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～業界初！日本最大級 無料キャンペーンデータベース～「キャン索」FREEのWEBサービス開始。 7月1日（月）よりプレオー

プン！ URL:http://www.cam-saku.com 

配信日時：2010年07月07日 09:00 

店 頭プロモーション企画 制 作会 社パルディア（東 京都、社 長 中 沢 敦）は、7月1日 （月 ）より、店頭 を中心 としたプレゼントキ ャンペーンのデータベースを

Web上で無料 開放する「キャン索 FREE」（商 品名）のサ ービスを プレオープンしました。※本オープンは7月12日 （月 ） 

 この「キャン索」の大 きな特徴は、2004年から独 自に収集 した国内 のスー パーやドラッグストアの 店頭 で実施 され ているナショナル キャンペーン及 び流

通 チェーンとの タイアップキャンペーンの実施概 要約18,000件 を収録 したデータベースサービスです。この中で、過去1年分 の約4,000件のキャンペー

ン情 報を、会 員 登録 いただくだけで無 料で検索することを 可 能にしたサ ービスが今回 登場の 『キャン索  FREE』です。ＤＢ（データベース）か ら、メーカーの

キャンペーン実施状 況や、キャンペーンタイトル・小売 チェーンとのタイアップ状況 などを検索 することが でき ます。このよう な無 料サービスは 、業 界初めて

のもの です。 

 これにより、広告代 理店、ＳＰ（セールスプロモーション）会社・印刷 会社や メーカー、販売会 社の担 当者は 、最 大の 悩みであるキャンペーンの 企画立 案

のための アイデアについての 課題を 一挙に解消 することが でき るばか りでなく、業 務効率 を飛躍 的に高めることができます。 

 過去 ３年間の データや 直近の データを 検索したい場 合、別途 有料にてキャン索ライトサービス（月額  1万円 ～）から利用 することが可能な、情報流 通時

代 に適 した「フリーミアム 」手 法を活 用します。 

 
（１）「キャン索  ＦＲＥＥ」の概要  

具体 的には、次 の ようになっています。 

1.メーカー・実施流通 チェーン・キャンペーン名 称・実施期 間・景品名 ・フリーワー ドなどから各種 キャンペーンを検 索することが可能 です 。 

2.北 海道か ら沖縄まで、全 国の弊社 と契 約登録 を行ったホームパートナー（在宅主婦 ）200名が、日々 買い物の 中で探 した店頭 のハガキを自 宅で情報

入力 します。検索可 能なキャンペーンデータは、2009年4月～2010年3月のデ ータ約1年分  約4,000件 の情報 を無料開 放、情報 は1ヶ月 に一 度の頻

度 で新しい情報 に切 り替 えます。 

3.過 去4年間及 び最新の キャンペーンデータを検 索したい場合 、月額1万～利 用可能 なＡＳＰサ ービス「キャン索  ライ ト」を別 途契約 により利用 することが

可能 です。 

   

（２）登 録ターゲットについて 

登 録ターゲットとして、メー カー、流 通業者 、商社、広告 代理店 、印刷会 社 、SP会 社などの企 画担当者 中心に広 く告知 していきます。 
   

（３）キャン索サービス売 上目標 額は、以下 の通り  

販 売目標は 、初年度  800万 円  

      ２年 度 1,000万円  

      ３年 度 1,500万円  
（４）会員登録 制について  

 「キャン索 ＦＲＥＥ 」を 利用するためには 、会員登 録が必要 です 。登録は無 料です 。 

 
【「キャン索 ＦＲＥＥ」導入 による会 員の主 なメリット】 

1.メーカー、小売、卸店 、販売会 社、広告代 理店、ＳＰ会社 など企画担 当者の 立場に立った、操作 が簡単 なサービスシステムをご利用 いただけます 。  

2.ターゲットに最適 なキャンペーン実績 探しが 簡単にできるため、ヒントにすることで悩 んだり無駄な時間 が省け、効率 的です。 

3.広告代理 店等の 担当者 は、クライアントへ の充実 したサービス顧 客への 充実したサ ービスを提供 でき 、競 合他社との 差 別化を図ることができます 。 

4.これ らにより広 告 代理店 等の担 当者は 、時間的 に「ゆとり」ができ、他の 業務に取り組む時 間が生 まれます。 

 
【会社概 要】 

 ■会 社名 株 式会社 パ ルディア 

 ■代 表者 代 表取締役  中沢 敦  

 ■創  業 1996年4月  

一般閲覧数 83

記者閲覧数 0

掲載数 27

業種 新聞 ・放 送・出版・広告・印 刷

リリース内容 新サ ービス発表

メディアカテゴリ
政治 、経済 、マネー、ＩＴ、通信、 コンピュータ技 術、放送、
出版

会社基 本情報

商号：株 式会社パルディア 

（カブシキガイシャパルディア）  

所在地： 〒1 05-0004 

東京都港 区新橋3-5-10新三ビ ル6F 

TEL： 03-5532-8425 

FAX：03-5532-8 426  

業種：新 聞・放送・出版・広告・印刷  

上場先：未上場  

従業員数 ：50名未満 

 
URL:http://www.paldia.co.jp/

 
URL:- 

 
URL:- 

添付ファイル
 

manual.pdf 
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 ■資 本金 1,800万円 

 ■所 在地 東 京都港 区新橋3-5-10 新 三ビル6F  

 ■ＴＥＬ 03-5532-8425 

 ■ＦＡＸ 03-5532-8426 

 ■ＵＲＬ http://www.paldia.co.jp 

 ■E-Mail info@paldia.co.jp 

 ■関 連サイト 

  ☆キャンペーン事務局 ワンストップサービス キャンペーン事務 局.com 

  URL http://campaign-jim ukyoku.com/ 

  ☆店頭 プロモーションなら 店 頭プロモーション.com 

  URL http://tento-promotion.com/ 
  ☆ノベル ティの専 門 店「キャングッズ」最適 なノベル ティを提 案します。 

  URL http://www.cam-goods.com/ 

 
【本件に関 するお問い合 わ せ】 

 ■会 社名 株 式会社 パ ルディア 

 ■担 当者 柴 田 英治 

 ■ＴＥＬ 03-5532-8425 

 ■ＦＡＸ 03-5532-8426 

 ■ＵＲＬ http://www.paldia.co.jp 

 ■E-Mail info@paldia.co.jp 

 

｜ プレスリリース配 信 HOME ｜ ドリームニュースについて ｜  配信までの流れ ｜ メディア等一覧 ｜ メデ ィア等登 録｜ 企 業会員 登録 ｜ 

｜  料金 ｜ アライアンス情 報 ｜ ネタ募集  ｜ イ ベント情報 ｜  ヘッドライン21 ｜  ブログに掲 載しませんか ？ ｜  

｜ご利用案内  ｜よくあるご質問 ｜ プレスリリースとは？ ｜  広告 掲載について ｜ 

 

｜ 運営会社  ｜ サイトマップ ｜ お問い合わせ  ｜ プライバシーポリシー ｜ 情 報削除ガイ ドライン ｜ 
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