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◆本資料の掲載情報に関しての報道関係の皆様からのお問合せ先◆ 

株式会社パルコ 店舗運営局 営業企画部（ＰＲ担当） 

Tel：03-3477-5781 Fax：03-5489-7481 

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス 

クリスマス商戦に向けて、全国パルコで『４０周年』の謝恩企画を展開 

ＰＡＲＣＯ ４０周年キャンペーン  

【速報】人気アーティスト・ブランド・キャラクター登場による４０種類の超限定・コラボ缶 

『PARCO 40th ALL-STARS 史上最大のＣＡＮぺーン』、開催決定！ 

◆【ＰＡＲＣＯ４０周年キャンペーン】全体概要・『史上最大のＣＡＮぺーン』詳細はこちら↓



 

 

ショッピングセンターの草分け「池袋パルコ」の開店（1969年11月）から４０年 

を迎え、パルコ全２０店舗で周年謝恩企画を展開していきます。 
 

この度、株式会社パルコは、１号店である池袋パルコの開店４０周年（1969年11月23日オープン）を迎えます。これを記念して、

周年記念月である１１月からクリスマス商戦に向けて『ＰＡＲＣＯ４０周年キャンペーン』を展開してまいります。 

 

1969年の『池袋パルコ』開店から今日までのＰＡＲＣＯの活動・プロモーション（ネットワーク）をふまえ、冬の渋谷のランドマーク

とも言える渋谷パルコのクリスマスツリーや人気のアーティスト・ブランド・キャラクターの登場による４０種類の超限定・コラボ缶

プレゼントなど、40周年を記念したＰＡＲＣＯでしかできない・ＰＡＲＣＯならではのカルチャー・アート・エンターテインメント・企業

コラボレーション等の要素を融合させたイベントを続々と展開してまいります。 

また、池袋パルコでは１１月に全館セールや展覧会、ライブなどの周年記念イベントを集約、全国パルコでは１１月月末に、優

待企画・イベント・サービス企画満載の顧客謝恩を込めたセール企画を開催いたします。イベント・プレゼント・顧客優待・サービ

ス等、お客様にもっとＰＡＲＣＯを楽しんでいただける様々な企画をご用意して『40周年』を盛り上げてまいります。 

 

 

 

― ４０周年キャンペーン （第２弾） トピックス ー 

 

■【速報】４０周年記念のクリスマスプレゼント・４０種類の超限定コラボ缶をラインナップ！ 

全国パルコで展開 人気アーティスト・ブランド・キャラクター登場による４０種類のデザイン缶が集結 

『PARCO 40ｔｈ ALL-STARS 史上最大のＣＡＮペーン』 開催決定！ 

 

■今冬一番の渋谷のランドマークが登場 ４０周年記念 渋谷パルコ・クリスマスツリープロジェクト 

１１/９ 世界が注目、気鋭の投影作家・MASARU OZAKIによる「40周年記念Xmasツリー」 

 

■全国パルコ・４０周年謝恩企画 「４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＰＡＲＴＹ＆ＳＡＬＥ」開催 

テナントプロパーOFF＋〈PARCOカード〉ご優待＋イベント盛りだくさんの４日間 

 

■４０周年を迎える池袋パルコでは、全館セールや展覧会、ライブなどイベントを続々展開！ 

・ひと足早い秋物プロパーOFF 『ＲＯＣＫ ＢＡＺＡＲ』全館で開催！ 

・『“６９”ＲＯＣＫ ＰＡＲＣＯ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ｉｎ Ｐ´８Ｆ』 開催 

ビートたけし×所ジョージがタッグ 『全日本選抜 国際ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ』 

 

■パルコの情報発信拠点・パルコファクトリー（渋谷パルコ） ４０周年記念ラインナップ 

【第５弾】   渋谷パルコ・クリスマスツリーと同時展開、投影作家・MASARU OZAKIの最新展覧会 

ＭＡＳＡＲＵ ＯＺＡＫＩ ×ＶＪ ＭＡＳＡＲＵ “ＭＯＴＩＯＮ＋ＤＥＳＩＧＮ＋ＭＡＧＩＣ”ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

 

 

 



