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静岡パルコ 

全１５１店の出店テナントが決定！ 

 
株式会社パルコ（本社：東京都、代表執行役社長：伊東 勇）が、2007 年3 月15 日（木）にグランドオープンいた

します「静岡パルコ」に出店する全１５１テナントが決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

■ 静岡パルコの考え方 

「静岡パルコ」は静岡駅前という、来街者が多く、その層も幅広い、好立地に位置します。 

その特徴を活かし、衣料品、装飾品などのファッション関連だけでなく、雑貨、カルチャー、食、ビューティとい

った、都市生活者の多様なニーズに対応する幅広いジャンルのテナントを導入、大人の男女からヤングまで幅

広い年齢層の方にご利用いただける構成を実現いたしました。 

また、ビルの内外装も一新し、明るく開放的な空間の中でお買物を楽しんでいただける環境を実現いたしまし

た。 

 

今回「静岡パルコ」に出店する全１５１テナントのうち、実に９割にのぼる１３６テナントが静岡市内初出店となりま

す。これまで静岡のマーケットに無かった人気ファッションブランド、大型雑貨店舗などお客様の要望にお答え

するだけでなく、新しい業態を提案するテナントも積極的に導入いたしました。 

それらバラエティあふれるテナントを、単純に年齢層や性別で区切るのではなく、パルコ独自の視点でミックス

したフロア構成となっています。 

これにより、新しいライフスタイルを静岡の街に提案していきたいと考えております。 

 

 

 

■ ビル構成の考え方 

＜買い回りが楽しい、パルコのゾーニング＞ 

業種も幅広くバラエティあふれるテナントを配置するにあたって、パルコ独自のゾーニング手法をふんだんに

盛り込みました。例えば、身の回り雑貨（靴、バッグ、アクセサリー等）や生活雑貨のテナントが多く出店します

が、それぞれのアイテムごとでは、単純にフロアやゾーンを構成していません。また、飲食テナントについて

も、単にレストラン街というようなフロア構成はしていません。これは、関連する商品やライフスタイルごとに、よ

り興味が深まったり買い回りが楽しかったりということに重点を置く、従来からパルコが目指してきたゾーニング

手法を用いたものです。 

このように、静岡パルコも、幅広いアイテムを各フロアに入れ込んでいく編集手法で、より買い回りが楽しく、

発見のある商業施設を実現しています。 
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＜静岡パルコのゾーニング＞ 

静岡パルコは、地下 1 階から地上 8 階までの 9 層を、１５１のテナントで構成します。 

このうち1階から６階をファッション中心のフロアに、紺屋町地下街からの入口である地下1階は、いわゆる「デ

パ地下」をパルコ的に編集したフロアに、７階・８階は、環境面も活かしながら、飲食と雑貨を中心としたわかり

やすくインパクトのあるフロアにしています。 

ファッションを中心とした１階から６階は、出店テナントの多くを占める衣料品テナントのテイストを軸に、身の

回り雑貨や生活雑貨、飲食、サービスのテナントを編集してフロアを構成しています。フロアごとのテイストが

わかりやすく、また上下階が関連しあうテナント配置をいたしました。お客様には、各フロア間やフロア内を回

遊しながら、買い回りを楽しんでいただけます。 

地下 1 階のパルコ的デパチカは、食と雑貨をミックスし、いつ立ち寄っても発見があるフレッシュなフロアとな

っています。 

７階は静岡市 NO.1 のミュージックゾーンと、テラス環境を活かし幅広いお客様に楽しんでいただける飲食店

を配置、８階は「静岡パルコロフト」のワンフロア展開で、暮らしの様々なニーズや目的に対応するフロアとな

っています。 

以上により静岡パルコは、独自のゾーニング手法をふんだんに盛り込みながら、多くのアイテムが関連し合い、

ビル全体の買い回りの楽しさによって新しいライフスタイルが発見できる、新しい商業施設をご提案します。 

 

