
池袋PARCO 2022年春のNEW&RENEWAL

さらにジェンダーレス・エイジレスな館へ

グランドフロアを含む本館下層階の改装に16年ぶり着手

PRESS RELEASE

池袋PARCOは今春、長年レディスファッションを中心としていた本館下層階のリニューアルに着手します。グランドフロ

アである本館1Fのフロア全面改装は約16年ぶりとなります。昨年秋には本館2F一部ゾーンをユニセックスファッションフロア

としてリニューアルし、今春は池袋エリア初登場の食物販やコスメショップ等を導入し、館としてのユニセックス提案を強化

する狙いです。

■変わりゆく池袋の街で“間口を拡げる”――グランドフロアの全面改装へ

従来からのアニメやコスプレ等カルチャー文化はもちろん、公園が整備され併設カフェに感度の高い主婦層が集っていたり、

豊島区としても「国際アート・カルチャー都市」を目指し劇場やシネマを新設する等、池袋エリアでは街の楽しみ方が広がっ

ています。性別や国籍、年齢を問わず、より多くのお客様にお楽しみいただける環境を池袋PARCOが提供することにより、

変化する池袋の街との連携をより強化していきたく、より間口を拡げることを目的にリニューアルを仕掛けていきます。

■リニューアル詳細について

池袋エリア初登場ブランドを含む35ショップ・約800坪規模となる「アスレジャー」「スキンケア・インナービュー

ティー」「食」「カルチャー」等をテーマとした新規店を導入・リニューアルを推進。本館グランドフロアを起点に、さらに

ジェンダーレス・エイジレスな館へと進化してまいります。

3月18日（金）には、アクティブファッションに特化した日本製ブランド「エープラストウキョウ」、Instagramフォロワー

33万人超のMANAMIがクリエイティブディレクターを務める「エイミーイストワール」、日本初のりんご飴専門店として誕

生した「ポムダムールトーキョー」、ブランド周年のタイミング／サステナブル観点から最新内装でブランドを表現する「ス

ナイデル」「リリーブラウン」など、池袋エリア初出店を含む計15店舗がオープンします。

また4月15日（金）には、16年ぶりとなる本館1Fの全面リニューアルに際し、コロナ禍を経て高まり続けるスキンケア・イ

ンナービューティー需要に対応する「コスメキッチン」「アイアム」、海外セレブやインフルエンサーにも大人気のテックア

クセサリーブランド「ケースティファイスタジオ」、“ストリート・スニーカー文化を女性に広げる”セレクト店としてアパレ

ルとスニーカーを販売する「アトモスピンク」、恵比寿に本店を構える生キャラメルシフォンケーキ専門店「マーサービ

ス」の計５店舗が新規オープンします。

この他にも、本館上層階やP’PARCOには人気コンテンツの新規ショップが登場し、エンタテインメント面もさらに拡充し

ます。情報は順次公開いたします。
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2022年 2月 15日（火）
株式会社パルコ 池袋店

≪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

E-mail： ikebukuro-pr@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当：日出・月代・岸本・西野

日出携帯：050-5475-4076 FAX：03-5572-6065 E-mail： parco@vectorinc.co.jp
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3月18日（金）本館2F FASHION & FASHIONABLE GOODS

GRACE CONTINENTAL
The Banquet
グレースコンチネンタル・ザ・バンケット [レディス]

NEW / エリア初 3/18(金)OPEN

mimi33
ミミ サンジュウサン [アクセサリー]

NEW / エリア初 3/18(金)OPEN

A + TOKYO
エープラス トウキョウ [レディス・メンズ]

NEW / エリア初

東京の感性を基に最高の快適性と機能性で作り上げる TOKYO 
ACTIVE BRAND
シーンの垣根がなくなりつつある都市型生活へ、真似のできな
い日本製の価値を伝えよう。ここ東京から、私たちは新しい世
界基準を作り上げる。日本発を世界へ

3/18(金)OPEN

ANEMONE
アネモネ [アクセサリー]

3/18(金)OPEN

RENEWAL / 本館B1Fより移転

グレースコンチネンタル、グレースクラス、ダイアグラム、
カービングトライブスのラインナップを取り揃えたスペシャル
な複合ショップ。ここでしか味わうことのできない高揚感を得
ることが出来る、そんなブランドの世界観が詰まった店舗です。

心ときめく瞬間に出会えることが日々の幸せにつながると願い、
洗練されたデザイン、質感にこだわったアクセサリーブランド。
ときめくアクセサリーを約3,000種類と豊富に取り揃え
「sheerchic」「Basic」「Ownideal」の３つのテイストからお
気に入りのアクセサリーを選んでいただけます。

「幸せを見つけてもらえる場所」をコンセプトに新しいスタイルのアク
セサリー、バッグを提案するブランド。洗練されたベーシックなものか
ら、他にはない世界観のあるアイテムまで。宝探しを楽しんでもらえる
ような、ワクワクする商品や空間を提供しています。

