
Press Release 2022年5月26日
福岡PARCO

福岡PARCO（福岡市中央区天神2-11-1）は、2022年6月11日（土）～6月26日（日）の期間で九州最大
級のカルチャーの祭典『パルコ感覚』を初開催します。本企画は、九州中のローカルショップ、ブランド、
作り手、飲食店、アーティストなど全77ラインナップが一同に集結し、福岡PARCO全館のいたるところ
で販売・展示・ワークショップなどを行う内容です。

屋台に代表されるように独自のローカルカルチャーが発展している街、九州・福岡。九州を拠点とする
ショップやブランド、作り手、飲食店、アーティスト達もまた、新型コロナウイルスの影響で活動の縮小
を余儀なくされてきました。加えて外出自粛もあり、県外からの観光客も減り、これらのシーンで活動す
る人達とお客様とのコミニケーションは希薄になっていました。それが今となりやっと光が差し込んでき
ています。そこで福岡PARCOは今この『パルコ感覚』を初開催し、九州中のローカルカルチャーの熱を
お客様に触れていただく機会を設けることにしました。
テーマは「新たな感覚を広げよ」。福岡PARCOが街場と一丸となって起こす「令和の文明開化」が開幕。

九州最大級のカルチャーの祭典初開催！

九州中から全77のショップ、ブランド、作り手、飲食店、アーティストが参加

『パルコ感覚』
～福岡PARCOが街場と起こす令和の文明開化～

パルコ感覚
○期間：2022年6月11日（土）～6月26日（日）
○場所：福岡PARCO
○入場／観覧：無料
○主催：福岡PARCO

■『パルコ感覚』公式HP： http://fukuoka.parco.jp/page/parcokankaku
■『パルコ感覚』公式Instagram：https://www.instagram.com/parco_kankaku/ アカウント：@parco_kankaku
■『パルコ感覚』15秒movie：https://youtu.be/-NHztGHsG4M
■『パルコ感覚』クラウドファンディングHP： https://camp-fire.jp/projects/view/589962
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本件に関する問い合わせ先
福岡PARCO 営業課 山崎（yama-hiro@parco.jp）、久保田（kubo-mana@parco.jp） TEL：092-720-9000

http://fukuoka.parco.jp/page/parcokankaku
https://www.instagram.com/parco_kankaku/
https://youtu.be/-NHztGHsG4M
https://camp-fire.jp/projects/view/589962
mailto:yama-hiro@parco.jp
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@本館1F POPUP SPACE GATE 九州のアーティスト３名とのコラボTシャ
ツや、パルコ感覚オフィシャルグッズを
コンビニ風店内で販売！『感覚コンビニ』01

CONTENTS

『パルコ感覚』では主に９つのコンテンツを開催いたします。

本館1Fの『感覚コンビニ』では、熊本在住の人気イラストレーター〈たなかみさき〉をはじめ、〈NAKAKI 
PANTZ〉、〈cheap〉とのパルコ感覚限定コラボＴシャツを販売。また、パルコ感覚の「Ｐ」アイコンをデ
ザインに使用したオフィシャルグッズがコンビニ風にレイアウトされた店内に並ぶ。

@本館3F パルコファクトリー 『パルコ感覚』のメイン会場。
九州中から全58のショップ、ブランド、作
り手、飲食店のプロダクトを集めたセレクト
ショップ型の新感覚道の駅！『感覚道の駅』02

CONTENTS

【感覚コンビニ取扱いグッズ】
・アーティストコラボTシャツ〈たなかみさき〉 ￥3,950
・アーティストコラボTシャツ〈cheap〉 ￥3,950
・アーティストコラボTシャツ〈NAKAKI PANTZ〉 ￥3,950
・オフィシャルPシャツ（3色） ￥3,300
・オフィシャルPバッグ（3色） ￥2,200
・刺繍キャップ ￥3,900
・スニーカーソックス ￥1,500
・ナイロンエコバッグ ￥2,000
・マッチ3個セット ￥350
・スタッキングマグカップ ￥1,000
・ビニール傘 ￥1,400
・シートステッカー ￥800

