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店舗（写真）

大丸・松坂屋の店舗

大丸山科店（売場面積5,403㎡）
大丸大阪 ･ 心斎橋店（売場面積 46,490㎡）
※新本館は2019年秋に開業予定

（株）下関大丸（売場面積 23,912㎡）

大丸京都店（売場面積 50,830㎡）

大丸須磨店（売場面積 13,076㎡） （株）高知大丸（売場面積 16,068㎡）

大丸大阪 ･ 梅田店（売場面積 64,000㎡）

大丸神戸店（売場面積 50,656㎡）
大丸芦屋店（売場面積 4,300㎡）

大丸東京店（売場面積 46,000㎡）

（株）博多大丸・福岡天神店
（売場面積 44,192㎡）

大丸札幌店（売場面積 45,000㎡）

松坂屋名古屋店（売場面積 86,758㎡）

松坂屋高槻店（売場面積 17,387㎡）

松坂屋豊田店（売場面積 18,220㎡）

松坂屋上野店（売場面積 21,759㎡）

松坂屋静岡店（売場面積 25,452㎡）

GINZA SIX（売場面積 47,000㎡）

海外駐在員事務所・現地法人
パリ駐在員事務所

ミラノ駐在員事務所

21 rue Auber, 75009 Paris, France
Phone : +33-1-4574-2151

Conservatorio 22 Business Center, Via Conservatorio 22, 20122 Milan, Italy
Phone : +39-02-77291

大丸松坂屋百貨経営諮詢（上海）有限公司
Huaxin Haixin Building 13F Rm-B1, 666 Fuzhou Rd, Shanghai 200001, China
Phone : +86-21-6248-1538
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PARCO 都心型店舗

札幌 PARCO

新生渋谷 PARCO

仙台 PARCO

PARCO_ya

静岡 PARCO

名古屋 PARCO

広島 PARCO

福岡 PARCO

北海道札幌市中央区南1条西3-3
地下2階 – 地上8階
OPEN : 1975（S50）.8.24
sapporo.parco.jp

静岡県静岡市葵区紺屋町6-7
地下1階 – 地上8階
OPEN : 2007（H19）.3.15
shizuoka.parco.jp

東京都渋谷区宇田川町
14番の一部、15番
地下3階 – 地上19階
2019
（H31）
秋開業予定
CLUB QUATTRO：
東京都渋谷区宇田川町32-13
地上4階 –5階
OPEN : 1988
（S63）
.6.28
club-quattro.com

愛知県名古屋市中区栄3-29-1
西館：地下1階 – 地上11階
東館：地下1階 – 地上8階
OPEN : 1989
（H1）
.6.29
南館：地下1階 – 地上10階
OPEN : 1998
（H10）
.11.6
PARCO midi
（パルコミディ）
：
地上1階 –3階
OPEN : 2015
（H27）
.3.27
nagoya.parco.jp

宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
本館：地下1階 – 地上9階
OPEN : 2008
（H20）
.8.23
PARCO2：地上1階 –9階
宮城県仙台市青葉区中央3-7-5
OPEN : 2016
（H28）
.7.1
sendai.parco.jp

広島県広島市中区本通10-1
本館：地下1階 – 地上10階
OPEN : 1994
（H6）
.4.9
新館：地下1階 – 地上9階
OPEN : 2001
（H13）
.9.21
hiroshima.parco.jp

池袋 PARCO

東京都台東区上野3-24-6
地上1階 –6階
OPEN : 2017
（H29）
.11.4
parcoya-ueno.parco.jp

東京都豊島区南池袋1-28-2
本館：地下2階 – 地上8階
OPEN : 1969
（S44）
.11.23
P’PARCO（ピーダッシュパルコ）
：
地下2階 – 地上8階
OPEN : 1994
（H6）
.3.10
ikebukuro.parco.jp
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パルコの店舗

福岡県福岡市中央区天神2-11-1
本館：地下1階 – 地上8階
OPEN : 2010
（H22）
.3.19
新館：地下2階 – 地上6階
OPEN : 2014
（H26）
.11.13
fukuoka.parco.jp

PARCOコミュニティ型店舗

宇都宮 PARCO

吉祥寺 PARCO

浦和 PARCO

調布 PARCO

松本 PARCO

津田沼 PARCO

熊本 PARCO

ひばりが丘 PARCO

栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1
地下1階 – 地上10階
OPEN : 1997（H9）.3.20
utsunomiya.parco.jp

長野県松本市中央1-10-30
地下1階 – 地上6階
OPEN : 1984（S59）.8.23
matsumoto.parco.jp

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1
地下2階 – 地上8階
OPEN : 1980
（S55）
.9.21
kichijoji.parco.jp

千葉県船橋市前原西2-18-1
A 館：地下1階 – 地上6階
B 館：地下1階 – 地上6階
OPEN : 1977
（S52）
.7.1
tsudanuma.parco.jp

埼玉県さいたま市浦和区
東高砂町11-1
地下1階 – 地上7階
OPEN : 2007
（H19）
.10.10
urawa.parco.jp

熊本県熊本市中央区手取本町5-1
地下1階 – 地上9階
OPEN : 1986
（S61）
.5.2
kumamoto.parco.jp

新所沢 PARCO

東京都調布市小島町1-38-1
地下1階 – 地上10階
OPEN : 1989
（H1）
.5.25
chofu.parco.jp

埼玉県所沢市緑町1-2-1
P 館：地下1階 – 地上5階
L 館：地下1階 – 地上4階
OPEN : 1983
（S58）
.6.23
shintokorozawa.parco.jp

東京都西東京市ひばりが丘1-1-1
地下1階 – 地上5階
OPEN : 1993
（H5）
.10.8
hibarigaoka.parco.jp

ZERO GATE
札幌 ZERO GATE

心斎橋 ZERO GATE

渋谷 ZERO GATE

道頓堀 ZERO GATE

原宿 ZERO GATE

北海道札幌市中央区南2条西3-15-1
地下2階、地上1階 –4階
OPEN : 2016年
（H28）
.2.26

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-1
地下2階 – 地上4階
OPEN : 2013年
（H25）
.4.13

東京都渋谷区宇田川町16-9
地下1階 – 地上4階
OPEN : 2011年
（H23）
.4.16

大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-22
地上1階 –3階
OPEN : 2013年
（H25）
.4.20

東京都渋谷区神宮前4-31-12
地上1階 –4階
OPEN : 2018年
（H30）
.3.17

広島 ZERO GATE

広島 ZERO GATE2

名古屋 ZERO GATE

京都 ZERO GATE

広島県広島市中区新天地2-7
地上1階 –3階
OPEN : 2013年
（H25）
.10.10

広島県広島市中区本通9-4
地上1階 –3階
OPEN : 2016年
（H28）
.9.10

愛知県名古屋市栄3-28-11
地上1階 –3階
OPEN : 2014年
（H26）
.10.10

京都市下京区四条通高倉東入立売中之町83-1
地下2階 –7階
OPEN : 2017年
（H29）
.11月 一部開業

その他店舗
Pedi（ペディ）汐留
東京都港区東新橋1-9-1 地下2階 –1階、地上2階
OPEN : 2005
（H17）
.2.16 www.pedi-s.com
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