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報 道 資 料 - 第 2 弾  

  
 

‘04 年 9月 17 日（金）渋谷 PARCO パート 3 待望のグランドＯＰＥＮ 

～渋谷パルコでみつかるセレブカジュアル～ 

 

 

渋谷パルコ（東京都渋谷区、代表執行役社長 伊東 勇、執行役渋谷店店長 阿部 正明）は 2004 年 9月 17 日（金）、新た

に東京初登場の店舗を含めた全 80店舗を導入した渋谷 PARCOパート 3 をリニューアルオープンします。10 月 1日（金）に

はライフスタイルの広がりを提案する渋谷 PARCO パート 2 の上層階もリニューアルし、常に刷新を続けてきた渋谷 PARCO

が、今秋ついに完成形へ生まれ変わります。 

 

新・パート3は1階から地上5階までの中央上下エスカレーターを新設。1、2階部分はガラス張りが多用され、ガラスの壁面

から明るい自然光が差しこみ、開放感溢れるデザインです。 

店舗面積 1,388 坪に東京初登場のショップを含む全 80 店舗がオープンし、各階ごとの異なったコンセプトに基づきファッショ

ンを中心に、雑貨、インテリアを展開していきます。 

ガラス張りを多用し、オープンでスタイリッシュな１階、2 階部分は「GＯＬＤ ＲＵＳＨ ＭＥＲＣＵＲＹ」、「NINE」、「carlife」など話

題のセレクトショップやセレブカジュアルのショップを集積、20 代～30 代をターゲットとした『ファッションスタイルライブラリー』

（1F）と『シブヤエレガンスカジュアル＆セレブリティスポーツスタイル』（2F）を展開します。10 代を卒業し、コンサバティヴなフ

ァッションスタイルだけでは満足できない多くの女性に向けたブランドが、渋谷 PARCO パート 3 に勢揃いします。 

B1 階では、「シングルライフ・ライブラリー」をテーマにインテリア・雑貨をバラエティ豊富に取り揃えました。 

 

また、10月 1日（金）には、パート 2の上層階をリニューアルオープンし、インテリア・雑貨がさらに充実し、リラクゼーションや

スクールも加わり、20 代・30 代の生活を楽しみたい大人カップルに向けて、ライフスタイルの広がりを提案いたします。 

 

■本資料・第 2 弾リリースでは、9/17（金）＜パート 3＞全館改装の詳細をご案内申し上げます。 

■第 3弾リリースでは、パート 2 の詳細をお知らせします。 

 

 
この件に関するお問合せは下記までお願いします 

 

株式会社プラップ ジャパン（PR 代行）大石・村山・吉川 

TEL：03－３４８６－７１３１ FAX：03－３４８６－７５０７ 

渋谷パルコ 営業課   森  陽子  

TEL：03－３４７７－５８５１ FAX：03-５４８９-７８８８   



■≪新・パート 3≫コンセプト ＝ＳＨＩＢＵＹＡ ＲＥＡＬ ＬＩＦＥ ＬＩＢＲＡＲＹ 

○ 渋谷ネットワーク世代に贈る「シブヤ」リアルライフストアとして生まれ変わります 

○ カジュアルファッションを楽しむ新しい「シブヤ」世代にむけ、新しい「シブヤ」のファッション・ライフスタイル提案をいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ＜外観イメージ＞ 

                                       1・2Ｆにガラ 1・2Ｆにガラス張りを多用  

                                                  

■≪新・パート 3≫フロアコンセプト 

○ 【1Ｆ・ファッションスタイルライブラリー】国内外ブランドやオリジナル編集の「トウキョウセレクト」「シブヤエレガンスセレク

ト」スタイルを提案  

        

    ｃａｒ ｌ ｉ ｆｅカーライフ         GOLD RUSH MERCURY ｺﾞｰﾙﾄ ﾞﾗｯｼｭﾏｰｷｭﾘｰ   ＢＡＢＹＬＯＮＥバビロン 

○ 【2Ｆ・シブヤエレガンスカジュアル＆セレブリティスポーツスタイル】ヤングアダルトから OL を対象とした「エレガンスカジュ

アル」「ファッションスポーツスタイル」「インポートデニムスタイル」を提案  

  

           

       Ｌａｎｇｕａｇｅランゲージ          ＮＩＮＥナイン                  ｓｔｙｌｅｓスタイルス   



             

○ 【3F・ドメスティックキャラクター＆デニムスタイル】ティーンを対象とした「キャラクターカジュアル」「ドメスティックデニム」

「スポーツ」ファッションを提案  

     
ＣＯＣＯＬＵＬＵ ＳＱＵＡＲＥｺｺﾙﾙｽｸｴｱ         Ｒａｇｕｅｌラグエル               CONVERSE コンバース 

○ 【4F・ヤングフォロワーリアルカジュアル＆キッズスタイル】ピュアヤングを対象とした「リアルトレンドカジュアル」ファッション

を提案。「キッズスタイル」もセレクト提案。 

○ 【5F・6F ゾーン・無印良品他 】新設の中央上下エスカレーターで結ばれた同じくライフスタイルを総合的に展開し続ける

5・6Ｆの「無印良品 」では、≪新 ・パート 3≫館全体で提案する「シブヤ」リアルライフを、より快適に利便に体感していただ

けます 

○ 【7F・アート・スペース パルコ ミュージアム】ユースカルチャーに刺激を与え続ける展覧会スペース 

○ 【8F・映画館  シネクイント】 話題作を送りつづけるミニシアター 

○ 【B1F ゾーン】都心生活を楽しむ男女に向け、Ｂ1F はシングルライフを応援するルームスタイリング（インテリア雑貨 ・身の回

り）など生活を楽しむパーツを提供いたします 

 

