
池袋パルコ 2022春NEW&RENEWAL

次世代ボーイズグループ「OWV」をキャンペーンモデルに起用

3月18日(金)全15店舗がオープン＆期間限定キャンペーンを開催

PRESS RELEASE

池袋パルコは今春、35ショップ・約800坪規模にてリニューアルいたします。2021年秋より引き続き、ジェンダーレス・

エイジレスに楽しめるパルコをテーマに、エリア初出店ブランドも数多くオープンいたします。リニューアルキャンペーンと

して、現在人気急上昇中の次世代ボーイズグループ「OWV」を起用した広告を展開いたします。“Find New Me”をテーマに

した第１弾メインビジュアルでは「A+ TOKYO」をメインにレディスアイテムも交えたコーディネートで、リニューアルした

池袋パルコを表現します。「OWV」×池袋パルコのスペシャルコラボイベントも開催します。さらに、３月18日（金）には

リニューアル第１弾として本館B1F・2Fを中心に全15店舗がNEW OPEN。期間限定キャンペーンとして、各ショップの

オープン限定企画、さらにはパルコ公式QRコード決済「ポケパル払い」限定の優待企画をご用意し、ご来店をお待ちしており

ます。
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●キャンペーンタイトル

Find New Me

新しい始まりは、虹色に輝く。

春、新しいパルコで、新しい自分を見つけよう。

●広告展開期間

第１弾：３月18日(金)～４月６日(水)

第２弾：４月 7日(木)～５月８日(日) ※近日公開

▲ キャンペーン第１弾メインポスター

TOPICS 1 : 「OWV」×池袋パルコ

TOPICS 2 ： 3月18日(金) 全14店舗がNEW&RENEWAL OPEN

[ クリエイティブスタッフ/衣装提供 ]
・企画制作/加藤秀幸、柴田リオ [grindhouse]）
・カメラマン/伊藤元気（スチール）,  川崎一真（メイキング）
・スタイリスト/TOSHIO TAKEDA ・ヘアメイク/Kohey , Kiyomi Onuki
・衣装提供/A+ TOKYO, PUBLIC TOKYO, UNITED TOKYO

本館B1F&2Fを中心に全15店舗が3月18日(金)オープン。
池袋パルコ限定商品やノベルティ等、様々なオープニング企画をご用意。

And more…

▲ キャンペーン第１弾 メイキングムービー

https://youtu.be/iAxV2m33_dc

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/iAxV2m33_dc&data=04|01|tubo-mizu@parco.jp|e211e13e9bc8423e281808d9faa83624|70028b7b3f334a6e952b3ed930416142|1|0|637816422649186906|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=IKJ1LqQNx%2BQz31n5AF%2BSlWW/id8au0IIxzBkRmyDR/o%3D&reserved=0
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下記期間中、池袋パルコ館内にて4,000円（税込）お買上げ毎に「OWV」

オリジナルトレーディングカード全５種からランダムで１枚を先着でプレ

ゼント。

[期間]

３月18日（金）～ 無くなり次第終了

[引換会場]

本館１Fインフォメーション横特設会場

[引換方法]

池袋パルコ館内にてお買上げのレシートを引換会場にてご提示ください。

OWV × 池袋パルコ コラボキャンペーン

① NOVELTY ITEM 「OWV」トレーディングカード

② PRESENT 「OWV」サイン入りチェキ

※4,000円（税込）お買上げごとに全５種から１枚ランダムでお渡し致します。

※お一人様一回につき上限５枚までのお引換となります。

※お買上げ手段は問いません。

※期間中のレシート合算可。期間中の日付のみ有効。

※本館・P’PARCO レシート発行可能ショップは全て対象。

※該当の投稿に記載の注意事項を必ずご確認下さい。

※ご当選された方には、2022年5月上旬頃にInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。賞品

の発送は2022年5月中旬を予定しております。

※郵送でのお渡しになります。

③ CD購入特典 タワーレコード池袋パルコ店限定特典

P’PARCO６F タワーレコードにて、OWV 5th single「You」(2022年3月9日発売）をお買上げで、

メンバー直筆メッセージが印字された特別レシートと、オリジナルB2ポスターをプレゼント。ランダム

5枚限定で直筆サイン入りポスターもご用意。

[期間] 3月8日（火）～ ※特別レシートは3月21日（月祝）まで ※特典ポスターはなくなり次第終了

池袋パルコ公式Instagramフォロワー限定

抽選で5名様へ「OWV」サイン入りチェキをプレゼント。

[応募期間]