＜フロア構成＞ 

８F 暮らしの生活雑貨「静岡パルコロフト」 

７F ＣＤ・ＤＶＤ「タワーレコード」/楽器「島村楽器」/レストラン 

６F メンズ＋レディス＋キッズ衣料品/身の回り雑貨/生活雑貨 

５F メンズ、メンズ＋レディス衣料品/身の回り雑貨/スポーツ 

４F レディス衣料品/身の回り雑貨/生活雑貨 

３F レディス衣料品/身の回り雑貨/「美ゅーてぃ小町」 

２F レディス衣料品/身の回り雑貨/生活雑貨/レストラン 

１F レディス衣料品/身の回り雑貨/カフェ 

Ｂ１Ｆ 「ＤＥＬＩ ＣＨＩＫＡ」食品/イートイン/雑貨 

 

 

■ テナント構成、MD 構成の特徴 

静岡パルコへのテナント導入にあたっては、静岡マーケットにおける新しさはもちろん、楽しさを提供する商

業施設であることを重視いたしました。 

幅広いアイテムにわたり、それぞれの分野の“NO.1”や“本格派”を集積することにより、お買物やお食事など

の体験を通して、お客様に楽しさや満足を提供していきます。 

 

○食と雑貨のミックスフロア ～Ｂ１Ｆ「ＤＥＬ ＣＨＩＫＡ」（デリチカ） Ｉ 

紺屋町地下街からの入口となる地下１階は、食と雑貨を編集した、今までにない新しいコンセプトフロアです。

ベーカリーや食材、イートイン・テイクアウトなど食テーマと、食器やキッチンまわりなど日常の生活雑貨をミッ

クス。スクールも併設し、いつも新しく、寄り道が楽しいフロアを提供します。 

食では、代官山のベーカリー「シェ・リュイ」、エンターテイメント・アイスクリームショップ「コールド・ストーン・ク

リーマリー」、インターネットでのお取り寄せ人気 No.1 にもなっている神戸のワッフルケーキ「エール・エル」と

いった本格的で人気の高いテナントを集積。 
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雑貨では、生活雑貨のセレクトショップ「マディ」、厳選したハーブやオイルを使ったアイテムが人気の「マーク

スアンドウェブ」、雑貨ショップにケーキのデコレーションスクールを併設した「ヴァイスヴァーサ ウィルトン」

など、感度が高くセンスの良いテナントを導入します。 

また、静岡の老舗「竹茗堂」の新業態「リーフショップ竹茗」や、ロールケーキで人気の「籐栄堂」の和菓子新

業態「もなか阿月」など、静岡市内の人気店とコラボレーションした新業態も登場します。 

 

○衣料品 ～渋谷や名古屋パルコで人気のファッション、７３ショップが静岡市初登場 
渋谷、池袋や名古屋など、都市型パルコで人気のショップを集積した衣料品テナントは、１階から６階に配置

しています。 

１階には、高感度なセレクトショップが「フリーズショップ」「アナトリエ」「リエス」など数多く登場します。 

２階には、エッジの効いたファッション感度の高いブランド「“オルタナティブバージョン”WR」「ラクレーム」な

どを導入しています。 

３階には、働く女性に人気のあるブランド「インデックス」「ミッシュ マッシュ」などを多数導入。若い女性に絶

大な人気のインナーウェア「ピーチ・ジョン・ザ・ストア」も登場します。 

４階には、ヤングに人気のブランド「ジーナシス」「RNA MEDIA」をはじめ、幅広い年齢の方に提案できるカジ

ュアルファッション「ロペピクニック」「アパートバイローリーズ」なども導入します。 

５階には、スーツスタイルが充実したブランド「タケオキクチ」「ケンジ イトウ・コムサコレクション」などに加え、

ジーニングスタイルの「リーバイスストア」やスポーティな「アディダスオリジナルス」まで、メンズおよびメンズ

＋レディスの人気ブランドを多数導入します。また、スポーツ大型店「ムラサキスポーツ」も登場します。 

６階には、レディス・メンズ・キッズが揃う「アヴィレックス コンフォート」「ビーチサウンド」、レディス・メンズの

複合型「エディー・バウアー」、ベビー・キッズ専門店「ラブ＆ピース＆マネー」など、カップルやファミリーで一

緒に買い回れるファッションを提案します。 

また、若い女性にも人気のきものショップは、「しゃら」を２階に、「なでしこｂｙやまと」を３階に、「ふりふ」を４階

にそれぞれ配置します。 

 