【速報】Ｘｍａｓ・全国パルコでもらえる ４０種類の超限定デザイン缶！ 

どれが出るかな？超限定コラボ缶 『PARCO 40ｔｈ ALL-STARS史上最大のＣＡＮぺーン』 開催決定！ 

人気アーティスト・ブランド・キャラクターとのコラボによる４０種類のデザイン缶をプレゼント 

40周年謝恩企画としまして、これまでパルコで展開したキャンペーン・展覧会・イベントに参加・登場してきた数々の人気アーテ

ィスト・キャラクターや、今が旬の人気キャラクター、パルコに出店している人気ブランドとのコラボレーションによるファン必見・見

応えのある４０種類のデザイン缶をプレゼントする“PARCO 40ｔｈ ALL-STARS 史上最大のＣＡＮぺーン”の開催が決定！ 

本キャンペーンのために特別に書き下ろしていただいたデザインも多数登場します。クリスマスに向けて、パルコ40周年クライ

マックスを盛り上げてまいります。 
 

■企画タイトル：ＰＡＲＣＯ ４０ｔｈ ＡＬＬ-ＳＴＡＲＳ 『史上最大のＣＡＮぺーン』 

■会期：     12月19日(土)－25日(金) 

■実施店舗：  全国パルコ20店舗 

■企画内容：  期間中、パルコ館内で4,000円以上（税込）お買上げの方にコインを1枚進呈。店内に設置した自動販売機にてコ

イン１枚につき１本オリジナルデザインの缶ドリンクをプレゼント！４０種類の中から、どのデザインが出るかはお

楽しみ！更に、アタリ缶が出た方には“異業種コラボレーションの元祖”梶原由景氏がプロデュースした

「〈PARCO×PORTER〉40ｔｈ限定グッズ｣等スペシャルアイテムをプレゼント！ 

■参加ブランド・アーティスト・キャラクター・ブランド 

【ブランド】    ツモリチサト・ＳＬＹ・リズリサ・Ne-net  他 

【アーティスト】  美輪明宏・みうらじゅん・しりあがり寿・箭内道彦・RIP SLYME 他 

【キャラクター】  せんとくん（平城遷都1300年祭キャラクター）・BE@RBRICK 

パラダイス山元（日本唯一の公認サンタクロース） 

スポンジボブ 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デザイン一例 

（※予定段階） 

(左上)美輪明宏 

(左中)BE＠RBRICK 

(左下)Ne-net 

(右上)せんとくん 

(右中)RIP SLYME 

(右下)スポンジボブ 

梶原由景氏プロフィール： 
元ビームス・クリエイティブレクター。 ナイキ、ディ

ズニー、レゴなど様々な企業、ブランドと画期的な

プロジェクトに取り組みセレクトショップの再定義を

行った。ソニーと組んだビームス25周年記念の

「hotel id+」は日本初のデザインホテル・プロジェク

トとして話題になる。現在クリエイティブ・コンサル

ティングファーム"LOWERCASE"を主宰。ブランデ

ィング、コンサルテーションを多く手掛る。 



40th Anniversary 渋谷パルコ・クリスマスツリープロジェクト 

世界が注目、気鋭の投影作家・MASARU OZAKIによる「40周年記念Xmasツリー」 

『クリスタル・ケイ』(‘07年)、『Capsule』（’08年）と、毎年、“旬”なアーティストとのタイアップが話題の渋谷パルコのクリスマスツ

リー。「PARCO 40周年記念」となる’09年は、日本を代表するプロジェクションマッピングアートの第１人者・MASARU OZAKI氏を

起用。映像投影による装いも新たなクリスマスツリーが渋谷パルコに登場いたします。 

 

11月9日(月) 渋谷パルコ・公園通り広場に登場！ 

日本を代表するプロジェクションアートの第1人者“MASARU OZAKI”が、「パルコ40周年記念ツリー」を 

“光の彫刻”に生まれ変わらせる！ 

■会期：11月9日（月）－12月25日（金）  

■会場：渋谷パルコ・公園通り広場（PART1・１Fエントランス） 

2009年、「PARCO40周年」を記念した渋谷パルコのクリスマスツリーを手掛けるのは、日本を代表するプロジェクションアートの第

一人者“MASARU OZAKI”(TOOR inc.)。ただ「飾る」のではなく、エンターテイメントの要素を盛り込み、さらに造形物を変化させて

しまう“プロジェクション・アート”。特殊な「quarter Cube vision system」を採用。積み木のように組み上げたCUBE(立方体)に投影

されたオブジェクトが様々な色や模様の“光の彫刻”にトランスフォーム。3D効果まで含めた有機的かつクールな空間演出により、

今までにない視覚効果を体験できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「PARCO FACTORY」では展覧会も開催！11/7(土)-23(月・祝) 

