メディア関係者各位

2021年9月10日（金）
池袋PARCO

IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

池袋パルコ秋のNEW&RENEWAL情報 第2弾

キャンペーンモデルに『よしミチ』姉弟を起用
池袋パルコは、ユニセックスファッションのさらなる拡充をテーマとした秋のリニューアルキャンペーンとし
て、SNS総フォロワー200万人超えの「ミチ」＆「よしあき」姉弟を起用した広告を展開いたします。さらに、
本館2Fのリニューアルオープンに伴い、全館企画「AUTUMN FAIR」を9月17日(金)～9月27日(月)の11日間
にて開催いたします。池袋パルコ限定の「コラボデザイントートバッグ」ノベルティ企画や、各ショップのオー
プン記念企画が目白押しです。貴媒体にて是非、ご取材・ご掲載をお願い致します。
▼メインポスター [B1]

▼メインポスター [B3]

▼テーマ

“WEAR IS FREEDOM”
性別、世代、国籍…
今までの常識・ルールにとらわれることなく、ありの
ままの自分を、ありのままのファッションを楽しもう。
ファッションを自由に楽しむ私たちにルールはない。
▼クリエイティブスタッフ・衣装提供
企画・制作：cynows
カメラマン：鈴木 俊則
スタイリスト：増田 翠
衣装提供：PUBLIC TOKYO・FREAKS STORE・
オニツカタイガー・CA4LA

ミチ

よしあき

1998年生まれ。中国出身。フォロ

2000年生まれ。中国出身。番組

ワー総数は150万人超！TV、雑誌、

出演をきっかけにブレイクし、

ショーなど様々な舞台で活躍する

初著書のフォトエッセイが予約

注目のZ世代のファッションアイ

時点で重版など話題を呼び、等

コン。現在sweetモデルとして活

身大の若者の代弁者として活躍。

躍中。
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IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

池袋パルコ

AUTUMN FAIR

2021年9月10日（金）
池袋PARCO

9/17(金)～9/27(月)

≪キャンペーン①≫ SPECIAL NOVELTY「池袋パルコ限定コラボデザイントートバッグ」
期間中、池袋パルコ館内にて、10,000円(税込)以上お買上げの先着1,500名様にコラボデザイントートバッグを
プレゼント。※各デザインにより枚数が異なります。※なくなり次第終了となります。

▼「AUTUMN FAIR」ポスター

▼限定コラボデザイントートバッグ

「よしミチ」ポスターデザイン

イラストレーター「moi.」
×ChillCity
描き下ろしイラスト

EDIFICE

ADAM ET ROPE’

※画像はイメージです。

CA4LA

SLOBE IENA

≪キャンペーン②≫ パルコ公式QRコード決済「ポケパル払い」会員限定 シークレットクーポン
パルコの公式アプリ「POCKET PARCO」にて「ポケパル払い」をご登録いただいている
お客様へ、期間中に池袋パルコご優待券と引換ができるシークレットクーポンを配信い
たします。※9/15(水)までにご登録済の方が対象。9/16(木)以降に新規ご登録の方は対
象外となります。※ご優待券の内容や引換方法はクーポン画面をご確認ください。

≪キャンペーン③≫ ポケパル払い新規登録限定 PAY BACK
期間中、PARCOカードを「ポケパル払い」に新規登録・ご利用で、お買上げ金額
5,000円(税込)毎に500円分の池袋パルコお買物券を進呈。※最大5,000円分まで

「AUTUMN FAIR」期間中は各ショップにて自店ポイントUPや限定ノベルティなど期間限定キャンペー
ンを多数開催！詳しくは池袋パルコ特設WEBページをCHECK！https://ikebukuro.parco.jp/page/autumn_fair/
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2021年9月10日（金）
池袋PARCO

IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

池袋パルコ NEW&RENEWAL SHOPS OPENING FAIR
※各店ノベルティは無くなり次第終了となります。※価格は税込表記となります。※企画は予告なく変更となる場合がございます。

NEW / エリア初

本館2F 9/17(金)OPEN

RENEWAL / 本館5Fより移転

PUBLIC TOKYO

FREAK’S STORE

パブリック トウキョウ

フリークスストア

[レディス・メンズ]

[レディス・メンズ]

■MENS：デザインに特化した新ライン
ローンチ、その他池袋店先行発売アイテ
ム多数
■WOMENS：イラストレーター・イズミ
コトカさん描き下ろしアイテム
(SHIRTS・BAG・T-SHIRTS)を先行発売

RENEWAL

本館2F 9/17(金)OPEN

オニツカタイガー
オニツカタイガー

5,000円以上お買上げでフレグラ
ンスメゾン「5W1H」と特別に
お作りした紐状のお香“アロマ
コード”進呈

RENEWAL / 本館3Fより移転

カシラ

[帽子]

※詳しくは店頭にてご確認ください。

本館2F 9/10(金)OPEN

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA
グッドデザインストアトウキョウ バイ ノハラ

[雑貨]

