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楽天チェック新サービス「インストア広告」開始のお知らせ 

 

株式会社ポプラ（本社：広島県広島市、代表取締役社長：目黒真司）は、楽天株式会社のグル

ープ会社である株式会社スポットライト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田陽）が 7 月 29 日

（火曜日）より販売を開始するメーカー向けのインストア広告枠によるプロモーションに参加、広島市

および近郊の「ポプラ」23 店舗、東京都内の「生活彩家」18 店舗で、コカ・コーラ社をはじめとした国

内主要メーカー各社との取組みを開始いたします。 

 

従来のインストアプロモーションでは、全てのお客様に同一のメッセージ 

を発信する形でしたが、「楽天チェック」によるインストア広告では、チェック 

インによりお客様が必ず店内にいるという特性を活用し、顧客ごとに個別の 

内容を発信することができるため、例えば 30 代の男性にのみ缶コーヒーの 

クーポンを発行するなど、パーソナライズされた広告表示やクーポン提供を 

可能にしたサービスです。 

 

ポプラでは楽天グループの O2O プラットフォームを活用し、お客様の嗜好性に応じた販促活動を展

開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現時点での参加企業及び商品名 

メーカー名 商品名 

コカ・コーラ 爽健美茶 300ml 

アサヒ飲料 食事と一緒に十六茶Ｗ 500ml 

キリンビバレッジ トロピカーナ 100％オレンジ 395ml 

サントリー オールフリー 350ml/500ml 

ＵＣＣ ブラック無糖プレミアムアロマ 375g 

伊藤園 充実野菜 緑黄色野菜ミックス 280g 

ロッテ ＡＣＵＯ グリーンミント 14 粒 

 



サントリーフーズ 伊右衛門 550ml 

宝酒造 直搾り 黄金桃 350ml 

   ※商品などは変更となる可能性がございます。また、一部の店舗では取り扱いの無い場合がございます。 

 

【 楽天チェックとは】 

お店に立ち寄って、アプリを起動するだけで楽天スーパーポイントがたまる、無料の来店ポイン 

トサービスです。お買い物をする際のポイントカードの提示などは必要なく、お客様のスマートフォ 

ンにポイントがたまります。貯まったポイントは、楽天のさまざまなサービスで利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリ名 楽天チェック 

提供価格 無料 

提供場所 App Store／Google Play 

ポイント価値 1 ポイント=1 円相当 

対応 OS iOS 7.0 以降 Android OS 2.3.3 以上 

インストール    http://check.rakuten.co.jp/download/    

※一部対応していない機種があります。検証済み端末はサイトでご確認ください。 

※iOS、App Store は Apple Inc.の商標です。Android、Google Play は Google Inc.の商標です。 

 

【スポットライト会社概要】 

■社名  株式会社スポットライト  

■所在地 東京都渋谷区宇田川町 36-1 

■設立  2011 年 5 月 

■代表者 代表取締役 柴田 陽 

 

【 対象店舗名 】 
 店名 住所 

1 ポプラ 流川店 広島県広島市中区流川町 3-3 

2 ポプラ 国泰寺店 広島県広島市中区国泰寺 1-1-1 

3 ポプラ 舟入本町店 広島県広島市中区舟入本町 5-15 

4 ポプラ 舟入南店 広島県広島市中区舟入南 5-5-18 

5 ポプラ 新天地店 広島県広島市中区新天地 1-9 

6 ポプラ 八丁堀店 広島県広島市中区八丁堀 3-10 

7 ポプラ 胡店 広島県広島市中区胡町 2-6 

8 ポプラ 光南店 広島県広島市中区光南 1-16-27 

9 ポプラ 本通駅前店 広島県広島市中区紙屋町 2-3-4 

10 ポプラ 八丁堀南店 広島県広島市中区八丁堀 11-12 



11 ポプラ 堀川店 広島県広島市中区堀川町 3-10 

12 ポプラ クリスタルプラザ店 広島県広島市中区中町 8-18 

13 ポプラ 新薬研堀店 広島県広島市中区田中町 2-1 

14 ポプラ 胡通り店 広島県広島市中区胡町 3-12 

15 ポプラ 段原南店 広島県広島市南区段原南 2-12-17 

16 ポプラ 宇品海岸店 広島県広島市南区宇品西 4-3-24 

17 ポプラ 三滝本町店 広島県広島市西区三滝本町 1-1-12 

18 ポプラ 三筋店 広島県広島市佐伯区三筋 2-1-1 

19 ポプラ 五月が丘入り口店 広島県広島市佐伯区五月が丘 5-7-17 

20 ポプラ 沼田前原店 広島県広島市安佐南区沼田町伴 4247-1 

21 ポプラ Ａシティー店 広島県広島市安佐南区大塚西 3-4-1 

22 ポプラ こころ中央店 広島県広島市安佐南区伴南 4-3-19 

23 ポプラ 廿日市木材港店 広島県廿日市市下平良 2-1-44 

24 生活彩家 貿易センタービル店 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル地下 1 階 

25 生活彩家 ヴェルエクール店 東京都港区台場 2-6-1 

26 生活彩家 シナガワグース店 東京都港区高輪 3-13-3 シナガワグース 2 階 

27 生活彩家 霞が関ビル店 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 3 階 

28 生活彩家 日本ビルディング店 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビルヂング地下 1 階 

29 生活彩家 秋葉原駅前店 東京都千代田区神田佐久間町 1-6-5 

30 生活彩家 日比谷シティ店 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビルディング 1 階 

31 生活彩家 浜離宮三井ビル店 東京都中央区築地 5-6-4 

32 生活彩家 渋谷並木橋店 東京都渋谷区東 1-13-1 

33 生活彩家 KDDI 新宿店 東京都新宿区西新宿 2-3-3 KDDI ビルアネックス 1 階 

34 生活彩家 ヒルトピア店 東京都新宿区西新宿 6-6-2 ヒルトピア内（ヒルトン東京 B1） 

35 生活彩家 後楽園駅ビル店 東京都文京区春日 1-2-3 後楽園駅ビル 1 階 

36 生活彩家 町田市役所店 東京都町田市森野 2-2-22 町田市役所本庁舎 1 階 

37 生活彩家 玉川学園店 東京都町田市玉川学園 6-1-1 玉川学園新食堂 KEYAKI 1 階 

38 生活彩家 上大岡京急店 神奈川県横浜市港南区上大岡西 1-6-1 上大岡京急ビル 1 階 

39 生活彩家 都営本八幡駅前店 千葉県市川市八幡 2-16-13 都営新宿線本八幡駅 B1F コンコース 

40 生活彩家 ヒルトン東京ベイ店 千葉県浦安市舞浜 1-8 ヒルトン東京ベイ 

41 ほか新宿区内１店  

以上 