渋谷パルコ・パルコファクトリーにて、『MASARU OZAKI “MOTION+DESIGN+MAGIC”』 EXHIBITIONを同時開催。VJ・MASARU 

OZAKIが放つライヴ感を展覧会にて追体験できます。 ※詳細は『パルコファクトリー・40周年ラインナップ』ページにて掲載 

 

MASARU OZAKI プロフィール：ステージやライヴで音に合わせて映像をリアルタイムに操るパフォーミングアートのパイオニア的存在、日本を代表する映像演出

家。ジョン・ローレンス・サリバン、ニールバレット、ディーゼルをはじめとする世界を代表するトップブランドのファッションショー映像演出や空間演出なども手がけ、

東京コレクションでは高さ30mを超える立体物をスキャンしてリアルタイムに演出。彼のアート作品「chair」では、様々な視覚トリックを自在に操り、立体物に立体的

な映像を展開する「光の彫刻」を作り上げている。2009年2月に開催された国内最大級のファッションイベントroomsでは世界で初めて国立代々木第一体育館をス

キャンし、リアルタイムに建物を変形させて投影するプロジェクションマッピング演出をするなど、今までにない映像、造形作家として注目を浴びている。 

 

 

※渋谷パルコ公園通り広場イメージ 



全国パルコ・４０周年企画 『４０th Anniversary PARTY&SALE』 

セール、〈PARCOカード〉ご優待、お楽しみイベントがさらに充実した４日間 

全国パルコでは、半期に一度のプロパー期におけるパルコファンへの感謝を目的として展開しております全館セール『ＰＡＲＣ

Ｏ ４ｄａｙｓ ＳＡＬＥ』を、今回は40周年を記念いたしまして、『40th Anniversary PARTY&SALE』と題し、セールや〈PARCOカード〉

のご優待をさらにパワーアップ、ご来店でお楽しみいただけるイベントをご用意し展開してまいります。パルコファンにも、新しいお

客様にもお買い物をお楽しみ頂ける４日間です。 
 

■企画タイトル：  40th Anniversary PARTY&SALE 

■企画会期 ：  11月26日(木)～29日(日)  

■実施店舗 ：  全国パルコ１９店舗 

(札幌・仙台・宇都宮・浦和・千葉・津田沼・ 

池袋・渋谷・吉祥寺・調布・ひばりが丘・ 

新所沢・松本・静岡・名古屋・大津・広島・ 

熊本・大分）  

※心斎橋パルコは開催いたしません。 

※名古屋パルコは別日程となります。 

■企画内容 ：  ①テナント 各ショップ・全商品１０％ＯＦＦ (※一部除外店舗・商品がございます) 

②〈PARCOカード〉５％ＯＦＦ (※ご請求時) 

□ ＮＥＷ！ □  初日限定、〈PARCOカード・クラスS〉メンバーズ10％OFF   

■11月26日（木）  

□ ＮＥＷ！ □  ４日間のご優待 〈PARCOカード〉で10,000円以上お買上げ 500円分優待券プレゼント   

■11月26日(木)～29日(日)  

〈PARCOカード〉で10,000円（税込・合算不可）以上お買上げの方に500円分優待券、進呈 

※当日の新規入会も対象 

□ ＮＥＷ！ □  〈PARCOカード〉お友達紹介キャンペーン   

■11月26日(木)～29日(日) 

〈PARCOカード〉にご入会頂けるお友達をご紹介いただいた〈PARCOカード〉会員の方、永久不滅ポイント100 

ポイントを進呈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■〈ＰＡＲＣＯカード〉概要： 

・全国のパルコ及び国内外で利用できるハウスカード ・年会費・入会費無料 

 (アメリカン・エキスプレス付き〈ＰＡＲＣＯカード〉は年会費 3,150 円/年会費無料の２種) 

