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パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当：月代・日出・岸本・西野
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【PRESS RELEASE】

PICK UP SHOPS 

オープン時には、多くのショップが
魅力的な企画を予定しております。
詳しくは中面をご覧ください！

浦和パルコ公式サイトにて「NEW＆RENEWAL OPEN」特設WEBページ公開中！
https://urawa.parco.jp/page/2021autumn_newshop

この秋、浦和PARCOに都市型ショップを中心とした全28店舗が、NEW＆RENEWALオープンいたします。
コスメ、ファッション、アクセサリー、雑貨など、浦和エリア初登場を含む計11店舗がいよいよ10月に
オープン！注目は、浦和エリア初登場の人気コスメショップ「SABON」「Cosme Kitchen」を中心とした
ビューティーのテナントや生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセ
レクトショップ「BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS LIMITED STORE URAWA」など、6店舗が新たに
オープンします。
浦和の街に新たな風で、新しい日常をお届けいたします！10月8日より新ビジュアルでお待ちしております。

【浦和PARCO 2021秋 NEW＆RENEWAL 第2弾】

人気コスメショップ「SABON」「Cosme Kitchen」など

浦和エリア初出店の6店舗を含む計11店舗がオープン！！
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コスメ、ビューティー＆ヘルス－浦和エリア初のNEW SHOPが続々登場！－

SABON
1F 10/28(木) NEW OPENサボン［ボディケア］

イスラエル発のナ
チュラルコスメブラ
ンドSABONは、ミ
ネラル豊富な死海の
成分や植物オイルを
贅沢に使用したボ
ディスクラブをはじ
め、心地よい香りと
テクスチャーで肌と
心を慈しむ製品を作
り続けています。

★オープニング企画

・浦和パルコ店 オープニング限定
Green Rose Kit 税込9,000円

・税込12,000円以上のお買上げで
オリジナルポーチをプレゼント

Cosme Kitchen
1F 10/8(金) NEW OPENコスメキッチン［オーガニックコスメセレクト］

世界中のナチュラル＆オーガニックコスメを取り揃えた、ビューティーセレクト
ショップ。ひとりひとりのライフスタイルに合ったカウンセリングを通して、オー
ガニックライフの素晴らしさと「楽しくてHAPPYなホンモノ」をご提案します。

★オープニング企画
・【限定150個】オープニングキット税込7,700円
（おひとり様1つまで）

・税込8,800円以上お買い上げの方に、限定エコバッグと
豪華サシェサンプルセットプレゼント（数に限りがございます）

shop in
2F 10/22(金) NEW OPENショップイン［ビューティー・ヘルス］

良質でトレンド感のある最新のコスメやビューティアイテムを取り揃えたコスメ
ショップです。 価値あるアイテムを、気軽に探せる・試せる・聞ける心地よい空
間でご提案します。

★オープニング企画
【先着300名限定】
税込3,000円以上で使用できる300円OFFチケットをプレゼント

1F 10/22(金) 
RENEWAL OPEN

ORBIS
オルビス［化粧品］

最新の肌科学研究に基
づき、肌が持つ底力を
サポートするスキンケ
アブランド。肌の質感
を生かしたメイクアイ
テムや、からだの内側
からアプローチするイ
ンナーケア食品も取り
揃え、あなたらしい美
しさをサポートします。

浦和エリア初

ALBION DRESSER
アルビオンドレッサー［コスメ］

1F 11/26(金) 
NEW OPEN

浦和エリア初

浦和エリア初

浦和エリア初

COMING SOON・・・



ファッション、身の回りアイテム

BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS LIMITED STORE URAWA

1F 10/8(金)NEW OPEN ビューティ＆ユースユナイテッドアローズリミテッドストアウラワ［レディス・メンズ］

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず
自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美
しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的
とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップです。

★オープニング企画
VIOLAｄ’ORO MORE VARIATION
人気のバッグブランド＜VIOLAd’ORO（ヴィオラドーロ）＞
の販売会を開催いたします。
期間中は、人気のトート型モデル"GINO"のほか、
バリエーション豊富なラインナップをご覧いただけます。

10月8日(金)～10月18日(月)

浦和エリア初

Jouete

1F 10/8(金) NEW OPENジュエッテ［ジュエリー・アクセサリー・時計］

スペシャルなシチュエーションだけでなく、いつもお洒落を楽しみたい。
流行とともに歳を重ねてきたファッションに敏感な大人の女性に向けて
それぞれの個性をより輝かせるジュエリーを発信します。

★オープニング企画

・アイテム2点を同時ご購入いただいたお客様には、ツイニングスタイル
が叶うオリジナルギフトをプレゼント。※数量限定

・JoueteメンバーズWポイントフェア開催

浦和エリア初

TiCTAC
1F 10/8(金)

