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＜取材に関するお問合せ先＞

株式会社パルコ 宣伝部 担当：小野 mail: ono-jun@parco.jp TEL 03-3477-5781

※使用可能画像データをご用意しております

コミュニケーションアプリ『ＬＩＮＥ』（ライン）とタイアップ！

パルコ夏のグランバザールは 7 月 4 日（木）よりスタート

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、以下パルコ）は、7 月 4 日（木）より夏のバーゲンセール「グランバザール」

を開催いたします。ファッションのみならず、インテリアや雑貨まで大幅なプライスダウンとなります。

毎回、パルコのキャラクター『パルコアラ』と様々なキャラクターがコラボレーションする広告では、大人気コミュニケー

ションアプリ『LINE』（ライン）とタイアップし、スタンプでおなじみのキャラクターたちとコラボレーションいたします。

また、全国初となる「ＬＩＮＥ ＳＨＯＰ」のオープンや、ご来店＆お買上プレゼントなど、セールに足を運んでいただい

て楽しめる内容となっています。

セール概要

タイトル：グランバザール

日程：7 月 4 日（木）～7 月 21 日（日）
※名古屋店は 6月 28 日（金）、宇都宮店は 6月 29 日（土）、福岡店は 7月 5 日（金）よりスタート

詳細 URL：www.parcoala.com

内容：レディス、メンズファッション、シューズ＆バッグ、ジュエリー＆アクセサリー、インテリア＆雑貨、コスメな

ど夏物アイテムが全品 50～30％OFF となる半期に一度のセールです。

ポスター等の広告は、大人気コミュニケーションアプリ『LINE』とタイアップし、パルコのキャラクター『パ

ルコアラ』と、LINE のスタンプでおなじみのキャラクターたちが、明るく元気にセールを盛り上げます。
※割引率はショップにより異なります/※一部除外店舗、商品がございます

パルコアラとは？

2009 年冬のグランバザール以降登場しているパルコのキャラクター。

グランバザールのキャラクターとして登場以来、宮﨑あおい、向井理らが出演した映画『きいろいゾウ』、沢尻エリカ、水原希子らが出演した

映画『ヘルタースケルター』の登場人物など、数々の著名人たちと CM やポスター等の広告で共演しています。

広告概要

【ポスター】（Ｂ全、Ｂ3各 1パターン）

★パルコ館内掲出：7 月 4日（木）～7 月 21 日（日）
※店舗により異なります

http://www.parcoala.com/
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ＬＩＮＥタイアップ企画

パルコでは、今回のセールでのタイアップに先立ち、5月 14日より LINE公式アカウントを開設し、すでに 360 万人以上の方に

ご利用いただいております。また、全国 19 店舗ある各パルコのそれぞれの情報を発信する LINE@のご利用も、10 万人を超えて

おり、新たな情報発信や企画の実施に取組んでおります。（※利用人数 2013 年 6 月 17 日現在）

◆全国初のショップ展開！LINE の人気キャラクターが登場

LINE SHOP
LINE のスタンプでおなじみのキャラクターグッズが揃う期間限定ショップがオープンし、グランバザールを盛り上げます。

ショップ限定商品やステーショナリー、マスコットなどの人気アイテムが大集合します。

＜ショップ限定商品＞

＜展開場所・日程＞

渋谷パルコ 7/4（木）～7/15（月祝） PART1・3F ﾊﾟﾙｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 吉祥寺パルコ 7/12（金）～7/21（日） 店頭 正面入口前

ひばりが丘パルコ 7/4（木）～7/7（日 1F 特設会場 千葉パルコ 7/4（木）～7/21（日） 1F 特設会場

札幌パルコ 7/4（木）～7/21（日） ７F 特設会場 仙台パルコ 7/4（木）～7/15（月祝） 2F 特設会場

宇都宮パルコ 7/4（木）～7/15（月祝） 5F 特設会場 松本パルコ 7/4（木）～7/21（日） 3F 特設会場

静岡パルコ 7/4（木）～7/21（日） 8F ロフト内 特設会場 名古屋パルコ 7/12（金）～7/21（日） 西館 7F 特設会場

大津パルコ 7/4（木）～7/15（月祝） 1F 特設会場 広島パルコ 7/4（木）～7/7（日） 9F 連絡通路

福岡パルコ 7/5（金）～7/15（月祝） 1F 特設会場 熊本パルコ 7/4（木）～7/21（日） 下通り店頭特設会場

◆LINE SHOP にお越しいただいた方限定！

「パルコアラスタンプ」第 2 弾 プレゼント！
6 月 4 日より配信しているパルコのキャラクター『パルコアラ』のスタンプ第 2 弾をダウンロードできるシリアルナン

バー入りメッセージカードを、全国 14 店舗で展開する LINE SHOP にて進呈いたします。

＜引換え期間＞7月 6 日（土）～7 月 7 日（日）

＜引換え場所＞LINE SHOP （上記の全国 14 店舗）
※吉祥寺、名古屋店は LINE SHOP 開催前のため、引換え場所は LINE SHOP 以外の場所となります

スマホケース 1,890 円 クリアファイル 210 円

©LINE／ShoPro／TV TOKYO
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◆パルコの LINE 公式アカウントと「友だち」になった方限定！

ご来店で「ステッカーくじ」プレゼント ＆ お買上で「オリジナルショッパー」プレゼント
パルコの LINE 公式アカウントを「友だち」に追加してくださった方に、クーポンを配信いたします。引換え期間中に、

パルコ各店にてクーポンをご提示いただくと、先着各店合計 1 万名様にオリジナルステッカーくじを 1枚進呈いたしま

す。ステッカーの種類は、LINEのスタンプキャラクターに加え、パルコのキャラクター『パルコアラ』の計5キャラクター、

各 6 パターンの計 30 種類ございます。袋の中に「あたり」が入っていたら、期間限定ショップ『LINE SHOP 限定イヤ

ホンジャックマスコットセット』をプレゼントいたします。

さらに、クーポンご提示の上、1,000 円以上（税込）のお買上レシートをご提示で、オリジナルショッパー（買物袋）を

先着 1 万名様にプレゼントいたします。

＜クーポン配信日＞7月 13 日（土）

＜お買上レシート対象期間＞7 月 13 日（土）～15 日（月祝）

＜引換え期間＞7月 13 日（土）～15 日（月祝）

＜引換え場所＞全国のパルコ
※いずれも、なくなり次第終了となります

※クーポン配信時までにパルコ公式 LINE アカウント（@parco）に

「友だち」登録いただいた方が対象となります

◆各パルコの LINE@アカウントを「友だち」になった方限定！

ご来店で 500 円分のパルコ優待券をプレゼント
各パルコの LINE@アカウントを「友だち」に追加してくださった方に、クーポンを配信いたします。引換え期間中に、

パルコ各店にてクーポンをご提示いただくと、先着各店合計6,000名様にパルコでご利用いただける500円分の優待

券をプレゼントいたします。

＜クーポン配信日＞7月 4 日（木）

＜引換え期間＞7月 4 日（木）～7 月 12 日（金）

＜引換え場所＞全国のパルコ
※なくなり次第終了となります

※クーポン配信時までに各パルコの LINE@アカウントに「友だち」登録いただいた方が対象となります

（上）ステッカーサンプル （右）ステッカーくじ袋サンプル