     
           ACME アクメ（デザイン雑貨 ）        LOUNGE4 ラウンジフォー（インテリア・雑貨 ） 

          

ALL ORDINARIES ｵｰﾙｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｽﾞ（雑貨 ・レディス・メンズ）  graphia グラフィア（雑貨 ・ステーショナリー） 



■ オープニング企画 

【1】 「新しい渋谷ＰＡＲＣＯ」を記念して、全館 112 ショップから、渋谷ＰＡＲＣＯ限定商品を 

発売！ 

（参加ショップ・商品例） ★全ショップすべて掲載用貸し出しビジュアルをご用意できます 

 （店名） （限定アイテム） （価格他） 

ツモリチサト ハンドメイド腕時計 15，750 円 

カバン ド ズッカ ロングスリーブＴシャツ（メンズレディス） 10，500 円（予定） 

ｃａｒｌｉｆｅカーライフ ファーベスト 58，800 円 

Ｑ キュー ＦＯＸブルゾン 51，450 円 

ロイヤルオーダー エターナルハートネックレス 30，450 円/限定 50 本 

ＦＩＮＡＬ ＨＯＭＥﾌｧｲﾅﾙﾎｰﾑ 限定色ブルゾン 21，000 円 

キャサリンハムネットロンドン （メンズ）メッセージＴシャツ 7，350 円/限定 20 点 

リーバイス（Ｒ）ストア 映画「スイングガールズ」Ｔシャツ （2 種）4，410 円・5,040 円/限定 20 点 

ＭＯＰＨ モフ ｸﾗｳﾃﾞｨｵ･ｺﾙｯﾁ トートＢＡＧ＆ｹｰｷ 1，890 円/1 日限定 30 個 

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ&ｶﾞｰﾃﾞﾝ・8 つのレストラン 限定記念コースメニュー 「池記」2 名様 4，788 円ほか 

その他、多数ご用意いたしておりますので、どうぞお問合せ下さい 

 

【2】店頭ライヴ・プレゼント企画や映画「笑いの大学」試写会 200組 400 名様ご招待など、イベントを多数開催いたします 

＊詳細はお問合せ下さい 

 

【３】 新しい渋谷ＰＡＲＣＯを表現する大型キャンペン＝“ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＯ ＰＡＲＣＯ”では気鋭クリエーターを起用する 

広告キャンペーンを展開いたします 

また、ＣＦテーマ曲は、ＲＩＰ ＳＬＹＭＥがオリジナル曲をかき下し！ 

タイトルは《SPAZZO》。この曲は１０・６発売の RIP SLYME ニューシングルのカップリングに収録されます！ 

● ビジュアルＣＤ＝箭内道彦（ＰＡＲＣＯ「ＭＩＲＡＣＬＥ？」タワーレコード「ＮＯ ＭＵＳＩＣ，ＮＯ ＬＩＦＥ」、「アルファベットたばこ」ほか） 

 

【4】下記のエンターテイメント施設企画を実施いたします   ※別途リリースのご用意がございます。ご請求下さい。 

［展覧会 ］ 

ＢＲＡＮＩＦＦ ＡＩＲＬＩＮＥ ＥＸＰＯ  

(ブラニフ エアライン エキスポ)  

