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【札幌パルコのタイ旅行客インバウンド企画⇔PARCO カードの海外特典拡充！】  

タイ・Siam Piwat 社商業施設との双方向販促キャンペーン実施！ 
Cross border privileges Campaign（クロスボーダープリビリッジキャンペーン） 

相互商業施設利用で顧客カード会員への特典提供を行い、インバウンド需要への対応と顧客特典を強化 
 

株式会社パルコはタイ、バンコクにてファッション感度の高い商業施設を運営する Siam Piwat 社と連携し、

お互いの施設のハウスカード顧客に対し、スペシャル特典を提供するキャンペーンを開催いたします。 

今回、当社は「札幌パルコ」にて、Siam Piwat 社は「Siam Paragon」「Siam Center」「Siam Discovery」

の３施設にて、双方のハウスカード顧客が お互いの商業施設を訪れた際に、カードを提示することによって特典

を受けることができる企画となっています。 

冬の北海道はアセアンの方に観光地として非常に好評で観光客数は増加しており、「札幌パルコ」も海外からの

観光客の方が日本のショッピングを楽しまれるスポットとして評価を頂いております。 

中でもタイー札幌間の直行便などが就航し、タイのお客様の来館の伸び率が非常に高くなっております。 

札幌パルコでは、Siam Piwat 社から発行の該当カード（Platinum M Card/VIZ card）メンバーへの特典を

ご用意。タイからのお客様へのサービスの強化と、来店モチベーションアップを図ります。 

一方、パルコのハウスカード「PARCO カード」顧客（カード発行数 170 万人）の方の特典として、Siam Piwat

社の運営する上記３商業施設内ショップ・デパート・レストランでの割引や、ウエルカムギフト、対象ホテルでの

スペシャルプラン（特別レートでの宿泊・スパ＆レストラン割引等）豪華特典が提供され、タイに旅行・出張され

る PARCO カード会員へのサービス拡充となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル  ：Cross border privileges Campaign（クロスボーダープリビリッジキャンペーン） 

期間    ：2014 年 11 月 1 日～2015 年 4 月 30 日 

（タイ人の冬の観光旅行が高まる時期からタイの旧正月 4/13～15 期間を含む） 

内容    ： 

札幌パルコにて 

Siam Piwat 社発行の優良顧客カード「Platinum  M Card」「VIZ Card」のお客様へ 

★カード提示で 500 円券プレゼント 

★対象店舗でのお買い物 OFF やノベルティプレゼント（参考２） 

★対象飲食店でのお食事 OFF（参考２） 

「Siam Paragon」「Siam Center」「Siam Discovery」(Siam Piwat 社が運営する商業施設)にて 

「PARCO カード」をお持ちのお客様へ 

★カード提示でウェルカムギフトプレゼント 

★上記 ３商業施設の対象店舗でのお買い物 OFF やノベルティプレゼント（参考３） 

★ホテル SiamKempinski/Sofitel SO Bangkok での特別宿泊料金・スパ＆レストラン割引、空港片道送迎サ

ービスなど（参考３） 
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【参考１】 

○札幌パルコ想定外国人客売上シェア 

2.94％/前年度伸び率 183.2％ ※海外発行クレジット売上と銀聯カード売上を足したもの 

○PARCO カード会員数 約 1,703 千人（2014 年 8 月） 

○Siam Piwat 社 Platinum M Card／VIZ Card/会員数 約 100 千人（2014 年 2 月） 

○札幌パルコで行っている外国人客に向けたサービス向上への取り組み 

１）多言語通訳サービスの導入：2014 年 5 月よりテナントスタッフが直接問い合わせできる多言語（英語・中国語・韓国語）

対応通訳サービスをスタート 

２）英会話接客研修の導入：2014 年 12 月札幌 PARCO 実施予定 

３）多言語フロアガイドの設置 

 