○身の回り雑貨 ～靴・バッグからジュエリー、アイウェアまで幅広い３０ショップが登場 

靴やバッグ、装飾品など身の回り雑貨も、おしゃれが楽しくなる３０店舗を導入。衣料品との買い回りを重視し

て、各フロアに配置します。 

１階には、ハイセンスなジュエリー・アクセサリー「アガット」「ドゥミエール ビジュソフィア」、バッグや服飾雑貨

「サマンサタバサエスティニー」「サマンサキングズ」「イル ビゾンテ」など９ショップを導入します。 

２階には、個性的なバッグ「木の庄帆布」、レディスシューズ「ビバ・サーカス プライヴ リラクシング」、時計

専門店「チックタック」など６ショップが登場します 

３階には、働く女性にぴったりのジュエリー「ジュレドゥ」、多彩な身の回りアイテムが楽しい「オフザウォール」

など３ショップを導入します。 

４階には、カジュアルなレディスシューズの「ジェリービーンズ」、オリエンタルでカラフルな身の回り雑貨「コ

キュ」など４ショップが登場します。 

５階には、メンズ雑貨を総合的に扱う「コレクターズ」、アイウェアの「ポーカーフェイス」など、メンズファッショ

ンに欠かせないショップを多数導入します。 

６階には、シューズ、スニーカーを幅広く取り揃える「ブランチス」が登場します。 

 

○雑貨、生活雑貨 ～テイストもアイテムも多彩に、新しく楽しい暮らしを提案 

多彩に導入する雑貨、生活雑貨のショップも、館内のいろいろなフロアに登場。ファッションなど他のアイテム

との関連の中で、ライフスタイルを提案していきます。 

暮らしの生活雑貨を幅広く取り揃えた「静岡パルコロフト」は、８階でワンフロア展開。スタイリッシュなインテリ

ア・雑貨の「フランフラン デザインフォーライフ」は、感度が高くエッジの効いたファッションフロアである２階

へ導入します。 



地下１階の「デリチカ」には、キッチングッズからコスメまで、幅広く６店舗が登場します。 

女性を中心に幅広い客層の４階には、カジュアルでセンスのある家具や生活雑貨が揃う「B-COMPANY」を、

エスニック雑貨「Jago」やオリエンタル雑貨「大中」、ナチュラルな生活雑貨の「ミルキーコーク ルポ」は、カッ

プルからファミリーまで楽しめる６階に配置します。 

また、７階にCD・DVDソフトを常時約６万枚揃え、座って試聴できるブースを設ける「タワーレコード」、幅広い

楽器のスクールや練習スタジオも展開する楽器専門店「島村楽器」が登場し、静岡市 NO.１のミュージックゾ

ーンが誕生します。 

 