●9/17（金）～10/11（月祝） 

パルコミュージアム（パート 3・7Ｆ）  

一般 500円学生 400円 

～60 年代のファッション、アート、デザインのトレンドを乗せた夢のエアライン～ 

デザイン界のスーパーヒーロー達が、参加 した伝説のエアラインの世界展 。エミリオ・プッチがスチ

ュワーデス制服をデザイン、ミッドセンチュリーモダン巨匠アレキサンダー・ジラルドがトータルデザイ

ンを担当 、世界初のペイント飛行機を飛ばし、アレキサンダー・カルダーのペイントはまるで巨大な

彫刻作品 。「RMK コラボレート・オリジナルコスメキット」など、展覧会限定の現代 クリエーターとの

コラボレーションも実現 。  

［展覧会 ］ 

ＭＯＮＣＨＨＩＣＨＩ ＷＨＡＴＮＯＴ！ 

（モンチッチ ホワットノット！） 

●9/17（金）～10/11（月祝） 

パート 1・2F 特設会場/ 入場無料 

～世界のモンチッチコレクション＆リミックス～ 

30 周 年 を迎えた日本が誇る人気キャラクター「モンチッチ」。ヨーロッパで人気を博 した 70～80 年

代のレアアイテムから、「ad i das」「CANDY  STR IPPER」など人気ブランドや宇川直宏 ・やなせたか

し・水森亜土など人気クリエーターとのコラボレートした世界をご紹介いたします。  

［展覧会 ］ 

印刷解体  

●9/11（土）～9/29（水） 

ロゴスギャラリー（パート 1・Ｂ1Ｆ）/ 入場無料 

～戦前戦後の印刷を支えてきたモノたち～ 

日本の文字印刷 を支 えてきた「活 版活字 」、写 植 （写 真植字 ）の「文 字盤 」を中心に、小口木版

の商標版下 、プリント教 材用のゴム製版下 、戦前前後に発行 された内外の印刷年鑑 、紙見本

帖 、デッドストック紙 、タイポグラフィー集 など、印 刷 に関わるすべてを展示販売いたします。活 版

印刷による名刺やレターヘッド、カードのセミ・オーダーも承 ります。  

［映画 ］ 

ＳＷＩＮＧ ＧＩＲＬＳ（スウィングガールズ）  

●9/11（月祝 ）よりロードショー 

シネクイント（パート 3・8Ｆ）  

～「ウォーターボーイズ」「パルコフィクション」の矢口史靖監督待望の新作は音楽がいっぱい～

妻夫木聡主演大 ヒット作 「ウォーターボーイズ」から 3 年 、待望の最新作は楽 しい音楽あふれる

最高のエンターテイメント。山形の女子高校生がひょんなことからビッグバンドジャズに挑戦するこ

とに！？「ウォーターボーイズ」のスタッフが再結集！  

［舞台 ］ 

美輪明宏音楽会 「愛 」  

●9/16（木 ）－10/6（水 ） 

パルコ劇場 （パート 1・9F）  

～あなたは、唄を聴いて涙を流したことがありますか？ひとつのお芝居のように、 

美輪明宏の唄には溢れる愛のドラマがあります～ 

 



リニューアル後 パート３　全ＳＨＯＰ概要　　[　新・パート3：都内初＝25店/新規導入＝47店/（全80店舗　＊エンターテイメント施設を除く）　]

B1Ｆ 『シングルライフライブラリー』 都内初＝6店/新規導入＝8店/（全17店舗）

●ワンルームスタイリングパーツ…インテリア・雑貨、身の回りをバラエティをもって提案いたします

都内初 新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ ★ ACME(アクメ） デザイン雑貨
「ACME」はハワイのマウイ島を拠点にペン・腕時計・ネクタイなどのデザインアクセサリーを展開するプロダクト企業ACME STUDIO社のブランド名。その製品は、世界をリードする建築家やデザイナー、芸術家とのコラボレーションにより制作されています。洗練された
デザイン雑貨を提案いたします。

★ ★ GREAT LAUNDRY(ｸﾞﾚ-ﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ) レディス・メンズ
人気Tシャツshop「ランドリー」がTシャツの可能性を追求し年間を通じて半袖Tシャツを中心にキャラクター、イラストからグラフィックまで幅広いプリントものを展開するユニセックスTシャツセレクトSHOP。従来のオリジナル商品に加え、NEWラインGREAT LANDRYブラン
ドのスタートです。

★ ★ ｇｒａｐｈｉａ　（グラフィア） 雑貨・ステーショナリー
ライフスタイルにプラスαのデザインを提案するパーソナルなライブラリースペースがテーマの雑貨ショップ。シンプルかつエッジの効いたステーショナリーの他、チェコのおもちゃ「デトア」やスイスのデザイナー、マニュエラ・フェデリカのファッションアクセサリー
「18NONI」などをセレクト。

★ ★ ＬＯＵＮＧＥ　4　（ラウンジ　フォー） インテリア・雑貨
落ち着いた開放感を感じられるリラックスインテリアを提案。店名の通りくつろげるラウンジ的空間に楽しさをプラスした部屋作りをサポートします。オリジナル柄のインテリアグッズをはじめ、シンプルでリーズナブルな家具や、デザイナーズ1点ものもを加え、「スライブ」
がリニューアルオープンいたします。原宿路面に展開するﾕﾆｾｯｸｽ・ﾕｰｽﾞﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝｼｮｯﾌﾟ「ｽﾗｲﾌﾞ」のﾕｰｽﾞﾄﾞ・ｵﾘｼﾞﾅﾙ家具専門店第一号展開。USA、EU買付の中古家具、米軍放出品及び自社企画家具、ﾙｰﾑｱｸｾｻﾘｰ、ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ等にて展開いたします。

★ ★ Cantik Eechia(ﾁｬﾝﾃｨｯｸ ｴｰｼｱ) オリエンタル雑貨 「従来のライフスタイルとアジアの融合」をテーマにオリエンタル雑貨をセレクト。今までにないアジアな空間を提案いたします。

★ ★ ＰＲＥ－ＯＷＮＥＤ　（プリーオウンド） シューズ・犬雑貨 欧米のレディースシューズを中心としたセレクトショップ。ヨーロッパのロフトをイメージした店内には、ヴィンテージからデイリーユースまでこだわってセレクトされた靴が並び、また厳選にセレクトしたペットグッズも揃えた他にない個性を提案いたします。

★ ALL ORDINARIES(ｵｰﾙ ｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｽﾞ) 雑貨・レディス・メンズ ｱﾝﾃｨｰｸからPOPな雑貨、ｵﾘｼﾞﾅﾙｳｪｱまで「普通の人々を素敵にする」ｱｲﾃﾑを幅広く品揃え、国内外からセレクトしたﾕﾆｾｯｸｽﾃｲｽﾄのｼｮｯﾌﾟ。

★ COCUE(コキュ） レディス・シューズ・バッグ 「オリエンタル」「エスニック」「フォークロア」をキーワードに、ファッションとしてモダンに表現。雑貨を中心としたエスニックテイストのオリエンタルモダンブランドです。

★ MARCHAND DE LEGUMES(ﾏﾙｼｬﾝ ﾄﾞ ﾚｷﾞｭｰﾑ) インテリア雑貨 店名は仏語で“八百屋”を意味し、国内外のあらゆる旬なものを集めています。イタリア「RODY」グッズやチェコ製の木製トイ「MIVA」、デザインプロダクト「ALLESSI」・仏絵本「エルマ」関連グッズなど、店内もPOPなセレクトショップです。

