のADC 賞を受賞しました。
「 M ／M（Paris）
」
の
パルコの広告キャンペーンでの受賞は、2015 年に続き2 回目
です。また、2016 年8月にPARCO MUSEUMで 開 催した
のポスターで、
展覧会
「 PARCO “SHIBUYA, Last Dance_”」
アートディレクターの井上嗣也さんがADC会員賞を受賞しま
した。パルコのシーズン広告と
「 PARCO “SHIBUYA, Last

Dance_”」のポスターは、2016 年 5 月から2017 年 4 月まで

2017ADC 賞を受賞した「 2016AW-2017SSシーズン
キャンペーン」
ポスター広告

2017ADC 会員賞を受賞した
「 PARCO “SHIBUYA,
Last Dance_”」のポスター

の一年間に発表、使用、掲載された応募作品約 8,000 点の
中から選出されました。

パルコ共同配給の
『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから
世界を救った男』が 、第 90 回アカデミー賞にて計 6 部門に
ノミネートされ、主演男優賞とメイクアップ＆ヘアスタイリング
賞の2 部門を受賞しました。また、同じく計6 部門ノミネート
されたパルコ共同配給の
『ファントム・スレッド』は、衣装
デザイン賞を受賞しました。
『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
（ユニバーサル映画）
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『ファントム・スレッド』
（ユニバーサル映画）
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