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22年春 全20区画リニューアル

福岡パルコ初の常設POP UPスペースがオープン！
#九州初上陸 #エンタメ拠点増床 #初のPOP UPスペース
この春、福岡パルコでは九州初上陸4ショップを含む全20区画、約1,400㎡のリニューアル
を実施致します。
福岡パルコで初となる常設POP UPスペースが本館1Fに誕生、エンタメコンテンツ発信拠点
である「パルコファクトリー」が約2倍に増床など、常に新しい発見や面白さを提供できる館
へとさらにパワーアップ。また、昨年秋に大幅リニューアルした下層階のファッションゾー
ンへ、九州初上陸の3ブランドを誘致します。「エンタメ・カルチャー」「ファッション」
「暮らし」など、多方面に進化する福岡パルコにご期待ください。
POINT

訪れる度に”面白い”
福岡パルコの発信拠点がパワーアップ
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3月11日(金) @本館1F

■ 常設POP UPスペース”GATE”（ゲート）NEW OPEN

3月11日(金)、福岡パルコで初となる常設POP UPスペースが本館1FにOPENいたします。
九州・福岡初上陸ブランドや店舗を持たないDtoCブランド等を中心に、お
POP UP スペース “GATE”
展開コンセプト

九州・福岡
初上陸

客様にとって新しい発見の場となる空間をご提供いたします。また、 2019年
にリニューアルオープンした新生渋谷パルコと連携することで、話題性の高い
最先端のブランドのPOP UPなども開催予定です。
さらに、既存ショップの新たな取り組みやコラボ商品を展開する実験的な役
割、地元の企業やブランド同士の繋がりの場として、新たな化学反応を生み出

トライアル
空間

地域共創

す地域共創の役割も担います。
約2週間ごとに展開ブランドを入替予定のため、訪れる度に新たな”面白い”
を発見できる場を展開いたします。

4月上旬

■パルコファクトリー約2倍に増床移動

@本館3F

展覧会・グッズ販売等を開催するカルチャー・エンタメコンテンツの発信地「パルコファクトリー」が、
本館5Fから本館3Fに移動し、約2倍の面積でリニューアルオープンいたします。
2021年度はコロナウイルス感染拡大の影響下にあり
ながらも、「Nintendo TOKYO POP-UP STORE」や
「PUI PUI モルカーTOWN」のグッズ販売イベントは
それぞれ約2万人、毎年ご好評いただいているいきもの
展示「ざんねんないきもの展」は1.7万人を動員いたし
ました。
本館3Fでは面積を拡大することで、より展示・物販
内容を充実させ、お客様にお楽しみいただけるコンテン
過去開催イベントの様子
（左）Nintendo TOKYO POP-UP STORE
（右）PUI PUI モルカーTOWN
※参考（媒体掲載希望の場合はご一報下さい）

ツが展開可能になります。リニューアル後のイベント詳
細については、別途リリースを配信いたします。
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九州初上陸ブランドなど
最新トレンドを発信するファッション&ビューティーゾーンへ

■ エイミー イストワール
九州初出店
3月4日(金) @本館2F

＜レディス＞
"Every woman wants to be beautiful.
That’s why they can’t stop being fashionable."
女性はみんなキレイになりたい
だからオシャレが大好きでやめられない
そんな女性に贈る最高の物語

■ ジャルダン デ パルファム
九州初出店
2月23日(水) @本館2F

＜コスメ・フレグランス＞
ライフスタイルから選べるフレグランスアイテムが揃うコンセ
プトショップ。生活シーンを香りで彩るアイテム「フレグラン
ス」「ボデイケア製品」「キャンドル」「ディフューザー」な
ど、気軽に香りが楽しめ「自分の香り」と出会える空間です。