○飲食 ～カフェ、ブッフェ、イートイン･･･様々なシチュエーションで楽しめる７ショップ 

飲食店についても、いわゆる「レストラン街」的な展開ではなく、館内のいろいろな場所に配置し、環境やシチ

ュエーションを楽しんでいただけるよう配置しています。 

１階には、パリ・ヴァンドーム広場に本店を構える「ニナス」の紅茶と、ヨコハマの老舗・キャラバンのコーヒー、

東京・西麻布「ドゥリエール」のケーキが楽しめるカフェ「ニナス パリ」を導入。お買物の合間や待ち合わせ

に、上質な時間を提供します。 

２階には、紺屋町名店街に面した全面ガラスの環境で、本場ナポリのピッツァフェスタで世界チャンピオンとな

ったチーム・サルヴァトーレのイタリアンレストラン「ピッツァ サルヴァトーレ クオモ アンド バール」を導入。

本場ナポリスタイルのピッツァはもちろん、カウンターでバースタイルも楽しめます。夜は２３時まで営業し、紺

屋町名店街に新しい夜の過ごし方を提案します。 

屋外テラスに面した環境の７階では、話題のブッフェスタイルレストランを導入し、様々なシチュエーションで、

食べる楽しみをご提案します。四季の恵みをバランスよく食べられる、野菜をたっぷり使ったヘルシーメニュ

ーの「八菜 ドゥブランシェ」、３０種類以上のスィーツに加えパスタなど軽食も充実の「スイーツ パラダイス」

と、人気の高い２店舗が登場。焼きたてパンが食べ放題のベーカリーレストラン「バケット」も導入します。 

また、地下１階「デリチカ」では、「ベーグル＆ベーグル」「フローイング」でイートインが楽しめます。 

 

○ビューティ ～レディスファッションのフロアに「美ゅーてぃ小町」誕生 

３階に、ビューティ関連の５店舗を集積したゾーン「美ゅーてぃ小町」を展開。お買物の合間に立ち寄りやすく、

利用しやすいビューティゾーンとなります。 

女性に欠かせないヘアサロン「トニーアンドガイ」、ネイルサロン「ダッシングディバ ヴィーナス」をはじめ、

DHC が手がけるカジュアルエステティックサロン「DHC オリーブの部屋」、話題のヨガスタジオ「スタジオヨギ

ー＆バンブーズ」、フットケア＆リラクゼーション「フットレーベル」の５店舗を導入します。 

 

○サービス、スクール、イベントスペース ～都市生活に欠かせない機能、新しいスクール提案 

生活に便利な機能として、６階にサービス４店舗を導入。旅行カウンター「JTB トラベランド」、保険代理店「保

険市場」、洋服サイズ直し・リフォーム「リフォーム工房 マスト」、クレジットカウンター「PARCO・セゾンカウン

ター」を導入します。 

また、スクールを展開する店舗も導入。地下１階「デリチカ」に導入する「ヴァイスヴァーサ ウィルトン」では、

ケーキのデコレーションスクールを併設します。３階「美ゅーてぃ小町」に導入する「スタジオヨギー＆バンブ

ーズ」は、ヨガ、ピラティスのクラスを展開します。７階ミュージックゾーンの「島村楽器」にはスタジオを設け、

大人のための会員制フリータイムレッスンや本格的に音楽に取り組めるレッスンまで、幅広い楽器・コースに

てスクールを展開します。 

６Fに設けるイベントスペース「スクエア６」では、渋谷パルコで好評いただいた展覧会や話題の物販催事など

を、年間を通じ開催します。グランドオープン記念として、展覧会「サンダーバード イン ジャパン」を開催い

たします。 
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■ 静岡パルコ 概要 

名称 静岡パルコ 

所在地 静岡県静岡市葵区紺屋町６－７ 

建物規模 地上８階 地下１階 

延床面積 約３０，０００㎡ 

店舗面積 約２２，０００㎡ 

  

年間売上目標額 １１，０００百万円 

投資額  ３，７００百万円 

  

開店日 ２００７年３月１５日 

営業時間（予定） 午前１０時～午後８時 

※店舗、季節により異なる場合があります。 

店舗数 １５１店舗 

  

ハウスカード ＜ＰＡＲＣＯカード＞ 

 

 
 
今後のスケジュール（予定）ご案内 

 

・3 月 13 日（火） 内覧会  （マスコミ含む関係者の方対象）  

   〃      プレビューデイ  （ご招待のお客様対象のプレオープン日） 

 
 
 
 

 
・3 月 14 日（水）  ［グランドオープン準備日］ 
 

・3 月 15 日（木） グランドオープン 

 
■内覧会、プレビューデイ、グランドオープンのご取材について 

3月13日（火）内覧会およびプレビューデイ、15日（木）グランドオープン時のご取材については、別途、ご取材の申

込を受付けさせていただく予定です。詳細は改めてご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 
 
◆本件に関するお問合せ先 
 
㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）  電話：03-3477-5710  FAX：03-3477-5769 

