
仙台PARCO 2020年春のRENEWAL

新生エンタテインメント発信拠点 「スペース6」 いよいよお披露目！
東北初上陸の7店舗を含むバラエティ豊かな顔ぶれも勢揃い

話題性と独自性の高いショップが続々オープン！

仙台PARCOは、2020年春、全16区画・約1,100㎡のリニューアルを実施します。
今回のリニューアルでは、東北エリア初登場となる話題性と独自性の高いショップが続々オープン。マーケット内での差別化を図ります。

本館５階・６階は、エンタテインメント性を充実。６階には情報発信拠点「スペース６」がスケールアップして再登場。話題性のあるコンテン
ツを常時取り扱い、東北随一のカルチャー＆エンタテインメント発信拠点として運用してまいります。オープニングコンテンツには、糸井重里が運
営する「ほぼ日曜日」の展覧会【アッコちゃんとイトイ。】の東北エリア初開催が決定。
５階にはキャラクターグッズショップ「LB POP-UP THEATER」がオープン。1～２か月ごとにコンテンツを入れ替えるポップアップ展開の他、ミ

ニシアタールームでの店舗限定映像を上映し、いつでも新鮮な楽しみを提供します。オープニングコンテンツとして、昨年アニメ放送開始から
20周年を迎えた「デジモンアドベンチャー」タイアップが決定しております。また韓国で大人気のアーティストのキャラクター【BT21】公式グッズ等
を扱う「シャイニーライン」オープン、韓国コスメ「エチュードハウス」増床リニューアルにより、アイテムバラエティを拡充しマーケットの需要にお応えし
ます。
PARCO2 ２階にはバッグ・雑貨を扱う「マザーハウス」 が、PARCO2 ３階にはコスメティック・ドラッグの「アインズ＆トルペ」がオープン。東

北エリア・パルコ初登場のショップを導入し、多彩なラインナップをお届けします。

さらに、PARCO2 3階「アミューズボーテ」では2月28日より、世界30ヵ国に約4,600店舗を持つコスメブランド『Too Faced』の取り扱いが
決定。全米のデジタルネイティブ女子を中心に、誕生以来絶えない人気を誇るブランドが東北初上陸いたします。

今後も様々な企画や改装を実施してまいりますので、是非ご取材・ご掲載をお願い致します。

2020年2月7日仙台PARCO PRESS RELEASE

●本資料の掲載情報に関してのお問合せ先
株式会社パルコ 仙台店営業課 勝又（katsu-sio@parco.jp） まで

Tel 022-774-8011
〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン10F



東北随一のカルチャー＆エンタテインメント発信拠点 「スペース6」、スケールアップして再登場。
3月19日(木)OPEN
話題性のあるコンテンツを常時取り扱い、仙台駅前での手軽に楽しめるエンタテインメントをプロデュースします。
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★オープニングコンテンツ決定！！
3月19日(木)～4月5日(日) 「アッコちゃんとイトイ。」

◆展覧会概要
【日時】 3月19日(木)～4月5日(日) 10:00～21:00

【入場料】 500円

【主催】 株式会社ほぼ日
（東京都港区北青山・代表取締役社長 糸井重里）

【展示内容】
糸井重里が詞を書き矢野顕子が作曲した歌をイメージして制作された、
10人のアーティストの作品展示

【参加アーティスト】
深谷かほる（漫画家）/鹿児島睦（陶芸家）/
ヒグチユウコ（画家・絵本作家）/和田ラヂヲ（ギャグ漫画家）/
松本大洋（漫画家）/三國万里子（ニットデザイナー）/
なかしましほ（料理家）/福田利之（イラストレーター）/
Bonami（手芸家）/増田セバスチャン（アートディレクター・アーティスト）

【来場特典】
会場で「アッコちゃんとイトイ。」のオリジナルグッズを１点以上ご購入の方に、
バンダナを１枚差し上げます。
＊お一人様１枚までとさせて頂きます。
＊ほぼ日グッズは対象外です。ご了承ください。
＊なくなり次第終了いたします。

※画像はイメージです。



◆アインズ＆トルペ
3月19日(木) NEW OPEN

国内外のスキンケア・メイクから医薬品・サプリメントまで、
バラエティ豊かな品揃え。上品で可愛いオリジナルコスメ
ブランド ”リップス＆ヒップス” はギフトにもおすすめ。

◆レイロール
2月22日(土) NEW OPEN
メンズ専門の脱毛サロン。毛に悩む男性に全国最安値で
脱毛を提供。最新のメンズ専用脱毛機器 BRILLIOを使用し、
男性の太くて濃い毛にもしっかり効果を出していくことができます。

◆シャイニーライン
3月19日(木) NEW OPEN

韓国で大人気のアーティストのキャラクター【BT21】公式
グッズ、プチプライスアクセサリー販売店。高品質・低価格
アクセサリー（ピアス、イヤリング、ヘアーアクセサリー、
ネックレス、リング等）を種類豊富に取り揃えます。

◆マザーハウス
3月12日(木) NEW OPEN

マザーハウスは「モノづくり」を通じて「途上国」の可能性を
世界中のお客様にお届けしていきます。モノづくりは現地で
素材を見つけることから始まります。商品を通じて世界の
多様性を伝え、笑顔とぬくもりが、少しでも増えることを目指しています。

◆LB POP-UP THEATER（エルビーポップアップシアター）
3月19日(木) NEW OPEN

様々な作品のポップアップを期間毎に展開。店舗限定商品の
販売だけではなく、購入すると店舗内の施設であるミニシアター
ルームで店舗限定の短編映像を視聴できるサービスも提供。
＊オープニングコンテンツ：デジモンアドベンチャー ～4/16(木)まで
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※プレスリリース内の画像はイメージです。画像使用につきましてはお問合せください。

東北初 県内初 パルコ初

1 本館 1F アヤノコウジ がま口雑貨 移転RENEWAL 2月6日

2 本館 1F インココ ネイルシール 移転RENEWAL 3月1日

3 本館 3F グレースコンチネンタル レディス RENEWAL 2月28日

4 本館 3F ハルタ シューズ NEW 4月10日 ○ ○ ○

5 本館 5F アンビー レディス 移転RENEWAL 3月19日

6 本館 5F
LB POP-UP THEATER

（エルビーポップアップシアター）
キャラクターグッズ NEW 3月19日 ○ ○

7 本館 5F シャイニーライン アクセサリー・キャラクター雑貨 NEW 3月19日 ○ ○ ○

8 本館 5F noakes（ノークス） アクセサリー・雑貨 NEW 4月17日 ○ ○ ○

9 本館 5F エチュードハウス コスメティック 増床RENEWAL 4月17日

10 本館 6F エクストララージ／エックスガール レディス・メンズ RENEWAL 2月29日

11 本館 6F スペース6 情報発信スペース 移転RENEWAL 3月19日

12 本館 7F ザ リトル ブルックリン ダイカンヤマ アクセサリー NEW 2月8日 ○ ○

13 本館 7F レイロール メンズ脱毛 NEW 2月22日 ○ ○ ○

14 PARCO2 2F マザーハウス バッグ・雑貨 NEW 3月12日 ○ ○

15 PARCO2 3F パウズリビング ペット雑貨・インテリア 移転RENEWAL 2月7日

16 PARCO2 3F アインズ＆トルペ コスメティック・ドラッグ NEW 3月19日 ○

No.
出店状況

館 フロア 店名 アイテム 出店種別 オープン予定日