３月18日（金）～４月24日（日）23:59

[応募方法]

①池袋パルコ公式Instagram（@parco_ikebukuro_official）をフォロー

②キャンペーン対象のフィード投稿へ「いいね」と「コメント」を投稿

OWV（オウブ）

「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生４名により結成されたボーイズグループ。
グループ名「OWV」には"Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~“
というメンバーの強い想いが込められている。
表題曲で初のミドルバラード、5th single「You」を３月９日（水）に発売する。

［メンバー］中川 勝就、本田 康祐、佐野 文哉、浦野 秀太（左から順）

https://www.instagram.com/parco_ikebukuro_official/


★OPENING CAMPAIGN
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3月18日(金) 全15店舗がNEW＆RENEWAL OPEN

エイミー イストワール [レディス]

SPECIAL EVENT
・creative director MANAMI 来店 ・ドレスコード着用で￥1500 OFF

NOVELTY
・50,000円(税込)以上お買上げでアーチハンドBAG（池袋限定カラー：
ブラック）または「Aiam」スキンケアセットを進呈

リリー ブラウン [レディス]

スナイデル [レディス] 

2022年 3月 4日（金）
池袋PARCO  

LIMITED ITEM
・限定カラー「クロスデザインマーメイ
ドワンピース」（ブルー）

NOVELTY
・17,600円(税込)以上お買上げでサーモ
マグ進呈

池袋駅直結の本館B1Fレディスファッションフロアがリニューアル。サステナブルデザインを取り入れた

最新内装の「スナイデル」、ブランド10周年リブランディングの世界観を表現する「リリー ブラウン」、

エリア初出店となる「エイミーイストワール」など、全7店舗がOPEN。 ※内1店舗は4/15(金)OPEN）

フリーズ マート [レディス] サマンサタバサ [バッグ] アンフィ [ランジェリー] シールームリン [レディス]

※オープニング企画内容は一部抜粋にて掲載しております。 ※ノベルティ・限定商品等は数量限定のためなくなり次第終了となります。

NEW / エリア初

LIMITED ITEM
・限定商品「ハーフスリーブオーガンジー
ブラウス」「フレアミニスカショーパン」

NOVELTY
・22,000円(税込)以上お買上げでヘアアク
セサリーセット進呈

★OPENING CAMPAIGN

★OPENING CAMPAIGN

RENEWAL

RENEWAL

RENEWAL

RENEWAL RENEWAL RENEWAL ※4/15 OPEN

本館
B1F
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3月18日(金) 全15店舗がNEW＆RENEWAL OPEN

2022年 3月 4日（金）
池袋PARCO  

2021年秋のリニューアルに引き続き、ユニセックスなファッションフロアへ。ジュエリー・アクセサ

リーでジェンダーレスなデザインやシーンを表現する「ミミ サンジュウサン」や、レディス・メンズ

複合アスレジャーブランド「エープラス トウキョウ」など、全5店舗がOPEN。

※オープニング企画内容は一部抜粋にて掲載しております。※ノベルティ・限定商品等は数量限定のためなくなり次第終了となります。

本館
2F

NEW / エリア初

NEW / エリア初

NEW / エリア初

エープラス トウキョウ
[レディス・メンズ] 

LIMITED ITEM   ・限定コラボ商品発売※詳細は近日公開

★OPENING EVENT

ミミ サンジュウサン
[アクセサリー] 

★OPENING EVENT

グレースコンチネンタル・ザ・バンケット
[レディス]

★OPENING EVENT 
NOVELTY ・60,000円(税込)以上お買上げでオリジナルスープマ
グカップ進呈

RENEWAL

アネモネ [アクセサリー] 