 

＜プレビューデイについて＞ 
 ・3 月 15 日のグランドオープン前に、ご招待のお客様にいち早く「静岡パルコ」を体験いただくプレオー

プン日。 
 ・オープン前のキャンペーン期間中に、パルコのハウスカード＜PARCO カード＞にご入会いただいた

方をご招待。 
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【ご参考】 
 

 

株式会社パルコ 概要 （2006 年 2 月末現在） 

 
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 

上場取引所    東京証券取引所第一部 

資本金       26,867百万円 

連結売上高    262,408百万円（2005年度） 

代表者      伊東 勇 

従業員数     522名 

事業内容     ショッピングセンター運営 他 

 

店舗所在地（2007年1月現在） 

池袋、渋谷、吉祥寺、調布、ひばりが丘（以上東京都）、千葉、津田沼（以上千葉県）、 

厚木（神奈川県）、新所沢（埼玉県)、宇都宮（栃木県)、札幌（北海道)、名古屋（愛知県)、 

松本（長野県）、心斎橋（大阪府）、大津（滋賀県）、広島（広島県）、大分（大分県）、 

熊本（熊本県)                            以上18店舗 

 

 

 

■今後の「パルコ」出店計画 

 

開業時期 店舗名 店舗概要 
2007 年 
秋 

浦和パルコ 建物規模：地上 7 階・地下1 階 延床面積：約 67,000 ㎡ 
 
◇所在地：埼玉県さいたま市浦和区 
◇JR 浦和駅東口駅前の再開発物件へ出店 
◇当社最大級の店舗となり、また上層階にさいたま市の公共施設を持つ複合ビルと

いう、「パルコ」としては新しいタイプの新店開発。 

2008 年 
春 

仙台パルコ（仮称） 建物規模：地上 9 階・地下1 階 延床面積：約 24,000 ㎡ 
 
◇所在地：宮城県仙台市青葉区 
◇JR 仙台駅西口。駅に隣接する再開発物件へ出店。 
◇「パルコ」東北エリア初出店として、エリアの最大拠点都市である仙台市の駅前（歩

行者デッキにより直結）で、本格的なオフィスとの複合ビルとしての開発。 
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<1>
静岡パルコ　テナント一覧