10,000円以上お買上げで帽子用消臭・
抗菌スプレー「CA4LA HAT＆CAP
DEODORIZING SPRAY」進呈

NEW / エリア初

本館3F 9/18(土)OPEN

アグアトモス

[シューズ]

■人気のスニーカー『CA 805』
ALL WHITE が池袋パルコ店先行発売
■16,500円以上お買上げの
先着100名様にUGG ソックス進呈

NEW / エリア初

SLOW authentic goods store

Chikashitsu+

スロウ オーセンティック グッズ ストア

チカシツプラス

[バッグ・雑貨]

※詳しくは店頭にてご確認ください。

本館1F 9/10(金)OPEN

UGG＠mos

3,300円以上お買上げで
オリジナルグッズ進呈

NEW / エリア初

本館2F 9/17(金)OPEN

CA4LA

[シューズ・アパレル]

NEW / エリア初

本館2F 9/17(金)OPEN

本館3F 9/17(金)OPEN

[レディス・メンズ]
■11,000円以上お買上げで
エコバッグ進呈
■お買上げでステッカー進呈
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NEW / エリア初

2021年9月10日（金）
池袋PARCO

IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

本館B2F 9/18(土)OPEN

NEW / エリア初

本館1F 9/10(金)OPEN

TOKYO MACAPRESSO

SuiSavon-首里石鹸-

トウキョウ マカプレッソ

スイサボン シュリセッケン

[トゥンカロン専門店]
9/18(土)～9/27(月)
お買上げの先着30名様（1日あたり）
にオリジナルマカロンフレーク進呈

[コスメ]
お買上げの先着400名様にボタニ
カルハンドメイドCUBE石鹸
(20g) 1個進呈

…and more!
NEW&RENEWAL 追加情報
RENEWAL

本館5F 10/22(金)OPEN

NEW / エリア初

KARACON SHOP Me-Ma

しゃら
しゃら

本館B2F 9/17(金)OPEN

カラコンショップ ミ―マ

[きもの・和装小物]

[スマホ関連アクセサリー]
カラーコンタクト専門店。
新商品から人気カラコンまで、様々な
ブランドを随時入荷。他店舗では取り
扱っていないMe-Ma限定商品も展開。

創業89年きものの三松より生まれたブランド
「しゃら」。きものをファッションとして楽し
むこと。「気軽に、お洒落に、楽しく」をテー
マに、時代に沿った「きもの」着用を提案する
セレクトショップ。

NEW / エリア初

P’PARCO 1F

NEW / エリア初

9/25(金)OPEN

P’PARCO B1F 11/6(土)OPEN

AVALANCHE GOLD&JEWELRY

STANCE/TAIKAN

アヴァランチ ゴールド&ジュエリー

スタンス/タイカン

[ジュエリー]

ヒップホップジュエリーの先駆者として国内最
大の品揃えを誇る。ロサンゼルスやニューヨー
ク、更にはアトランタの本場のジュエリーを取
り揃えており、国内外のアーティストや著名人
が利用する日本屈指のジュエリーストア。メン
ズは勿論、レディースも豊富に取扱い、ヒップ
ホップだけで無くジャンルレスに人気を集めて
いる。SNSなどでも話題のスニーカーUFO
キャッチャーを導入。

[レッグウェア]

スケートやサーフィン、アートといっ
たアメリカ西海岸のカルチャーをルー
ツに、オリジナリティと自己表現を求
める人たちに向けたソックスブランド
としてスタートしたSTANCEと、カナ
ダ・バンクーバーを拠点に音楽、アー
ト、写真、ファッション、スケート
ボード、ストリートカルチャーに影響
を受けて誕生したバッグ&アパレルブ
ランドTAIKANの２つのブランドを扱
うショップ。

池袋パルコ公式サイトにて
「NEW&RENEWAL Autumn」
特設WEBページ公開中！
https://ikebukuro.parco.jp/page/newopen/

≪ 本件に関するお問合せ ≫

株式会社パルコ 池袋店営業課 広報担当：勝又

Mail：katsu-sio@parco.jp
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IKEBUKURO PARCO PRESS RELEASE

2021年9月10日（金）
池袋PARCO

NEW&RENEWAL SHOPS LIST （フロア順）
※各店ノベルティは無くなり次第終了となります。※価格は税込表記となります。※企画は予告なく変更となる場合がございます。

ショップ名・カテゴリ

フロア・OPEN日

オープニング企画

トウキョウ マカプレッソ
[トゥンカロン専門店]

本館B2F【池袋エリア初】
9/18(土)NEW OPEN

9/18(土)～9/27(月)
レーク進呈

ロジータ
[レディス]

本館B2F
9/11(土)RENEWAL

①13,200円以上お買上げでキャスケットまたはカチューシャ進呈
②推し活BAG先行販売
③9/11(土)～9/15(水) 限定シューズ全品10％OFF・ポイント2倍キャンペーン

プリシラ
[ウィッグ・エクステ専門店]