Jouete
ジュエッテ
[ジュエリー・アクセサリー]

3/18(金)OPEN

RENEWAL

流行とともに歳を重ねるファッションに敏感なすべての人へ、
それぞれの個性をより輝かせるコスチュームジュエリーを発信。
ミニマルデザインからエッジの効いたアイテムまで、ファッションの
トレンドと連動させたコレクションを、高いデザイン性とバラエティに
富んだ素材で展開。
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SNIDEL
スナイデル [レディス]

RENEWAL / 本館2Fより移転

3/18(金)OPEN
本館B1F

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカル
チャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。
お洋服を愛する世界の女性に贈るグローバルブランドです。

LILY BROWN
リリー ブラウン [レディス]

RENEWAL / フロア内移転

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイ
テムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代
のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。

3/18(金)OPEN
本館B1F

本館B1F・B2F LADIES FASHION /FASHIONABLE GOODS / SWEETS

POMME d’AMOUR TOKYO
ポムダムールトーキョー [りんご飴]

NEW / エリア初

2014年開業、日本初のりんご飴専門店。
りんご飴のこれまでのありかたに疑問を抱き、季節に合わせ
た様々なりんごを使用し、洋菓子としてのりんご飴の味と食
感を追求しながら一年を通して材料や道具を調整しながら特
製のりんご飴を販売しています。

3/18(金)OPEN
本館B2F

YÖSUKE IKEBUKURO
ヨースケ イケブクロ [シューズ]

NEW / エリア初 3/11(金)OPEN
本館B2F

他人と同じじゃツマラナイ！ その個性的・大胆なデザイン
で私たちにいつも新しい刺激を与えてくれる、遊びゴコロ
いっぱいのブランド『YÖSUKE』。池袋店ではショウワレト
ロ風のカワイイ×ポップなサブカルチャーをテーマにダイ
バーシティを意識したアートなシューズを提案します。

eimy istoire
エイミー イストワール [レディス]

NEW / エリア初

"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
をコンセプトとしたレディスブランド。

3/18(金)OPEN
本館B1F
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AMPHI
アンフィ [インナーウェア]

3/18(金)OPEN
本館B1F

Sea Room lynn
シールームリン [レディス]

4/15(金)OPEN
本館B1F

RENEWAL / 本館1Fより移転

OSMOSIS
オズモーシス [レディス]

RENEWAL / 本館B1Fより移転

ROYAL PARTY
ロイヤルパーティー
[レディス]

RENEWAL /本館B1Fより移転

3/18(金)OPEN
本館B2F

3/4(金)OPEN
本館B2F

SPIRALGIRL
スパイラルガール [レディス]

3/11(金)OPEN
本館B2F

RENEWAL / フロア内移転

シンプルでグラマラス、ベーシックでグロッシー。
あらゆるシーンにおいていつもの服をドラマティックに演出する。
ワンランク上のSEXYをリアルに表現。

タイムレスなデザインベースにトレンド感をプラス。
新鮮なスタイルを楽しめるデイリーカジュアル。

ストーリーカジュアルをベースに今までにありそうでなかった
新しいスタイリングを提案します。
流行好きなミーハー女子のためのブランド。

洋服のセレクトショップみたいな感覚でいろいろなテイスト&アイテ
ムが探せる下着屋さんがあれば。そんな楽しい発想からAMPHIは生ま
れました。いつでも“新しい、かわいい”が見つかるインナーウェア
ショップの新しいカタチ、AMPHIです。

海と都会が好きな“凛”とした女性のためのライフスタイル
ブランド。スタイリッシュなファッションアイテムからリ
ラックス感のあるルームウェアまで幅広く展開しています。

FREE’S MART
フリーズ マート [レディス]

RENEWAL / フロア内移転

3/18(金)OPEN
本館B1F

TREND&SIMPLEを落とし込んだトレンドミックススタイル。
毎日を自分らしく着こなしたい女性のためのブランド。

Samantha Thavasa
サマンサタバサ [バッグ・雑貨]

Natural & Fun
自分らしさや心地よさを大切に、どこか品を感じながら
今の気分にフィットするアイテム。

3/18(金)OPEN
本館B1F

RENEWAL / 本館1Fより移転

LILLIAN CARAT
リリアン カラット [レディス]

RENEWAL

2/17(木)OPEN
本館B1F

仕事もプライベートも楽しむ女性に向けたカジュアルブラン
ド。フェミニンカジュアルテイストをベースに、トレンド感
と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案します。

RENEWAL / 本館2Fより移転
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4月15日（金）本館1F 16年ぶりに全面リニューアル！

Aíam
アイアム
[コスメティクス]

Cosme Kitchen
コスメキッチン
[コスメセレクト]

NEW

4/15(金)OPEN

この他にも続々
NEW&RENEWALオープン！

情報は順次公開いたします。

池袋パルコ 春のNEW&RENEWAL
特設サイト公開中！

https://ikebukuro.parco.jp/page/newopen/

NEW / エリア初

4/15(金)OPEN

atmos pink
アトモス ピンク
[シューズ・アパレル]