RENEWAL OPENチックタック［腕時計］

デザイン・機能性に優れ
た腕時計をセレクト。自
分らしさを表現するアイ
テムとして、大切な人へ
のギフトとして、知的好
奇心を満たすコレクショ
ンアイテムとして、様々
な側面から「腕時計」の
魅力を提案します。

intesucre 2F 10/8(金) 
RENEWAL OPENアンテシュクレ［ランジェリー］

ココロもカラダも美し
くありたいと願う女性
のためのランジェリー
専門店。専門知識を
持ったフィッターが、
国内ブランドからセレ
クトした豊富な品揃え
の中から一人ひとりに
合わせたとっておきを
ご提案します。



生活雑貨、カフェ

212 KITCHEN STORE
2F 10/22(金) NEW OPEN212キッチンストア［キッチン・ダイニンググッズ］

212キッチンストアは「食」をテーマとし
た、キッチン・ダイニンググッズのセレ
クトショップです。
「世界で一番素敵なレストラン。それは
我が家の食卓。」をコンセプトに料理を
作ることと食べることが楽しくなる、そ
んな我が家のレストラン作りをお手伝い
します。

浦和エリア初

2F 11/8(月) RENEWAL OPENナナズグリーンティ［和カフェ］

厳選された良質な抹茶やほうじ茶を使用
したドリンクやスイーツをはじめ、食材
にこだわり、1つ1つの素材のおいしさを
味わえるどんぶりや出汁茶漬けなど、和
の優しい味わいをお届けしています。
「現代の茶室」をコンセプトにした季節
感と温もりのある空間で素敵なひととき
をお過ごしください。

nana's green tea

Smith 2F 10/22(金) 
RENEWAL OPENスミス［ステーショナリー・雑貨 ］

ステーショナリー
メーカー、デル
フォニックスの直
営店。オリジナル
商品を中心に、文
房具・雑貨・革小
物・服飾雑貨など、
男女問わず使える
デザインのアイテ
ムを取り揃えてい
ます。

Coreo 2F 10/22(金) 
RENEWAL OPENコレオ［雑貨］

「あなたのいつも
に息を吹き込む」
をコンセプトに、
おうち、職場、学
校など、毎日のあ
らゆるシーンを彩
るアイテムを取り
揃えた、セレクト
ショップ。 トレン
ド感がありながら
実用的で、あなた
らしくリラックス
できる、素敵な何
かに出会えるはず。

1Fから場所を移し、リニューアルオープンいたします。1Fから場所を移し、リニューアルオープンいたします。



■10/8～メインビジュアル・館内装飾がスタート！

■ファッションリユース＆リサイクルイベント開催！

10月注目のトピックス！

■レッズハロウィン
埼玉県さいたま市を本拠とするJリーグのサッカークラブの“浦和レッドダイヤモンズ”(以下、浦和レッ
ズ)と浦和の3つの商業施設“浦和パルコ”“コミュニティプラザ・コルソ”“伊勢丹浦和店“は、「REDS 
HALLOWEEN（レッズハロウィン）」と題し、10月8日(金)～31日(日)の期間中、昨年に引き続き、4社
合同キャンペーンを実施いたします。

【本件に関するお問合せ 】
パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当：月代・日出・岸本・西野

E-mail：parco@vectorinc.co.jp 月代携帯：050-5236-0399 岸本携帯：050-5235-5288

㈱パルコ 浦和店 営業課 大森・黒田
TEL：048-611-8001／FAX：048-611-8020／mail：omo-yuka@parco.jp (大森)kuro-yuki@parco.jp (黒田)

浦和パルコは、埼玉県と連携してプラスチックの循環利用に向けた意識啓発に取り組みます。
今回は連携イベント第1弾として、ご不要になった衣類の回収キャンペーンを開催！
ご協力いただいた方には、浦和パルコで使えるお食事券をプレゼント！他にもプラスチック資源循環に関
する環境パネルを展示いたします。

●期間：2021年10月22日(金)～10月26日(火)
●会場：浦和パルコ4F特設会場
●URL：https://urawa.parco.jp/pnews/detail/?id=13922

★コロナ禍でも浦和を楽しむイベントとして
本年は４企画を展開！！

１．浦和の街を赤く染めるハロウィンイベント
「お菓子ラリーin浦和」
２．浦和ストリートピアノ
３．浦和レッズ8選手のパネル&特別写真を展示
サイン入りグッズが当たるInstagramキャンペーンも！
４．レッズハロウィンコラボメニューを3施設で販売！

「浦和を盛り上げよう」という想いのもと、商店街も含
めたハロウィンお菓子ラリーや、初企画の浦和レッズ8選
手パネル展＆特別写真展を開催いたします。

●レッズハロウィン特設サイト：
https://urawa.parco.jp/page/redshalloween/

×

@URAWA REDS

「新しい日常への、入り口」をビジュアルコンセプトとした秋の
リニューアルビジュアルが10月8日(金)を皮切りにパルコ内外を彩ります。
1Fセンタースペースには「風」を感じさせるインスタレーションを展示。

●インスタレーション
設置期間：10月8日(金)～10月31日(日)予定
設置場所：1F センタースペース特設会場
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