★ 宇宙百貨 雑貨 見ているだけで楽しくなる雑貨から、おしゃれにプラスワンしたいアクセサリーまでおもちゃ箱のようにバラエティと発見のあるショップです。

★ BRAND NEW ROCKET(ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾛｹｯﾄ) インテリア 古き良き時代のデザインを基本に独自の視点で見直した、個性的なｲﾝﾃﾘｱｽﾀｲﾙを提案いたします。

★ B-COMPANY(ﾋﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ) インテリア
年月を重ねるうるに表情が出てくるマホガニー材の家具や日常生活を楽しくする雑貨が揃うインテリアショップです。比較的コンパクトサイズなヨーロッパのアンティーク家具を思わせるデザインのものやクラシックな風合いのインテリアが手に入りやすいプライスで揃い
ます。

★ ＰＯＫＥＲ　ＦＡＣＥ（ﾎﾟー ｶｰﾌｪｲｽ） メガネ
「上質なスタンダード」をコンセプトに最新のアイウエアを提案するオプティカル・セレクトショップ。国内外の人気ブランドフレーム、職人による希少性の高いハンドメイドフレーム、サングラスなど豊富なバリエーションです。新ショップでは、日本を代表するインテリアデザ
イナー内田繁氏がプロデュースする空間で上質なライフスタイルを提案いたします。

★ Holiday A・PART MENT(ﾎﾘﾃﾞｰｱﾊﾟー ﾄﾒﾝﾄ) インテリア・ファッション雑貨 ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ感あふれるｱｸｾｻﾘｰやｲﾝﾃﾘｱ雑貨にｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧﾌﾞﾘｯｸを加え、ｱｼﾞｱとﾖｰﾛｯﾊﾟのﾃｲｽﾄをmixさせた「休日の部屋」がﾃｰﾏの雑貨ｼｮｯﾌﾟ。

★ HIGHTIDE DAILY DEPOT(ﾊｲﾀｲﾄﾞﾃﾞｲﾘｰﾃﾞﾎﾟ) ステーショナリー・雑貨 ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ業界屈指のﾒｰｶｰ直営初展開ショップ。ｵﾘｼﾞﾅﾙ企画のｽﾃｰｼｮﾅﾘｰの他、「仕事場とその毎日。」をコンセプトにｵﾘｼﾞﾅﾙのｲﾝﾃﾘｱ・ﾙｰﾑｱｸｾｻﾘｰにてを応援いたします。

★ Petit coquin！(ﾌﾟﾁｺｷｬﾝ) インポート雑貨 ﾌﾗﾝｽのｱｰﾃｨｽﾄ集団によって生み出された雑貨ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ﾋﾟﾛｰﾇ」を中心に、ﾕﾆｰｸで斬新なﾃﾞｻﾞｲﾝの雑貨をﾖｰﾛｯﾊﾟ各地からｾﾚｸﾄ。

★ ＬＡＩＣＨＩ(ライチ） レディス 「ブリティシュパンク」を新テーマに、小物の新ブランド「TURU(ツル）」もスタート。「victim」「BARROW GANG」「Ｄ.Ｍ.Ｇ」などをセレクトしながらデッドストックものも豊富に提案いたします。

1Ｆ 『ファッションスタイルライブラリー』 都内初＝4店/新規導入＝10店/（全16店舗）

●トウキョウセレクトスタイル＋スタイリングパーツ　…国内外ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ+ｵﾘｼﾞﾅﾙ編集の「トウキョウセレクト」「シブヤエレガンスセレクト」スタイル＋スタイリングパーツを提案いたします

都内初 新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ ★ ＧＯＬＤ ＲＵＳＨ ＭＥＲＣＵＲＹ(ゴールドラッシュ　マーキュリー） レディス
昨年神戸に登場したセレクトショップ「ＭEＲＣＵＲＹ」がＬ.Ａ.のセレブを意識したハイクラスなリミックススタイル、ニュースタイルショップをオープンいたします。気鋭のショップデザイナーＧＬＡＭＯＲＯＵＳ森田恭通を起用した空間の中に、渡辺由香がセレクトする西海岸イ
ンポート、ハイクラスなカジュアルスタイルを提案する新ブランド「ゴールドラッシュ　マーキュリー」を提案いたします。

★ ★ g Malouse(ジーマルーズ） レディス メインラインの1つ「Malouse」は洗練・着心地・セクシーをキーワードにグラマスカジュアルを提案。モードにラグジュアリーにグレードupしたニューライン「gran EGOIST」を加え、身の廻りからトータルに提案し、渋谷グラマラスカジュアルを牽引します。

★ ★ Lotus Bootie Butti(ﾛｰﾀｽﾌﾞｰﾃｨｰﾌﾞﾃｨ) レディス 「A・I・C」「Seven」「KALLISTE」「シル」「フェイズ」など国内外のブランドをセレクト。エイジレスな感覚でインポートのウエア・小物・デニムをポイントにしながら、ドメスティックなデザイナーズやカジュアルアイテムまで提案いたします。

★ ★ ｃｉｅ’ｓ　ｃａｆｅ（シーズカフェ） アクセサリー・シューズ＆バッグ 代官山「ファームヤード」が手掛けるアクセサリーショップ1号店。東欧・中欧からのセレクト商品からオリジナルまでカジュアルなプライスからご提案いたします。

★ ｃａｒｌｉｆｅ(カーライフ） レディス・キッズ
オリジナル「carlife」、チダチダコウイチ氏氏監修ブランド「FiLLY O' LYNX」「OUT of ACTION」「ネイキッドブランチ」「クッキーフォーチュン」他多彩なブランドセレクション。現在目黒川沿いの路面店のみ。２号店となる本店舗で「大人が楽しめる空間作り」を提案いたしま
す。