MERCER bis
マーサー ビス
[スイーツ]

NEW / エリア初

4/15(金)OPEN

NEW / エリア初

4/15(金)OPEN

CASETiFY STUDiO
ケースティファイ スタジオ
[スマホケース／
テックアクセサリー]

NEW / エリア初

4/15(金)OPEN

生キャラメルシフォンケーキ専門店。オールハンドメイドにこだわり
作られる”ふわもち”食感の絹のような生地、滑らかな生クリーム、ほ
ろ苦いキャラメルソースの絶妙なバランスは根強いファンを作り続け
ています。看板メニューのキャラメルシフォンをはじめ数種類のフ
レーバーや大人気の「シフォンシェ」も揃えます。

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、HAPPYなオーガニックライフをご提案。

主な取り扱いブランド：
giovanni、to/one、F organics、MIMC、SHIGETA、etc

生活の一部と化したSNS。誰かと比べ、そして誰かと比較され
る毎日。しかし、大切なのは誰かと比べる必要なんてなく、自
分で自分を認めてあげられる、あなたがあなたらしくいられる
日々へ。と願いを込めて誕生したブランドです。

海外セレブにも大人気のテックアクセサリーブランド。名前や好きな
フレーズを入れたスマホケースがその場で作れるほか、海外アーティ
ストや人気ブランドとのコラボアイテムなど最新テックアクセサリー
を取り揃えています。

DANCE/ MUSIC / ART / FASHION
ユース世代は毎日が刺激的・・・好奇心いっぱいのカルチャーがそこに
はある。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。
ファッションを楽しもう！毎日新しい自分を発見しよう！

atmos pink dance academyと称してショップがダンススタジオに！
人気のダンサーのワークショップを定期的に開催！
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池袋パルコ 2022年春のNEW&RENEWAL SHOPS LIST（フロア順）

フロア 店名（カナ） OPEN日 アイテム NEW / RENEWAL / エリア初

本館B2F オズモーシス 3/18(金) レディス RENEWAL

本館B2F スパイラルガール 3/11(金) レディス RENEWAL

本館B2F ポムダムールトーキョー 3/18(金) りんご飴 NEW OPEN / エリア初

本館B2F ヨースケ イケブクロ 3/11(金) シューズ NEW OPEN / エリア初

本館B2F ロイヤルパーティー 3/4(金) レディス RENEWAL

本館B1F アンフィ 3/18(金) インナーウェア RENEWAL

本館B1F エイミー イストワール 3/18(金) レディス NEW OPEN / エリア初

本館B1F サマンサタバサ 3/18(金) バッグ・雑貨 RENEWAL

本館B1F シー ルーム リン 4/15(金) レディス RENEWAL

本館B1F スナイデル 3/18(金) レディス RENEWAL

本館B1F フリーズ マート 3/18(金) レディス RENEWAL

本館B1F リリアン カラット 2/17(木) レディス RENEWAL

本館B1F リリー ブラウン 3/18(金) レディス RENEWAL

本館1F アイアム 4/15(金) コスメティクス NEW OPEN / エリア初

本館1F アトモス ピンク 4/15(金) シューズ・アパレル NEW OPEN / エリア初

本館1F ケースティファイ スタジオ 4/15(金) スマホケース／テックアクセサリー NEW OPEN / エリア初

本館1F コスメキッチン 4/15(金) コスメセレクト NEW OPEN

本館1F マーサー ビス 4/15(金) スイーツ NEW OPEN / エリア初

本館2F アネモネ 3/18(金) アクセサリー RENEWAL

本館2F エープラス トウキョウ 3/18(金) レディス・メンズ NEW OPEN / エリア初

本館2F グレースコンチネンタル・ザ・バンケット 3/18(金) レディス NEW OPEN / エリア初

本館2F ジュエッテ 3/18(金) ジュエリー・アクセサリー RENEWAL

本館2F ミミ サンジュウサン 3/18(金) アクセサリー NEW OPEN / エリア初

本館3F ザ ギャラリー ボックス 3/4(金) メンズ・レディス NEW OPEN / エリア初

本館5F クローン 3/6(日) 時計・レディス/メンズ服飾品 RENEWAL

本館5F クロバス オフィシャル ストア 4/4(月) アニメグッズ NEW OPEN / エリア初

本館6F シングスリー 3月上旬 アクセサリー RENEWAL

P’PARCO
2F

ファンファンシー プラス 3/18(金) 推し活グッズ NEW OPEN / エリア初（※POPUP）

P’PARCO
4F

アンファミエ 3/18(金) 看護師向け専門用品 RENEWAL

≪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

E-mail： ikebukuro-pr@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当：日出・月代・岸本・西野

日出携帯：050-5475-4076 FAX：03-5572-6065 E-mail： parco@vectorinc.co.jp
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