・《セゾン》永久不滅ポイントを含むすべての《セゾン》カード機能＋オリジナル特典 

・発行後 1 ヶ月間パルコでのお買物が５％ＯＦＦ年数回開催の５％ＯＦＦ期間あり  

会員優待企画へのご招待やセール情報をいち早くご案内 

■〈ＰＡＲＣＯカード・クラスＳ〉メンバーズ ・・・ パルコ、及びオンラインモール『ＰＡＲＣＯ－ＣＩＴＹ』での年間お買上累計額が２０万円以

上の方は、翌年１年間パルコでのショッピングが年間いつでも５％ＯＦＦ、パルコでのご優待特典が盛りだくさんの〈ＰＡＲＣＯカード・クラス

Ｓ〉会員となります。 



池袋パルコ：40周年Anniversary “69”ROCK PARCO FESTIVAL 

全館セールから展覧会、ライブまで盛りだくさん！豪華イベントも開催決定！ 

10月23日（金）より11月のアニバーサリーに向けて、池袋パルコでは全館セールや周年記念イベントを展開してまいります。 

 

秋物商品がひと足早く全商品 20～5％OFF!! 

パルコ全館で『ＲＯＣＫ ＢＡＺＡＲ開催』 
■タイトル：ＲＯＣＫ ＢＡＺＡＲ ■池袋パルコ全館 

■会  期：10月23日(金)～11月3日（火・祝） 

池袋パルコ全館でひと足早い秋物プロパーOFF や限定目玉商品、６９個限定福袋までＲＯＣＫにちなんだ商品も盛りだくさん！ 

 

P’パルコを拠点に周年イベントを発信 『“69”ROCK PARCO FESTIVAL inP’8F』 開催！ 
■会期：10月23日（金）～11月29日（日） ■会場：池袋パルコ・別館P’パルコ８Fイベントスペース（豊島区東池袋1－50－35） 

ビートたけし×所ジョージ 全日本選抜国際ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 
 

■会 期 ：11月7日（土）～ 11月23日（月・祝） （会期中無休11：00-21：00／入場は閉場30分前まで） 

■入場料 ：一般500円 学生：400円 小学生以下無料 

■主 催 ：パルコ 企 画 ：ビートたけし／所ジョージ  

協 力 ：ネコ・パブリッシング 特別協力：東京スポーツ新聞社 協 賛 ：サントリー酒類株式会社 

企画制作：オフィス北野／TV．CLUB／ジャパンライフデザインシステムズ／キリンジ 

遂に実現！笑いの天才と遊びの天才ががっぷり組んだ！ビートたけし＆所ジョージ 

による最初で最後？の超過激展覧会が開催決定！ 

 

ONE PIECE １０周年×DRAGONBALL Z ２０周年 『ドリーム９ショップ』開催 
 
■タイトル：PARCO 40周年記念 ONE PIECE 10周年×DRAGONBALL Z 20周年『ドリーム９ ショップ』 

■会 期 ：10月28日（水）～ 11月3日（火・祝）  ※会期中無休 11：00 ～ 21：00 

■入場料 ：無料  ■主催 ：パルコ  協 力 ：集英社／フジテレビジョン／東映アニメーション 

フジテレビ好評放送中の大人気アニメ “ＤＲＡＧＯＮＢＡＬＬ改（ドラゴンボールカイ）” 

“ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）”の日本初となる限定コラボショップ『ドリーム９（ナイン） 

ショップ』を開催致します。アニメ公開１０周年を迎えた「ワンピース」と「ドラゴンボール 

Ｚ」放送開始２０周年を記念して放送中の「ドラゴンボール改」のグッズが一同に集結。 

更にドリーム９オリジナルグッズも登場！ 

 

豪華アーティスト登場、OPENING LIVE STAGE（10/23-25）／FINAL LIVE STAGE（11/26-29） 
【ＯＰＥＮＩＮＧ ＬＩＶＥ ＳＴＡＧＥ】（10 月 23 日(金)～25 日(日)） 

■10 月 23 日(金)18：00open/18:30start ：JABBERLOOP-ジャバループ- ／ Blu-Swing-ブルースウィング- 

■10 月 24 日(土)15：30open/16:00start ：SOFFet-ソッフェ- 

■10 月 25 日(日)17：00open/18：00start ：RAINBOW ENTERTAINMENT × IKEBUKURO PARCO presents Special Bash!! "No Doubt" 