★ BABYLONE(バビロン） レディス
パリ特有のフェミニン、ロンドンのエナジーを感じるヨーロッパテイスト商品を中心に展開。「BABYLONE」「HIDEAKI MIHARA×BABYLONE」「Delphine Charlotte Parmentier」「Claudia　Strecker」「Harriet　Clayton」等をセレクト。今秋デビューのブランド「Dendrobium」も注
目。

★ ＴＨＥ　SOUTHWEST CONNECTION(ｻﾞ ｻｳｽｳｴｽﾄ ｺﾈｸｼｮﾝ） ジュエリー＆アクセサリー 「Stylish　urban　folklore」をテーマにオリジナルとセレクトしたアメリカンインディアン・ジュエリーにおって洗練されながらも温もりのあるサウスウエストモダンジュエリーを提案いたします。

★ charme et charmes(シャルム　エ　シャルム） ジュエリー＆アクセサリー 「ヨーロピアン」「クラシック」「チャーミング」をテーマに、チャームを使ったアクセサリーのショップ。カジュアルなデザインから個性的でボリューム感のあるタイプまでラインナップ。

★ ＳＴＯＮＥ　ＭＡＲＫＥＴ（ストーンマーケット） 天然石・アクセサリー 大自然のエネルギーから生み出された天然石を1つづつ大切にすることをコンセプトに、世界中から集めた天然石とシルバーとを組み合わせたシルバーアクセサリーの専門店。オリジナルに加え「SPINEL」などを取り扱います。

★ LABORATORY ＺＯＲＡ（ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ ゾラ） レディス・ファッション雑貨 「ノーコンセプト」「ノーポリシー」「ノーフィロソフィー」をコンセプトに、「和魂洋才」による和テイストな空間の中で異国文化の洋品・小物雑貨を提案。リメイクファッションやアクセサリー、和洋混合の雑貨類や懐かしさ面白さをもつ雑貨、「五感」で楽しむ世界です。

★ ｃｕｃｃｉａ(クチャ） レディス・ファッション雑貨 ハンドメイドタッチで暖かみや心地良さを感じる独特の配色を個性に、流行に左右されないライフスタイルの世界を提案します。

★ ＴＨＥ　ＡＲＴ　ＯＦ　ＰＡＲＴＩＥＳ（ジ　アート　オブ　パーティーズ） レディス・メンズ ヴィヴィアン・ウエストウッドを中心に、「ANNDEMEULEMEESTER」などインポートブランドのセレクトショップです。

★ ＴｉＣＴＡＣ シブヤ・ヘッドショップ（チックタックシブヤヘッドショップ） 時計 フラッグシップ店である渋谷パルコ店では、リニューアルにあたりデザイン性の高いウォッチに先鋭化し世界中からリストウォッチをセレクト。「SCHAUER」の渋谷パルコ店限定20点の手仕上げによる腕時計をご用意いたしました。

★ Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ（ブルー　ブルーエ） 雑貨・バッグ・アクセサリー 日常を楽しく過ごすための小物や雑貨・アクセサリーを中心に、手に入りやすい価格でセレクト。シーズンごとに提案するファッション雑貨や定番雑貨も人気です。

★ Aujourdhui(オージュ・ドゥイ） ジュエリー＆アクセサリー 厳選された素材にこだわりながら、カジュアルなシルバーアクセサリー「Ｇ　OGGI」から上質な素材を使ったジュエリーライン「PORTA OGGI」で、ファッションを楽しむための世界を提案いたします。

★ ﾏｼｬﾄﾚｰﾇ カフェ ガラス張りで渋谷を眺めながらゆっくりした時間を過ごすためのカフェ。手作りケーキと新鮮なフルーツを使ったバリエーション豊かな紅茶をお楽しみ下さい。映画にも登場したりと、待ち合わせにも便利なスポットです。

2Ｆ 『シブヤエレガンスカジュアル＆セレブリティスポーツスタイル』 都内初＝10店/新規導入＝13店/（全15店舗）

●レディスエレガンスカジュアル＋ファッションスポーツスタイル…ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ～OL対応「エレガンスカジュアル」「ファッションスポーツスタイル」「インポートデニムスタイル」構成で提案いたします。

都内初 新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ ★ ＮＩＮＥ　（ナイン） レディス オリジナルの新ブランド「The Julliette Show」、アーティストとのコラボブランド「owl」の他、「Ｊust Cavalli」「Catherine　malandrino」「Roxanne　Heptner」などをセレクトしたｄｅｉｃｙの新業態ショップです。

★ ★ ｍｏｒｏｋｏ ｂａｒ(モロコバー） レディス 雑誌で人気の「LamBda」が代官山で人気を博したモロコバーを復活。オリジナルブランドに加え、「Farmer」「2　be Free」などをセレクト。ビンテージ,デッドストックものも取り入れ、今までに無いアメカジスタイルを提案します。

★ ★ ｕｒｏｃｏｌｌａｇｅ（ウロコラージュ） レディス 元ＣＡ４ＬＡのﾃﾞｲﾚｸﾀｰ沼田裕進を起用し、「ｻｰｸﾘｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ」「TRUE RELIGION」「CHIP&PEPPER」「Ｙａｎｕｋ」等インポートプレミアムジーンズが満載。ヴィンテージ・ワーク・ミリタリースタイルにヨーロピアンフレーバーを加味したスタイルを提案します。