フロア テナント名 英文表記 アイテム名

Ｂ1Ｆ

シェ・リュイ Chez Lui ベーカリー

グリーン　デリ Green DeＬi 輸入食材／生活雑貨／コスメ

ショップ　ペリペリ Shop Peri Peri 食品／生活雑貨

コールド・ストーン・クリーマリー Cold Stone Creamery アイスクリーム

ゴディバ GODIVA チョコレート

ショコラティエ　テオ chocolatier Théo チョコレート／スィーツ

エール・エル R.L ワッフル／ケーキ

もなか阿月 - 和菓子

魔法のケーキ屋さん　ぷるみえ～る - スィーツ

モチクリーム MOCHICREAM スィーツ

ベーグル＆ベーグル BAGEL & BAGEL ベーグル／カフェ

フローイング Flowing カフェ／デリ

リーフショップ竹茗 - 日本茶

マディ Madu 生活雑貨

フートン　ブルーエ fouton bluet 生活雑貨／服飾雑貨

ヴァイスヴァーサ　ウィルトン VICEVERSA　WILTON ケーキスクール／生活雑貨

マークスアンドウェブ MARKS&WEB 自然派化粧品／生活雑貨

１Ｆ アナトリエ anateliér レディス

フリーズショップ FREE'S SHOP レディス

ミモーザ モーダ BY KITAMURAYA MIMOSA MODA BY KITAMURAYA レディス

Y-3 Y-3 レディス／メンズ

アン　レクレ en récré レディス

クルーン　ア　ソング CROON A SONG レディス

リエス Liesse レディス

プロポーション　ボディ　ドレッシング PROPORTION BODY DRESSING レディス

スープ SOUP レディス

サマンサキングズ SAMANTHA KINGZ メンズバッグ

トプカピ　アカウント　オブ　ジャーニー TOPKAPI Account of Journey レディス／服飾雑貨

スロー　ビジュー SLOW bijoux アクセサリー／服飾雑貨

イル　ビゾンテ IL BISONTE バッグ／服飾雑貨

サマンサタバサエスティニー Samantha Thavasa STNY バッグ

パサージュミニヨン passage mignon 服飾雑貨

ドゥミエール　ビジュソフィア Douxmiere bijou SOPHIA ジュエリー

ライオンハート LION HEART アクセサリー

アガット agete アクセサリー

ニナス パリ NINA'S PARIS カフェ

２Ｆ ゼロ　レジーナ ZERO regina レディス

　　　 ブーレ bourree レディス

ゴールド　キャンディー GOLD CANDY レディス

スマッキーグラム Smacky Glam レディス

エクリュフィル écruefil レディス

アーモワール カプリス armoire caprice レディス

オルタナティブ　バージョン　ＷＲ alternative version WR レディス

ラクレーム la cream レディス

ノーブル バース Noble Birth レディス

カーフ calf レディス

しゃら - きもの／小物

チックタック TiCTAC 時計

イコジーニ ICO JEENE バッグ

木の庄帆布 kinosyohampu バッグ

ダイアナ　アンダーライン DIANA UNDER LINE シューズ／バッグ

バークレー BARCLAY シューズ

ビバ・サーカス プライヴ リラクシング VIVA CIRCUS Priv・Relaxing シューズ／バッグ

フラッグ FLAG シューズ

フランフラン　デザインフォーライフ Francfranc DESIGN FOR LIFE インテリア／雑貨

ピッツァ　サルヴァトーレ　クオモ
アンド　バール

PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR イタリアンレストラン

　　食と雑貨のミックスフロア　「DELI　CHIKA」



<2>
静岡パルコ　テナント一覧

フロア テナント名 英文表記 アイテム名

３Ｆ オゾック OZOC レディス

ミニマム MINIMUM レディス

オズモ―シス OSMOSIS レディス

レストローズ L'EST　ROSE レディス

ラボラトリーワーク laboratory work レディス

ル シャルロ Rue Charlot レディス

ジャイロ　ホワイト JAYRO WHITE レディス

アルファベッツ　アルファベット Alphabet's alphabet レディス

インデックス INDEX レディス

ローズブリット rosebullet レディス

ラストシーンガール　コケット Last Scene girl Coquette レディス

ミッシュ　マッシュ MISCH MASCH レディス

イプダ épuda レディス

なでしこ　ｂｙ　YAMATO - きもの

ピーチ・ジョン・ザ・ストア PEACH JOHN THE STORE インナーウェア

オフザウォール OFF THE WALL 服飾雑貨

プライド Pride アクセサリー／服飾雑貨

ジュレ　ドゥ JURER DEUX ジュエリー

パーツクラブ PARTS CLUB 雑貨／アクセサリー

３Ｆ