【ＦＩＮＡＬ ＬＩＶＥ ＳＡＴＧＥ】（11 月 26 日(木)～29 日(日) ・ 11/26－11/28 18：00open/19:00start） 

■11 月26 日(木)：botra night（出演アーティスト：かせきさいだぁ≡・ホフディラン）  ■27 日(金)：風とロック スペシャルイベント 

■11 月 28 日（土）：NITRO MICROPHONE UNDERGROUND-ナイトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンド- 

■11 月 29 日(日)17：00open/18:00start ：BLUE BOYS CLUB at P'PARCO（出演アーティスト：HIDEKI KAJI / sister jet ほか） 

『ROCK BAZAR』・『“６９”ROCK PARCO FESTIVAL inP’』(展覧会・ライブ（チケット販売など）)の詳細は 

池袋パルコHP http://www.parco-ikebukuro.comをご覧下さい。 

ⓒバードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション 

©オフィス北野／TV.CLUB／ネコ・パブリッシング 



渋谷パルコ：カルチャーシーンを刺激する周年ラインナップ！ 

アート・カルチャー・エンターテインメントシーンを代表するヒトとのコラボレーション 

■会場：パルコファクトリー 渋谷パルコ パート１・６Ｆ（東京都渋谷区宇田川町１５-１）  

パルコのコンテンツ発信拠点『パルコファクトリー』から４０周年を記念して、エコ・アート・カルチャーと多様なコンテンツを続々と

発信いたします。 

 

【４０周年ラインナップ・第４弾】   村上隆、発掘 GEISAIからデビューしたシンデレラガール 

高校生アーティスト・小出茜個展 『女子脳小部屋』展 
■会 期：10月17日（土）―11月3日（火）会期中無休  

10:00 －21:00 最終日は18：00まで（入場は閉場の30分前まで） 

■入場料：一般300円（税込） ・学生200円・高校生以下無料 

カイカイキキに所属する高校生アーティスト小出茜による個展「女子脳小部屋」を開催致し 

ます。中学生だった15 歳の頃にデビューし、現在18 歳となった現役高校生アーティスト、 

小出茜。その初となる本格的な個展となります。 

 

 

 

 

【４０周年ラインナップ・第５弾】  

世界が注目の気鋭アーティスト・MASARU OZAKIの最新展覧会  

MASARU OZAKI × VJ MASARU  

“MOTION + DESIGN + MAGIC” EXHIBITION 
■会期：11月7日（土）－23日（月・祝） 会期中無休10:00―21:00 

 最終日は18：00まで（入場は閉場の30分前まで）  

■入場料：一般300円／学生200円／小学生以下 無料  

「MOTION + DESIGN + MAGIC」をキーワードに、最新作を展示します。実在の建物や造形物 

に映像を補正、リアルタイムに投影して立体物や空間そのものを自在に変化させてしまう、 

日本を代表するプロジェクションマッピングアートの第一人者である彼が、この展示では造 

形のデザインから取り組み、逆算したアニメーションを制作しています。子供から大人まで 

楽しめるウィットに富んだ彼の作品は、あなたを素敵な魔法で包みこんでくれることでしょう。 

 

【４０周年ラインナップ・第６弾】ニューヨーク発、写真家26名による写真展、開催  

SHOOT：Photography of the Moment  

―カメラが捉えた一瞬が語ることー 
■会期：11月26日(木)―12月14日(月)10:00－21：00（入場は30分前まで） 

■入場料：一般500円（税込） 学生300円 小学生以下無料 

本展覧会は、今年9月に元『TOKION』編集長ケン・ミラーがRizzoli New Yorkより出版した写真 

集『SHOOT: Photography of the Moment』の出版記念イベントとして、9/17ニューヨークNew 

Museumにて開催されたレセプションを皮切りに、世界各地へ巡回をしたもの。東京会場として 

パルコファクトリーでの開催が決定いたしました。写真家26名の作品を一堂に集めた写真展です。 

ひっくり返ると宇宙が見えた，2007Acrylic on canvas 
○c 2007 Akane Koide/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 

©MASARU OZAKI(TooR inc.) 
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