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株式会社パルコ(以下当社)は、店舗を基盤とした Web 活用による新しい商業施設の楽しさを創造すると 

ともに、ICT(情報通信技術)を活用した事業革新を推進しております。  

 

この度、当社が進める Web コミュニケーション戦略の一環として、1４年５月より一部ショップにて 

先行導入しておりました、『カエルパルコ』（テナントショップブログの『Web 取置き予約&通販注文 

サービス』＜http://kaeru.parco.jp/＞）を、都心店グループ（パルコ８店舗 札幌・仙台・池袋・ 

渋谷・静岡・名古屋・広島・福岡）に拡大します。 

 

１１月の参加ショップ数は約５０ショップ、２０１５年春までに１００ショップ以上への導入を目指し、シ

ョップスタッフのおすすめアイテムが買える「キュレーション EC プラットフォーム」としてご出店 

テナントの店舗集客や売上拡大に貢献していきます。 

 

また、弊社 Web サイトの閲覧数の約８割に達するスマートフォンユーザーに対し、より便利に「いつで

も、どこでもパルコのショッピング体験」をご提供できるよう、10 月末に公開した当社公式スマートフォ

ンアプリ「POCKET PARCO」および、ファッションコーディネイトアプリ「WEAR」(運営:株式会社 スタ

ートトゥデイ)と連携し、両アプリからの『カエルパルコ』のご利用も可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつでも、どこでも 。 パルコのショッピング体験を。」 

Web 取置き予約&通販注文サービス『カエルパルコ』の展開を拡大 

パソコン版 カエルパルコＴＯＰページ スマホ版 ページイメージ 
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①Web 取置き予約&通販注文サービス『カエルパルコ』が都心店グループ８店舗に拡大 

 

『カエルパルコ』は、パルコ各店の Web サイトにある各ショップのブログページで紹介される商品を、 

パソコンやスマートフォンを通じて、取置き(店頭引き取り）予約や通販(クレジット・コンビ二決済・銀行

振込) のご注文ができるサービスです。  

 

「カエルパルコ」を活用するテナントショップでは、２４時間、いつでも、どのエリアのお客様とも Web

を通じた接客が可能となり、ご注文商品を、ショップの店頭在庫より発送、または店頭への来店により決済 

いただくことにより、売上を拡大することができます。 

 

本サービスは、１０万ショップ以上が利用する日本有数の EC プラットフォーム『STORES.jp』(運営:株式

会社 ブラケット)との連携により実現し、本年５月より、一部ショップにて先行サービスを提供しており 

ましたが、この度都心店グループ８店舗で導入をすることにより、参加ショップが大幅に拡大します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５月より先行導入したショップでは、商圏エリア以外から多くのお客様にご利用頂くことに 

 より販売機会が拡大し、「カエルパルコ」でご注文いただいた商品売上のシェアが全売上の 

 １０％を超える事例も出てまいりました。  

ショップブログ記事ページ（左）の 

「ＷＥＢ注文＆お取り置き」ボタンを押すと 

『カエルパルコ』注文ページに（右）移行します 
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②パルコ公式スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」および「WEAR」と連携 

 各アプリから『カエルパルコ』のご利用が可能に。 

 

この度、『カエルパルコ』をより多くのお客様に便利にご活用いただけるよう、２つのスマートフォン 

アプリとの連携をいたしました。 

 

＜１＞パルコ公式スマートフォンアプリ＜POCKET PARCO＞との連携 

10 月 31 日より、サービスを開始いたしました「POCKET PARCO」にも『カエルパルコ』対象商品が表示

され、アプリ上で商品在庫の確認ができるようになりました。また、１タップで『カエルパルコ』のページ

へ移動し、スマートフォンから簡単にご注文いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなただけのパルコが、ポケットに。「POCKET PARCO」 

全国のパルコ館内の約 3000 ショップから、お客様毎にぴったりのおすすめ 

商品情報をお届けするスマートフォンアプリです。 

アプリのダウンロードはこちらから http://pocket.parco.jp  

アプリフィード記事（左）をタップすると、商品紹介記事が表示されます（中央）。 

紹介記事中の「ＷＥＢ注文・お取り置き」メニューをタップすると『カエルパルコ』 

注文ページ（右）に移行します 

http://pocket.parco.jp/
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＜２＞ファッションコーディネイトアプリ「WEAR」との連携 

「WEAR」(運営:株式会社 スタートトゥデイ)は、昨年１０月のサービス開始以来、国内外で多くのユーザ

ーに支持されるファッションコーディネイトアプリです。 

サービス開始以降、パルコではショップスタッフの「WEAR」を介した“Web 接 客”を積極的に進めてまい

り、本年５月からは、パルコテナントショップスタッフの「WEAR」への投稿情報を、 より多くのお客様

に閲覧いただき、ショップにご来店頂くきっかけにしていただけるよう『パルコショップブログ』への  

連携・表示をスタートいたしました。 

 

この度、新たな取り組みとして「WEAR」と『カエルパルコ』の連携がスタートします。 

これにより、「WEAR」で紹介するパルコテナントショップのコーディネイト商品の情報より、直接 

『カエルパルコ』へ移動し、商品取り置き予約または通販でのご注文が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『カエルパルコ』は、スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」や「WEAR」との連携 