【参考２】クロスボーダープリビリッジキャンペーン 札幌 PARCO 館内 OFF＆サービス対象店舗一覧（一部） 

レストラン・カフェ

ミスタージョーンズオーファネージ カフェ 全商品10%OFF

釧路ふく亭　櫂梯楼 和食ダイニング 全商品5%OFF

東京純豆腐 韓国スンドゥブ専門店 全商品10%OFF

シェルフ 洋食＆カフェ 全商品5%OFF

シャル・ウィ・スイーツ! デザートビュッフェ 全商品5%OFF

ラメゾンドカリークゥー カレー 全商品5%OFF

八雲 蕎麦・とり炭焼 全商品10%OFF

紅虎餃子房 中国家庭料理 全商品5%OFF

ヨシミキッチン 創作無国籍料理 全商品5%OFF

ファッション・身の回り雑貨

サマンサタバサプチチョイス バッグ ノベルティプレゼント

チックタック 時計 全商品10%OFF

エテ ジュエリー
お買上の方にノベルティ「エテちゃんピンバッ
ジ」プレゼント。

メルチェリーア 服飾雑貨
合計￥3,000以上お買上げの方巾着ノベル
ティーをプレゼント

ダイアナ 靴
靴か鞄をお買上げのお客様にダイアナオリジ
ナルグッズプレゼント。

ポーカーフェイス メガネ メガネ拭きプレゼント

メディストア 雑貨・アクセサリー 全商品5%OFF

キングズbyサマンサタバサ アクセサリー・雑貨 ノベルティプレゼント

オールドストリームエクセル 靴 ノベルティプレゼント（NBタオルハンカチ）
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【参考３】クロスボーダープリビリッジキャンペーン Siam Piwat 社が運営する商業施設でのサービス一覧および

対象 5 つ星ホテルでの特典サービス（一部） 

ホテル　Siam Kempinski
1 デラックスルームチャージスペシャルプライス
2 ホテル内レストラン＆カフェ20％オフ
3 スパアラカルトメニュー15％オフ

ホテル　Sofitel SO Bangkok
1 デラックスルームチャージスペシャルプライス
2 2名の朝食サービス

3
BMWSeries5での空港片道送迎サービス（3名まで2300タイバー
ツ相当）

4 レストランの15％オフ　※ドリンク除く
5 30％SoSPAでのトリートメントコース30％オフ

商業施設　Siam Paragon
Club 21 Accessories アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Dolce & Gabbana アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Jimmy Choo アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Marc Jacobs アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Paul Smith アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
S.T. Dimension アクセサリー/ファッション 全商品15-20%OFF
AVEDA 化粧品 全商品１０％OFF
Erb 化粧品 全商品20%OFF
Chatime カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
Mister Donut カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
Scoozi Pizza カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
True Coffee カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
Kidzania エンタテインメント＆カルチャー 全商品１０％OFF
Siam Ocean World エンタテインメント＆カルチャー 全商品２０％OFF
商業施設　Siam Center
Cath Kidston アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
DKNY Jeans アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Levi's アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Love Moschino アクセサリー/ファッション 全商品１０％OFF
Swatch アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
The Selected アクセサリー/ファッション 全商品１０％OFF
The Wonder Room アクセサリー/ファッション 全商品１０％OFF
XXI FOREVER アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
YUNA アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Bliss 化粧品 全商品１５％OFF
M.A.C 化粧品 全商品１０％OFF
Make Up Store 化粧品 全商品１０％OFF
商業施設　Siam Discovery
Blackjack アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
CK Calvin Klein アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Crocs アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Diesel アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
DKNY アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Fred Perry アクセサリー/ファッション 全商品１０％OFF
Lacoste アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Marc by Marc Jacobs アクセサリー/ファッション 全商品５％OFF
Watch Park アクセサリー/ファッション 全商品１０％OFF
Coffeol カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
Tea for two restaurant カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
True Coffee カフェ＆レストラン 全商品１０％OFF
Flight 001 ライフスタイル　雑貨 全商品５％OFF
Loft ライフスタイル　雑貨 全商品１０％OFF
ウエルカムギフト
上記商業施設でカード＆パスポート提示でHARNN SOAPプレゼント
※上記OFF商品に関しては一部除外品もございます。詳細は各施設のインフォメーションカウンターまでお問い合わせください。

 