★ ★ ｇｌａｄｅｅ（グラディー） レディス 「JUICY COUTURE」，「YANA K」を中心に、ｵﾘｼﾞﾅﾙ，LA中心のｲﾝﾎﾟｰﾄﾃﾞﾆﾑ，雑貨をｾﾚｸﾄ展開。アメリカ西海岸のセレブ系カジュアルを中心にヨーロッパ物も含め、世界の最新トレンドカジュアルを提案いたします。

★ ★ Ｒubischoix(ルビショア） レディス 東京ｴﾚｶﾞﾝｽの代表ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「Le souk」，ﾃﾞﾆﾑｽﾀｲﾙを提案する「ｖｉｇｎｙ」を中心に小物やインポートをセレクト。女らしくシャープなシルエットで大人の女性のエレガンススタイルをトータルコーディネートで提案いたします。

★ ★ ＦＵＳＥ（フューズ） レディス オリジナル「ＦＵＳＥ」に加え「ｅａｒｎｅｓｔ　ｓｅｗｎ」「Ｂｉｌｌ　Ｗａｌｌ」等をセレクト。デニムをキーアイテムに、ラグジュアリーからストリートまで自在に組合せ可能なネオ・エレガンス　カジュアルスタイルを提案いたします。

★ ★ Ｐｒｉｖａｃｙ　（プライバシー） レディス
「MINIMUM MINIMUM」を中心に、“ＳＥＸＹ　ＦＥＭＩＮＩＮＥ”なすタイリングを提案するセレクトショップ。フェミニンでナチュラルテイストな「ＲＮＡ－Ｎ」、美脚デニム「ＥＤＧＥ　ＯＮ　ＡＬＬ」や大人のスタイリング「ｃｏｏｌ　ｌａ　ｖｉｅ」「バニティ」など、旬なスタイリングをグラマラスに提
案いたします。

★ ★ Ｆrench　Ｋitty（Ｒ）（フレンチキティー（Ｒ）） レディス
ヘンリーベンデル・フレッドシーガル・アーバンアウトフィッターズ等のアメリカ有名セレクトSHOPにて取り扱いブランド「french　kitty」が日本初上陸。‘97米にてスタートし欧米のセレブに人気のブランド。かわいさの中にエレガント、キュートな魅力があふれるロマンティッ
クなショップ空間で提案いたします。

2Ｆ 『シブヤエレガンスカジュアル＆セレブリティスポーツスタイル』 都内初＝10店/新規導入＝13店/（全15店舗）

●レディスエレガンスカジュアル＋ファッションスポーツスタイル…ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ～OL対応「エレガンスカジュアル」「ファッションスポーツスタイル」「インポートデニムスタイル」構成で提案いたします。

★ ★ Ａａｒｏｍａ Ｓｔａｒ(アロマスター） レディス ダンサーとして活躍中の元DOS ａｓａｍｉがクリエートする、今秋スタートの自立した女性のためのブランド。単なる大人のカジュアルではなく上質な素材を使用して動きとセクシーさを兼ね備えたスタイルを提案します。

★ ★ ｉｓｔｉｎｔo（イスティント） レディス いくつになっても遊び心のある粋な女性たちのためのセレクトショップ。オリジナルにプラスして「PATRIZIA PEPE」「DOLCE&GABBANA」「See ｂｙ CHLOE」など高感度インポートブランドをセレクト。“関西系”のちょっとセレブなエロカジスタイルを表現します。

★ Ｌａｎｇｕａｇｅ（ランゲージ） レディス・メンズ
人気のオリジナルブランド「ｓｍｏｋｅ」「ＦＬＵＫＥ　ＯＦ　ＭＩＮＯＲＩＴＹ」「Lａｎｇｕａｇｅ」にインポートをセレクト。「SEXY」「EDGE」「POST　TREND」をキーワードに、新たな価値感を求め自分らしいライフスタイルを求める女性に提案します。また今秋からスタートのメンズライン
にも注目。

★ sｔｙｌｅｓ（スタイルス） レディス・メンズ ａｄｉｄａｓの復刻ラインを中心に、オリジナルスショップにはないデッドストック・インポート・クローズアウト商品を現行モデルと同時に展開。ａｄｉｄａｓの新しい世界を提案します。

★ LABORATORY　WORK(ラボラトリーワーク） レディス
「Spiritual,Material」をテーマに、マニッシュな中に女性らしいシルエットデザインを取り入れたオリジナル「thread in thrum」、トラディショナルとスポーツのミックステイスト「St.Anton」、大人の女性の可愛らしさを表現する「ｍｉｌｌｙ」で、カジュアルリッチなファッションを提案い
たします。

★ Ｂｒｏｗｎｉｅ　ｂｅｅ（ブラウニービー） レディス ｵﾘｼﾞﾅﾙの「ｂｒｏｗｎiｅ ｂｅｅ」の他、「ＤＡ－ＮＡＮＧ」「ROCK＆REPUBLIC」等のインポートをセレクト。スウィートなアイテムから大人のハイカジュアルまで幅広く提案いたします。

★ ＪＥＬＬＹ ＢＥＡＮＳ(ジェリービーンズ） シューズ＆バッグ オリジナルを中心にトレンドアイテムはもちろん、ワークシーンなど様々なライフシーンに対応できる幅広いラインナップのシューズショップです。