により、さらに便利にご利用いただけるようになりました。 

ショップスタッフの「いつでも、どこでも」Web を通じた接客機会をさらに拡大できる 

「キュレーション EC プラットフォーム」として、ご出店テナントの集客や売上拡大に貢献します。 

各アプリと「カエルパルコ」の連携イメージ図 
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●カエルパルコ参加・参加予定ショップ一覧   
    

店舗 店名 アイテム   

札幌 
レコルト シューズ   
ラヴァーズロック＆スーパーラヴァーズ レディス・メンズ   
ヒステリックミニ キッズ 11 月中スタート 

仙台 
セシルマクビー レディス 11 月中スタート 
アンクルージュ レディス 11 月中スタート 
ビーカンパニー インテリア・雑貨 11 月中スタート 

池袋 

ケリーズラボ ファッション雑貨   
レストローズ レディス   
クラチカ バッグ 11 月中スタート 
ムラサキスポーツ スポーツウェア・グッズ 11 月中スタート 
HARE メンズ 11 月中スタート 
179/WG レディス 11 月中スタート 
セシルマクビー レディス 11 月中スタート 
ソフィラ レディス 11 月中スタート 
ライオンハート ジュエリー・アクセサリー 11 月中スタート 
リズリサ レディス 11 月中スタート 

渋谷 

スピングルムーヴ シューズ・バック 11 月中スタート 
179/WG レディス 11 月中スタート 
クラチカ バッグ 11 月中スタート 
エアカラーズ 水着・フィットネスウェア 11 月中スタート 
Dolly & Molly レディス 11 月中スタート 
ギフト レディス・メンズ 11 月中スタート 
ソフィラ レディス 11 月中スタート 
ミツカルストア バイ ワンスアマンス パルコプロデュースショップ 11 月中スタート 
NO ID. メンズ 11 月中スタート 

静岡 

アンディフィーテッド シューズ・メンズ   
ステューシー メンズ/レディス   
X-girl レディス   
ジョイリッチブティック レディス・メンズ・雑貨   
レアック レディス   
179/WG ニコルクラブ レディス   
ジュエルナローズ レディスバッグ   
ブロンクスチェア 食物販 11 月中スタート 

名古屋 

ハーマンズ ウエストアンドリゾート レディス   
セルストア メンズ・レディス・雑貨   
マンハッタンポーテージ バッグ   
アルファショップ メンズ・レディス 11 月中スタート 
プールスタジオ アリヴィエ レディス 11 月中スタート 

広島 

シャッポ 帽子   
ロデオクラウンズ レディス   
レストローズ レディス   
セシルマクビー レディス 11 月中スタート 
セポ レディス 11 月中スタート 
ダズリン レディス 11 月中スタート 

福岡 
ワンス ア マンス 雑貨・メンズ・レディス 11 月中スタート 
ジュエルナローズ レディスバッグ 11 月中スタート 
メゾンディータヴィンテージ レディスファッション・雑貨 11 月中スタート 

   計 47 ショップ 
 

2014 年 11 月 6 日現在 
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<参考資料> 

1.株式会社 ブラケット 会社概要 

 

所在地 :東京都渋谷区神南 1-20-15-2F          

代表者 :代表取締役兼 CEO 光本 勇介 

設 立 :2008 年 10 月 10 日  

事業内容:インターネットビジネスの企画・開発・運営、マーケティング、プロモーション、コンテンツの 

    企画・制作  

＜『STORES.jp』のサービス概要＞ 

「STORES.jp(ストアーズ・ドット・ジェーピー)」は、ウェブサイト制作の知識を全くお持ちでない方で

も、 簡単にオンラインストアを作ることができるサービス。新規登録から開業までに要する時間は最短 

 2 分で、世界でひとつだけのオンラインストアをオープンでき、現在 １０万店以上のストアが開設されて

いる。 2013 年グッドデザイン賞受賞。 

 

2 株式会社 スタートトゥデイ 会社概要 

 

所在地 :千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 WBG マリブウエスト 16F     

代表者 :代表取締役 前澤 友作 

設 立:1998 年 5 月 21 日      

資本金 :1,359,903 千円 

事業内容:2000 以上の人気ブランドを扱う日本最大級のファッションショッピングサイト

「ZOZOTOWN(ゾゾタ ウン)」などの EC 事業をはじめ、ファッションコーディネートアプリ「WEAR 

(ウェア)」など、ファッション関連サービスの運営 

 

＜『WEAR』のサービス概要＞ 

WEAR は「WEAR FOR CONNECTION」をテーマに、コーディネートレシピ機能や、マイクローゼット機

能、 SNS 機能などを通して、コーディネートの参考にしていただいたり、ショッピングをより楽しんでい

ただける ファッションコーディネートサービスです。 

■アプリダウンロード数:４００万ダウンロード(2014 年 10 月 31 日時点)  

■コーディネート投稿数:１００万件以上  

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

      株式会社パルコ WEB コミュニケーション部 担当:中村・上杉・林 (TEL:03-3477-5218)  

      (株式会社パルコについて) 株式会社パルコ 広報/IR 室  (TEL:03-3477-5710) 