■ BANK

■ .KOM 《RENEWAL》
2月26日(土) @本館4F

九州初出店
3月12日(土) @本館2F

＜レディス＞

＜レディス・ユニセックス＞

メインブランド「WhipStaff」

韓国ブランドを中心に取り揃

「ガスヴァンサントみたいに蒼

えた新感覚セレクトショップ。

い」をはじめ国内のエッジの効

ジェンダーレスで型にはまら

いたブランドを取り扱い、他と

ないスタイル、新鋭ブランド

はかぶらない幅広いワードロー

など感度の高いアイテムを展

プを提案します。

開していきます。
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■ 西海岸 Ruby’s

■ FLAT AMB 《RENEWAL》

1月21日(金) @本館4F

九州オンリーワン
3月5日(土) @本館2F
＜レディス＞

POINT
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＜リユースファッション＞

♭=相対するもの、様々な世代をつ

こだわり抜いたレディース古着、

なぐフラットな空間をコンセプトに

小物をアメリカ、ヨーロッパか

AMBIDEXのブランドをセレクトしたフラッグシップ

ら輸入し、人気のあるワンピー

ショップです。ここにしかないオリジナル商品や作家

スやヴィンテージブラウスなど、

さんとのコラボレーション、POP UP等、

日常生活を彩る様々なアイテム

”なんだか気になる”というワクワクした思いを大切に

をご用意しております。

スタッフ一押しのアイテムを揃えました。

快適・便利・ワクワク体験を提供
暮らしの身近な存在に

■ ラフィネ

■ スーパーチケット
1月28日(金) @本館5F

3月4日(金) @本館4F

＜金券ショップ＞
＜ビューティー・リラク

博多駅でお馴染みの金券

ゼーション＞

ショップ「スーパーチ

「ハートフルリラクゼー

ケット」が天神に初オー

ション」をコンセプトに

プン。様々な金券やチ

疲れた体の筋肉やツボを

ケットを高価買取・格安

もみほぐすボディケアや

販売。

リフレクソロジーなどの

B.LEAGUE「ライジングゼファーフクオカ」のオ

リラクゼーションサービ

フィシャルスーツサプライヤーであるザザグループ

スをご提供しています。

なのでオーダースーツのご予約も承っています。

■ バンダイ公式「ガシャポン専門店」
ガシャポン バンダイオフィシャルショップ
九州初出店
2月11日(金) @本館7F

＜カプセルトイ専門店＞
バンダイのガシャポン商品のみを取り扱うカプセルトイ専門店
です。新商品はすべて取り揃え、豊富な商品ラインアップを
330面で展開。オフィシャルショップならではのガシャポン体験をお楽しみください！
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《2022年春 NEW&RENEWAL店舗リスト》
フロア

店名

カテゴリ

NEW
RENEW

オープン

—

3月11日

出店状況

本館1F

POP UP スペース GATE

—

本館2F

エイミー イストワール

レディス

NEW

3月4日

九州初

本館2F

ジャルダン デ パルファム

コスメ・フレグランス

NEW

2月23日

九州初

本館2F

BANK

レディス

NEW

3月12日

九州初

本館2F

FLAT AMB

レディス

RENEW

3月5日

九州オンリーワン

本館3F

パルコファクトリー

—

—

4月上旬

本館3F

ヒララ

フレグランス・リラックスウェア

RENEW

2月10日

本館3F

BTS Licensed products show

キャラクター雑貨

NEW

3月4日

本館4F

.KOM

韓国ファッション

RENEW

2月26日

本館4F

ラフィネ

ビューティー・リラクゼーション

NEW

3月4日

本館4F

西海岸 Ruby's

リユースファッション

NEW

1月21日

本館4F

ザ リトルブルックリン ダイカンヤマ

アクセサリー・雑貨

NEW

4月上旬

本館5F

スーパーチケット

金券ショップ

NEW

1月28日

本館5F

カリス成城

ハーブ専門店

NEW

3月26日

本館5F

ピークアンドパイン

水着・アスレジャー

RENEW

4月1日

本館5F

cocoha

観葉植物専門店

NEW

4月7日

本館5F

トゥーバディ

アクセサリー・雑貨・ファッション

NEW

2月4日

本館5F

かんざし屋wargo

アクセサリー・小物・雑貨

RENEW

4月1日

本館7F

ガシャポン バンダイオフィシャルショップ

カプセルトイ専門店

NEW

2月11日

新館6F

ふりそでMODE ウェディングボックス

写真スタジオ

NEW

4月

お問い合わせ先
＜株式会社パルコ 福岡店 営業課＞
住所：〒810-0001 福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO新館5F
＜広報担当＞
山下 yama-megu@parco.jp
久保田 kubo-mana@parco.jp
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九州初

市内オンリーワン

九州初