3Ｆ 『ドメスティックキャラクター＆デニムスタイル』 都内初＝4店/新規導入＝10店/（全17店舗）

●レディスキャラクターＭＩＸ　…ﾔﾝｸﾞ対応「キャラクターカジュアル」「ドメステイックデニム」「スポーツ」ﾌｧｯｼｮﾝを提案いたします。



都内初

★ Tea for two（ティーフォートゥー） レディス “ハリウッドグラマラス”をコンセプトにオリジナル+インポートのセレクト展開。大人っぽいセクシーなカジュアルスタイルを提案します。

　

★ ＮＱ＋（エヌ・キュー　プラス） レディス 「トゥーアクー」「ナスティークエスチョン」でジーニング・ワーク・ボーイズなボトムスを中心に着くずしたトラッド・ガーリッシュをミックスしたスタイリングを提案いたします。

★ 無印良品 総合インテリア雑貨 様々な生活シーンの変化にも多様に対応して、ライフスタイルの力強いサポートを続けています。リニューアルに際し、店内も新しい提案を織り込ませながら、２フロアの大型ショップとして品揃えを充実させていきます。

7Ｆ　　『PARCO MUSEUMパルコミュージアム』（アートスペース） （全1店舗）

日

ド

新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ ★ ＣＯＣＯＬＵＬＵ　ＳＱＵＡＲＥ　（ココルルスクエア） レディス・メンズ・キッズ メンズ・ベイビーを加えココルルブランドがフルラインで揃う新業態のフラッグシップショップとして都内初出店。アメリカンサーフカジュアルをヤングファミリーに提案いたします。

★ ★

★ ★

Ｈ（アッシュ）

MiiNO(ミーノ）

レディス

レディス

“きれいなサープラス”をコンセプトに、タフな素材を女性らしいシルエットはスタイリングで表現する新ブランド。インポートデニムや雑貨もセレクトする日本初登場ショップです。

「トレンド×ベーシック、クール×ホット、シンプル×ラブリー」をテーマにサーフ・レゲエ・ＳＥＸＹなどテイスト別に旬のトレンドをご提案いたします。またＤｅｎｉｍ（ドットデニム）との複合ショップとして展開いたします。

★ ★

★

ＬＥＧＥＮＤ（レジェンド）

ＤＯＵＢＬＥ　ＮＡＭＥ（ダブルネーム）

シューズ

レディス

「SKECHERS」「ＣＯＮＶＥＲＳE」などのスニーカーライン及びカジュアルなパンプス、ブーツラインを加えた新業態展開。スポーツ・エレガンス、カジュアルに幅広く提案いたします。

ジーニングを中心にミリタリー・ワークを加えたストリートカジュアルにナチュラルな素材で甘くなりすぎないリラックスをプラスしたスタイルを提案いたします。

★ Ａs  rabbit（エーズラビット） レディス 米西海岸を意識したリラックスウエア。古着感覚の「エーズラビット」に加え、「PUMA」やインポートデニム・アウター・カットソーを提案いたします。

★ Ｒaguel(ラグエル） アクセサリー・ファッション雑貨 ｷｭｰﾄで繊細なﾃﾞｻﾞｲﾝのｱｸｾｻﾘｰ「Raguel」「ebony eyｅs」、バッグ・ベルト・帽子・ストール等の身の廻りSHOP。ｱﾝﾃｨｰｸﾃｲｽﾄを取り入れたこだわりの商品を提案いたします。

★ ＦＡＲＭ－ＹＡＲＤ(ファームヤード） アクセサリー・ファッション雑貨 「ＦＡＲＭ－ＹＡＲＤ」「ＷＡＫＩ」などオリジナルブランドを中心に大人のカジュアルを発信するアクセサリー・ファッション小物のショップです。

★ ＣＯＮＶＥＲＳＥ（コンバース） レディス “OLD　SCHOOL”をキーワードに、ファッショナブルでスポーティなカジュアルを提案するニューライン。ウエアのみならず雑貨も加えたトータルコーディネイトが揃います。

★ ＲＮＡ　ＭＥＤＩＡ（アールエヌエー　メディア） レディス 遊び心のあるクールなカジュアルスタイルが魅力的な、エッジのきいたストリートウエアを提案いたします。

★ ＷＯＲＬＤ　ＷＩＤＥ　ＬＯＶＥ！（ワールドワイドラブ） レディス 「ＲＯＣＫ」をコンセプトに、“ロンドンのイーストエンドにある古い倉庫に住むミュージシャン”をイメージした空間で表現。デニムをベースにしたデイリーカジュアルを提案いたします。

★ ＭＡＰＬＥ　ＣＲＥＥＫＳ　ｂｌｏｏｍｉｎｇ　ｒｏｏｍ（メイプル　クリークス） レディス ナチュラルでシンプルな中にもスウィートさを加えたカジュアルブランド「ＭＡＰＬＥ　ＣＲＥＥＫＳ」を中心に「Ｓｗｉｒｌ」「ｃｏｎｃａｒｉｎｏ」やシューズ・アクセサリーなどインポートでのセレクトで提案いたします。

★ TEAM OF BEAT*EN(ティーム　オブ　ビートン） レディス 音楽や映画等のサブカルチャーに興味をもつライフスタイルに欠かせない遊び心にあふれたファッション、ハードなマテリアルとナチュラルなベーシック感のミックスコーディネイトでのスタイルを提案いたします。

★ Ｃａｎｄｙ　Ｓｔｒｉｐｐｅｒ（キャンディ　ストリッパー） レディス 板橋よしえ・菊地千春が専門学校在学中に2人でブランドを結成。カラフルでキュート、ちょっと懐かしくて、とにかく楽しい "Candy Stripper"の服が発する"今っぽさ"は「自分は他の人とは、ちょっと違う！」そんな気分を着るだけで与えてくれる。