本館B2F【池袋エリア初】
9/9(木) NEW OPEN

お買上げで海外コスメのネイルを3本進呈

カラコンショップ ミ―マ
[カラーコンタクト]

本館B2F【池袋エリア初】
9/17(金) NEW OPEN

9/17(金)～9/30(木)

シーエルティーエル
[コスメ]

本館B2F【池袋エリア初】
10/16(土) NEW OEPN

※検討中

エメ アンシェ
[レディス]

本館B1F
9/9(木) RENEWAL

9/9(木)～9/20(月) お買上げの先着100名様にオリジナル布マスク進呈

ジョリトゥジュール
[アクセサリー]

本館B1F
8/28(土) RENEWAL

7,000円以上お買上げの先着20名様にヴィンテージボタンリング進呈

アグアトモス
[シューズ]

本館1F【池袋エリア初】
9/10(金) NEW OPEN

■人気のスニーカー『CA 805』ALL WHITE が池袋パルコ店先行発売
■16,500円以上お買上げの先着100名様にUGG ソックス進呈

スイサボン シュリセッケン
[コスメ]

本館1F【池袋エリア初】
9/10(金) NEW OPEN

お買上げの先着400名様に「ボタニカルハンドメイドCUBE石鹸(20g)」1個進呈

パブリック トウキョウ
[レディス・メンズ]

本館2F【池袋エリア初】
9/17(金) NEW OPEN

■MENS：デザインに特化した新ラインローンチ、その他池袋店先行発売アイテム多数
■WOMENS：イラストレーター・イズミコトカさん描き下ろしアイテム(SHIRTS・
BAG・T-SHIRTS)を先行発売

フリークスストア
[レディス・メンズ]

本館2F
9/17(金) RENEWAL

5,000円以上お買上げでフレグランスメゾン「5W1H」と特別にお作りした紐状のお香
“アロマコード”進呈

オニツカタイガー
[シューズ・アパレル]

本館2F
9/17(金) RENEWAL

※詳細は店頭にてご確認ください。

カシラ
[帽子]

本館2F
9/17(金) RENEWAL

10,000円以上お買上げで帽子用消臭・抗菌スプレー「CA4LA HAT＆CAP
DEODORIZING SPRAY」進呈

アンフィ
[ランジェリー]

本館2F
8/20(金) RENEWAL

なし

グッドデザインストアトウキョウ バイ ノハラ
[雑貨]

本館2F【池袋エリア初】
9/10(金) NEW OPEN

3,300円以上お買上げでオリジナルグッズ進呈

ハナノナ
[雑貨・アクセサリー]

本館2F
9/17(金) NEW OPEN

お買上げの先着50名様にお花一輪進呈

チカシツプラス
[レディス・メンズ]

本館3F【池袋エリア初】
9/17(金) NEW OPEN

■11,000円以上お買上げでエコバッグ進呈
■お買上げでステッカー進呈

スロウ オーセンティック グッズ ストア
[バッグ・雑貨]

本館3F【池袋エリア初】
9/18(土) NEW OPEN

※詳細は店頭にてご確認ください。

しゃら
[きもの・和装小物]

本館5F
10/22(金) RENEWAL

10/22(金)～10/24(日)

ファブリックトウキョウ
[オーダースーツ・メンズ]

本館6F
9/10(金)NEW OPEN

なし

アヴァランチ ゴールド&ジュエリー
[ジュエリー]

P’PARCO 1F【池袋エリア初】
9/25(金) NEW OPEN

なし

スリーピック
[メンズ・レディス]

P’PARCO B1F【LIMITED】
9/17(金)～10/31(日)

※詳細は店頭にてご確認ください。

スタンス/タイカン
[レッグウェア]

P’PARCO B1F
11/6(土) NEW OPEN

■STANCEにてお買上げで非売品ステッカー進呈
■11,000円以上お買上げの先着20名様にSTANCEオリジナルトートバッグ進呈

アンファミエ
[看護師向け専門店]

P’PARCO 2F
9/10(金) NEW OPEN

9/10(金)～9/20(祝) ■お買上げで次回使用できる10％OFFクーポン進呈
■3,300円以上お買上げの先着300名様にノベルティ進呈

ウィゴー ヴィンテージ
[レディス・メンズ・古着]

P’PARCO 2F【池袋エリア初】
9/10(金) NEW OPEN

9/10(金)～9/26(日)
Instagram「WEGO古着」アカウントをフォローで10%OFF ※古着のみ対象

ザ プルーフ ファクトリー
[スマホ関連アクセサリー]

P’PARCO 2F【池袋エリア初】
9/15(水) NEW OPEN

9/15(水)～9/30(木)
5,000円お買上げの先着100名様にスマートフォン用保護ガラス進呈

≪ 本件に関するお問合せ ≫

お買上げの先着30名様（1日あたり）にオリジナルマカロンフ

カラコン1箱以上お買上げでノベルティ1点進呈

お買上げの先着10名様に大人気柄足袋または髪飾り進呈

株式会社パルコ 池袋店営業課 広報担当：勝又

Mail：katsu-sio@parco.jp
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