and more…
※価格は税込表記

本館3F・パルコファクトリーでは、パルコ
感覚のメイン会場『感覚道の駅』をOPEN。
福岡県内のみならず九州中から全58の
ショップ、ブランド、作り手、飲食店らのプ
ロダクトを集めたセレクトショップ型の新感
覚の道の駅。
福岡・大名のショップ〈Addiction〉や熊本
の人気セレクトショップ〈＆Chill〉などのア
パレルはもちろんのこと、福岡・薬院で店主
自らセレクトした国内外のアートブックなど
の本を並べる〈本屋青旗〉、福岡・糸島の人
気ショップ〈HEY＆Ho.〉、佐賀・有田から
は人間国宝である祖父の釜を引き継いで有田
焼をつくる〈井上祐希 from 井上萬二釜〉な
どが参加。その他にも農家直送野菜や食物販、
ファッション雑貨、福岡の人気飲食店〈藁焼
みかん〉のオリジナルアパレルなどのプロダ
クトがジャンルレスに揃う。
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1. AZUMA (福岡・平尾)／2. Addiction (福岡・大名)／3. ALCO/HOLIC (福岡・大名)／4. &Chill (熊本・上通)／5. and.basic
(長崎・佐世保)／6. 井上商店 (熊本・下通)／7. 井上祐希 from 井上萬二窯 (佐賀・有田)／8. 岩㟢紙器 (長崎・波佐見)
／9. Intoxic (福岡・赤坂)／10. AMS SHOP (福岡・六本松)／11. S/ENDER (福岡)／12. SPC (福岡)／13. EMS plants (福
岡・那珂川)／14. Onawa (福岡・西浦)／15. Omy (福岡)／16. Kiitos (鹿児島・鹿屋)／17. kimama products (宮崎・三股)
／18. キヨトク (福岡)／19. KRANZ&CO (福岡・小倉)／20. KOISURU TSUBAKI (長崎・五島)／21. 古賀農園 (福岡・古賀)
／22. 国士文通省 (福岡・六本松)／23. Sakanoue Unique (鹿児島・坂之上)／24. 酒場コージ×2F(ツーフー) (福岡・大
名)／25. The Harvest Browns (福岡)／26. THEVENDS (福岡)／27. the LOCAL STORE (福岡・柳川)／28. Sosite (福岡・白金)
／29. cheap (福岡)／30. CHERRY POOL SERVICE (福岡)／31. Tenoutuwa (鹿児島・指宿)／32. TERAYAMA ZOEN (福岡・糸
島)／33. TELEVISION (福岡)／34. 陶磁器城雅典 (鹿児島・美山)／35. TRESOL (福岡・警固)／36. 鳴滝の郷×alitalia farm
(福岡・糸島)／37. NØGLE (鹿児島・慈眼寺)／38. ノックの帽子屋 (福岡・六本松)／39. NOMATA (福岡・薬院)／40. 
BUDDYJOKES (福岡・那の津)／41. bubblegum (熊本・上通)／42. Playful Store (大分) ／43. HEY&Ho. (福岡・糸島)／44. 
POET MEETS DUBWISE (福岡)／45. 本屋青旗 Ao-Hata Bookstore (福岡・薬院)／46. MARFY‘S WHITE (福岡)／47.マムズド
レッサー (宮崎・都城)／48.ミナグラ (福岡・糸島)／49. Mo. (福岡)／50. MOBILE SPOT (佐賀)／51. yadokari company
(大分)／52. 山中醤油 (鹿児島・東串良)／53. Y’ALL WALL (福岡・大手門)／54. YOSHIROTTEN (鹿児島・鹿屋)／55. 
LIVING STEREO (福岡・薬院)／56. LIBREMENT FUKUOKA (福岡・大名)／57. 藁焼みかん×Somewhere in Tokyo (福岡・
春吉)／58. wan -made in Gotoislands- (長崎・五島)

@本館3F パルコファクトリー 九州を拠点に活動する9名のアーティストの
作品展示ギャラリーを道の駅に併設。

『感覚ギャラリー IN 道の駅』03

CONTENTS

おおがまめお（福岡）デザイナー・漫画家／OK!i!N（福岡）アーティスト／
近藤拓丸（福岡・東京）現代アーティスト／斉木駿介（福岡）美術家／
Junes K（福岡）ビートメイカー、グラフィックアーティスト／谷口典央（福岡・東京）美術作家／
長澤花咲（福岡）アーティスト／noe risa（福岡）写真家／光武美沙希（熊本）画家

『感覚道の駅』出品ラインナップ ※五十音順、太字が出展名、（）内は活動拠点地

『感覚ギャラリー IN 道の駅』ラインナップ ※五十音順、太字が参加者名、（）内は活動拠点地

本館3F・パルコファクトリーで開催する感覚道の駅の中に九州を拠点とする現代アーティストを中心
としたギャラリースペース『感覚ギャラリー IN 道の駅』を併設。美術家や画家、写真家などの作品が
並ぶ。

2022年5月26日
福岡PARCO
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@新館1F・正面エントランス

『大感覚スペース』04

CONTENTS

@本館2、3、6F・エスカレーター横

個性豊かな６名のアーティストの作品を
本館エスカレーターサイドで展示。

『感覚スペース』05

CONTENTS

@本館7F・スーパースピンズ店内 参加アーティスト達のアトリエ兼
ワークショップスペースを開設。
週末を中心に参加型イベントを開催。『感覚アトリエ』06

CONTENTS

刺繍アーティスト・二宮佐和子の
インスタレーション形式の大展示。

『大感覚スペース』ラインナップ
二宮佐和子（福岡）刺繍アーティスト

『感覚スペース』ラインナップ
witness（福岡）アーティスト／鎌田かまを（福岡）イラストレーター／Cigarette-burns（福岡）アーティスト／
Nah（福岡）イラストレーター／ふくらはぎみえるくん（福岡）コラージュアーティスト／横山ぶん（福岡）写真家、映像作家