RENEWAL

ジュエッテ
[ジュエリー・アクセサリー] 

この他にも、本館B2Fには話題のりんご飴専門店「ポムダムールトーキョー」がエリア初出店。「さくら日和（さくら・ス

トロベリー味）」「GEMPOM（赤ブドウ・シナモン・カシス味）」は池袋パルコ店でしか楽しめない限定商品となっており

ます。さらに、本館5Fには、人気アプリゲームを多数配信する株式会社colyによる初のオフィシャルストア「coly more!」

が4月1日(金)NEW OPEN！

本館B2F
NEW / エリア初

本館5F ※4/1 OPEN
NEW / エリア初

ポムダムールトーキョー
[りんご飴専門店]

コリー モア！
[キャラクターグッズ]▲左「さくら日和」右「GEMPOM」

「colyの作品を、もっとそばに。」

いつもcolyの作品を愛してくださるみなさ
まはもちろん、はじめましての方にも、
colyの作品の魅力をもっと届けたい。coly 
more!では、作品を通してあなたの毎日を
もっと豊かにする、日々のトキメキをお届
けします。

coly代表作品：「ドラッグ王子とマトリ
姫」、「スタンドマイヒーローズ」、「オ
ンエア！」、「魔法使いの約束」

LIMITED ITEM
・限定商品「イヤーカフ」「カフピアス+イヤーカフセット」

NOVELTY
・上記の限定商品お買上げでヘアピン進呈
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5日間限定 PARCO公式QRコード決済「ポケパル払い」PAY BACK  

下記期間中、PARCO公式QRコード決済「ポケパル払い」にて池袋PARCO館内で

5,000円（税込）お買上げ毎に、池袋PARCOご優待券500円分を進呈！

[期間] 3月18日(金)～3月22日(火)

※お引換には条件がございます。本キャンペーン内容の詳細及び引換方法や、期間中の各
ショップのキャンペーンについては、3月11日(金)以降に池袋PARCO公式サイトにてお知
らせいたします。

■NEW&RENEWAL SHOPLIST 

≪ 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：浅尾・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

2022年 3月 4日（金）
池袋PARCO  

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

2/17(木) 本館B1F リリアン カラット レディス ●

3/4(金)
本館B2F ロイヤルパーティー レディス ●

本館3F ザ ギャラリー ボックス メンズ・レディス ● ●

3/6(日)
本館5F クローン 時計・レディス/メンズ服飾品 ●

本館6F シングスリー アクセサリー ●

3/11(金) 本館B2F
ヨースケ イケブクロ シューズ ● ●

スパイラルガール レディス ●

3/18
(金)

本館B2F
ポムダムールトーキョー りんご飴 ● ●

オズモーシス レディス ●

本館B1F
[南]

エイミー イストワール レディス ● ●

スナイデル レディス ●

リリー ブラウン レディス ●

サマンサタバサ バッグ・雑貨 ●

フリーズ マート レディス ●

本館B1F[北] アンフィ インナーウェア ●

本館2F

エープラス トウキョウ レディス・メンズ ● ●

グレースコンチネンタル・ザ・バンケット レディス ● ●

ミミ サンジュウサン アクセサリー ● ●

ジュエッテ ジュエリー・アクセサリー ●

アネモネ アクセサリー ●

P’PARCO 2F ファンファンシー プラス 推し活グッズ ※POP UP SHOP

P’PARCO 4F アンファミエ 看護師向け専門用品 ●

4/1(金) 本館5F コリー モア！ キャラクターグッズ ● ●

4/15
(金)

本館B1F[北] シー ルーム リン レディス ●

本館1F

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 ● ●

アトモス ピンク シューズ・アパレル ● ●

マーサー ビス スイーツ ● ●

アイアム コスメティクス ● ●

コスメキッチン コスメセレクト ●

4/22(金) P’PARCO 3F ファンタジーヴィレッジ キャラクターグッズ ●

4月予定 本館5F クロバス オフィシャル ストア アニメグッズ ● ●

mailto:ikebukuro-pr@parco.jp
mailto:parco@vectorinc.co.jp