ダッシングディバ　ヴィーナス DASHING DIVA Venus ネイルサロン・ネイルブティック

DHCエステティックサロン
オリーブの部屋

- エステティックサロン

スタジオヨギー＆バンブーズ studio yōggy & BAMBOO'S ヨガスタジオ／リラクゼーション

トニーアンドガイ TONI & GUY ヘアサロン

フットレーベル Foot Label フットケア＆リラクゼーション

４Ｆ ロペピクニック Ropé Picnic レディス

へザー HEATHER レディス

ラフ rough レディス

フレーバー FLAVOR レディス

ウツツ ututu レディス

プーレ　ミュー pour le mieux レディス

ハニークラブ HONEY CLUB レディス

パラビオン Par Avion レディス

ワールドワイドラブ WORLD WIDE LOVE! レディス／メンズ

アンティローザ AuntieRosa レディス

ジーナシス JEANASIS レディス

リ　オリーブデオリーブ Re*OLIVEdesOLIVE レディス

ワンアフターアナザー
ナイスクラップ

one after another NICE CLAUP レディス

アパートバイローリーズ apart by lowrys レディス

ドゥ　アルシーヴ Doux archives レディス

ティアン　エクート TIENS écoute レディス

179/WGニコルクラブ 179/WG NICOLE CLUB レディス

エックスガール X-girl レディス

アールエヌエー　メディア RNA MEDIA レディス

テチチ Te chichi レディス

ふりふ - きもの／レディス

アモスタイル AMO'S STYLE インナーウェア

ジェリービーンズ JELLY BEANS レディスシューズ

ＭＵＫ MUK アクセサリー

ストーンマーケット STONE MARKET 天然石／アクセサリー

コキュ COCUE 服飾雑貨

ビーカンパニー B-COMPANY インテリア／雑貨

　「美ゅーてぃ　小町」



<3>
静岡パルコ　テナント一覧

フロア テナント名 英文表記 アイテム名

５Ｆ ケンジ　イトウ・コムサ　コレクション KENJI ITO COMME ÇA COLLECTIONメンズ

A･S･M　アトリエサブメン A･S･M ATELIER SAB MEN メンズ

タケオキクチ TAKEO KIKUCHI メンズ

ムッシュニコルホールナイン MONSIEUR　NICOLE　Whole9 メンズ

291295　ラボ 291295 LABO メンズ

アディダス　オリジナルス　ショップ adidas originals shop メンズ／レディス

リーバイス®ストア Levi's® Store メンズ／レディス

マリテ＋フランソワ・ジルボー MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD メンズ／レディス

ステューシー STUSSY メンズ／レディス

レイジブルー RAGEBLUE メンズ

オニツカタイガー Onitsuka Tiger メンズ／レディス

アバハウス ABAHOUSE メンズ

モダンラヴァーズ modern lovers メンズ

ラトルトラップ RATTLE TRAP メンズ

TK TK メンズ

ムラサキスポーツ murasaki sports スポーツ

コレクターズ COLLECTORS メンズ雑貨

ポーカーフェイス POKER FACE アイウェア

ヴァリージア VALIGIA メンズバッグ

ザグランドセレクト THE GRAND SELECT アクセサリー

ブエナヴィスタ Buenavista アクセサリー

６Ｆ エディー・バウアー Eddie Bauer メンズ／レディス

アヴィレックス　コンフォート AVIREX Comfort メンズ／レディス／キッズ

ティンバーランド Timberland メンズ／レディス

ラブ＆ピース＆マネー Love&Peace&Money ベビー／キッズ

ビーチサウンド Beach Sound メンズ／レディス／キッズ

ヒズウェイ HISWAY メンズ／レディス

グラニフ graniph メンズ／レディス

波達 - メンズ／レディス／キッズ

ブランチス BRANCHS シューズ

大中 - オリエンタル雑貨

ジャゴ Jago エスニック衣料／雑貨

ミルキー　コーク　ルポ MILKY COKE REPOS 生活雑貨

JTBトラベランド - 旅行カウンター

保険市場 HOKEN ICHIBA 保険代理店

リフォーム工房　マスト - 洋服サイズ直し・リフォーム

ワコールデューブルベ wacoal Dublevé セミオーダーインナーウェア

PARCO・セゾンカウンター - クレジットカウンター

７Ｆ 島村楽器 - 楽器／音楽教室／練習スタジオ

タワーレコード TOWER RECORDS CD、DVD

八菜　ドゥブランシェ 八菜　Deux Branches 四季旬菜ブッフェ

スィーツ　パラダイス SWEETS PARADISE ケーキバイキング

バケット BAQET ベーカリーレストラン

８Ｆ 静岡パルコロフト 静岡パルコLOFT 暮らしの生活雑貨