『大感覚スペース』『感覚スペース』ラインナップ ※太字が参加者名、（）内は活動拠点地

新館1F・正面エントランス『大感覚スペース』では福岡を拠点に活動する刺繍アーティスト〈二宮佐
和子〉のインスタレーションを大展示。
本館2F、3F、6Fのエスカレーター横『感覚スペース』ではManhattan Portage（マンハッタンポー
テージ）とのコラボでも話題となった福岡在住アーティスト 〈Cigarette-burns〉や、人気イラスト
レーター〈Nah〉など福岡の個性豊かなアーティスト6名による展示スペースを開設。

大感覚スペース、感覚スペースの展示アー
ティスト達が本館7F・スーパースピンズ店内
にあるギャラリースペースにて『感覚アトリ
エ』を開設。週末は在廊し作品作りをしなが
ら、ワークショップを開催。

6月17.18.19日

鎌田かまを 在廊時間 11:00～17:00

似顔絵ワークショップ
"昭和・平成レトロ似顔絵“
1人¥2,500(1人追加+¥1,000)
お手持ちの画像から、昭和・平成レトロな似顔絵を描きます！

6月18.26日

二宮佐和子 在廊時間 14:00-18:00

刺繍ワークショップ
参加者それぞれの"推し"を刺繍する「推ししゅうワークショップ」
¥3,000
刺繍したいアイテムをご持参頂き、二宮佐和子がお客様それぞれに
教えながら、刺繍のワークショップを開催します。

6月25.26日

Cigarette-burns 在廊時間 14:00-18:00

アクセサリーワークショップ
Cigarette-burnsの絵画の好きな部分をカットして作るアクセサ
リーワークショップ
￥3,000
カラフルで自分だけのオリジナルピアス、イヤリングを制作します。

2022年5月26日
福岡PARCO
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@本館7F・HIS店内

『感覚抽選会』07

CONTENTS

期間中福岡PARCO館内で税込3,000円以上お買上
げで九州旅行などが当たる抽選会に参加可能。

◆九州賞 大分・別府のお宿『両築別邸』（1泊、夕・朝食付）宿泊券ペア1組2名様
◆1等 石垣島ツアー3日間(朝食付） ペア1組2名様
◆2等 沖縄本島のホテル宿泊券 ペア2組4名様
・『ホテル日航アリビラ』（1泊朝食付）ペア1組2名様
・『リザンシーパークホテル谷茶ベイ』（1泊朝食付）ペア1組2名様
◆3等 福岡県内2ホテルから選べる宿泊券 ペア1組2名様
・『ヒルトン福岡シーホーク宿泊』（1泊朝食付）または
・『ホテルモントレ福岡』（1泊朝食付）
◆4等 HIS商品券3,000円分 10名様
◆5等 スタバカード2,000円分 10名様
◆参加賞 ポケットティッシュまたは韓国おみくじ

▲九州賞イメージ

▲1等イメージ

@福岡PARCO公式Instagram

『ショップスタッフ感覚』08

CONTENTS

福岡PARCOに勤務する街場カルチャーに精通した
ショップスタッフ６名が、おすすめカルチャースポット
を福岡PARCO Instagram上で紹介。

@本館1F・正面エントランス

『パル感無料案内所』09

CONTENTS

福岡PARCOメインエントランスで『パルコ感
覚』を無料でご案内。

▼パル感無料案内所イメージ

本館1Fのメインエントランスでパルコ感覚の全貌が
わかる『パル感無料案内所』を設置。
九州最大の繁華街である中洲カルチャーをリスペクト
した作りでお出迎え。

2022年5月26日
福岡PARCO

▼福岡PARCO Instagram
https://www.instagram.com/parco_fukuoka_official/

https://www.instagram.com/parco_fukuoka_official/
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『パルコ感覚』初開催を記念し、

BOOSTERにてクラウドファンディングを同時開催‼

～九州アートをお届け～

＜クラウドファンディング概要＞

●募集期間：2022年6月3日（金）12：00～2022年6月26日（日）23：59まで

●目標金額：20万円

●プロジェクトページ： https://camp-fire.jp/projects/view/589962

※クラウドファンディングサイトBOOSTER…全国にファッションビルPARCOを運営する株式会社パルコ

が“未来が加速する、アイデア応援マーケット”をテーマにプロダクトを世の中に広めたい小さなチームの

ためのクラウドファンディングサイト。

【リターン内容】
・アーティストコラボTシャツ〈たなかみさき〉￥4,950
・アーティストコラボTシャツ〈cheap〉￥4,950
・アーティストコラボTシャツ〈NAKAKI PANTZ〉￥4,950
・Cigarette-burns （シガレットバーンズ）ART ペイントTシャツ ￥10,900・￥16,000
・オフィシャルPシャツ（3色）￥4,300
・オフィシャルPバッグ（3色）￥3,200

※価格はすべて税込・送料込
and more…

クラファンでも
会場限定の

グッズが手に入る！

本件に関する問い合わせ先
株式会社パルコ 福岡店 営業課 山崎（yama-hiro@parco.jp）、久保田（kubo-mana@parco.jp） TEL：092-720-9000

2022年5月26日
福岡PARCO

https://camp-fire.jp/projects/view/589962
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