★ ＡＬＧＯＮＱＵＩＮ（アルゴンキン） レディス ロンドンで1人暮らしをする女の子の部屋をイメージしたショップでは、暖かさと懐かしさの中にハードさをエッセンスしたスタイルを提案いたします。

★ ＫＩＬＩＷＡＴＣＨ（キリウォッチ） レディス パリ　レ・アールに本店をもつオリジナル・ユーズド・インポートのＭＩＸショップ。スパイスのきいたインポート雑貨小物を加え、オリジナルでは「ディズニー」「ＴＲＯＹ」「ミシュラン」とのコラボレートブランドも注目です。

4Ｆ 『ヤングフォロワーリアルカジュアル＆キッズスタイル』 都内初＝1店/新規導入＝6店/（全14店舗）

●レディスリアルカジュアル＋キッズスタイル　…ﾋﾟｭｱﾔﾝｸﾞ対応「リアルトレンドカジュアル」ﾌｧｯｼｮﾝを提案いたします。「キッズスタイル」もセレクト提案いたします。

都内初 新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ ★ ＰＲＥＳＳＣＯ　（プレスコ） キッズ ヴィンテージをキーワードにユーズドテイストに加工された100％オリジナルのアメリカンカジュアルのキッズウエア。大阪1号店に続く直営店第2号店。

★ EARTHMAGIC(アースマジック） キッズ 毎シーズン『今着たい！と思うスタイリング』をテーマに様々なテイストのスタイリングが楽しめる女の子ブランド。素材やシルエットにこだわり、スクール、デイリー、セレモニーなど色々なシーンで楽しめる商品構成に、価値観のあるプライス設定も魅力です。

★ one after another NICE CLAUP(ﾜﾝｱﾌﾀｰｱﾅｻﾞｰﾅｲｽｸﾗｯﾌﾟ) レディス 女の子が今欲しいと思っているものを時代に敏感に反応し、こだわりのある“普通感覚”をベースにシンプルな中にも上手にトレンドを取り入れたファッションを提案いたします。

★ siasconset(スコンセット) レディス フラッグシップショップ。カジュアルに不可欠なアイテムに手を加えることで清楚で知的な女の子らしいアメリカン・キャンパススタイルを提案いたします。

★ ＪＥＡＮＡＳＩＳ（ジーナシス） レディス 自分のスタイルをもった20代の女性に向けて、カジュアル＆シックをコンセプトにディテールにこだわったアイテムを提案いたします。

★ ａｒｃｈｉｖｅｓ（アルシーヴ） レディス ナチュラル＆リラックスをベーステイストとしたストリートカジュアル「ａｒｃｈｉｖｅｓ」のモデルショップとしてリニューアルいたします。

★ “ｈａｐｐｙ　ｍｅｉｕｍ　ｌｉｆｅ”をコンセプトに、がんばりすぎず自分なりのスタイルを楽しむ女の子たちの服を提案いたします。天然素材を中心に着心地のよさにこだわったｃｕｔｅ＆ｎａｔｕｒａｌなオリジナルベーシックカジュアルです。ＭＡＪＥＳＴＩＣ　ＬＥＧＯＮ（マジェスティク　レゴン） レディス

★ ｒｏｕｇｈ（ラフ） レディス 肩の力を抜いたライフスタイルにラフなカジュアル、ラフなテイスト、ラフな着心地をコンセプトのTシャツブランドです。

★ FORMENGIRL（フォーメンガール） レディス ディテールを重視したエッジの効いたアイテムを提案。“かわいい”から“かっこいい”に成長する女の子をカジュアルかつセクシーにプロデュースします。

　 ★ ＳＷＩＭＭＥＲ（スイマー） 雑貨 ほぼ100％オリジナル商品で企画構成、リーズナブルなプライスでポップでキュートな雑貨を提供。毎月20シリーズ以上の新作が登場し続けています。

★ ＨＹＳTERIC MINI(ヒステリック　ミニ） キッズ インターナショナルスーパーブランド「HYSTERIC GLAMOUR」（パート1・4Ｆ）のキッズ・ブランド。トレードマークのMINIちゃんをモチーフにROCKでキュートなストリートファッションと可愛くて実用的なMINIちゃんグッズが勢ぞろいです。

★ ｍｕｃｈａｃｈａ（ムチャチャ） キッズ カジュアルからトレンドまで幅広いデザインで、見ているだけ着ているだけで楽しくなるキッズ・ファッションのスタイルを提案いたします。

5Ｆ，6Ｆ　　『無印良品』　+　リフォームショップ （全2店舗）

都内初 新規導入 リニューアル 店名 取り扱いアイテム ショップ紹介

★ グランマジック リフォーム 裾直しなどベーシックなリフォームから、ファッション衣料のリメイクまで可能なリフォーム専門店です。

オープニング記念企画パルコミュージアム 9月17日（金）～10月11 ＢＲＡＮＩＦＦ　ＡＩＲＬＩＮＥ　ＥＸＰＯ（ブラニフ　エアライン　エキスポ）［展覧会］　　～60年代のファッション、アート、デザインのトレンドを乗せた夢のエアライン～

8Ｆ　　『CINE QUINTOシネクイント』（映画館） （全1店舗）

オープニング記念企画シネクイント 9月11日（月祝）よりロー ＳＷＩＮＧ　ＧＩＲＬＳ（スウィングガールズ）［映画］　　～「ウォーターボーイズ」「パルコフィクション」の矢口史靖監督待望の新作は音楽がいっぱい～
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