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Our Services



Our Services
Growth PaletteGrowth Palette

D2Cの先駆けである年商100億企業と
共同開発してきた「ECシステム」

01.

オペレーター不足、ノウハウ不足に
対応する人的サポートも充実

02.

カスタマーセンター、物流など
バックヤードの選定・構築から支援

03.

ブランドとファンを繋ぎマネタイズを最大化するD2Cプラットフォーム



Our Services
Growth Palette

ブランドとファンを繋ぎマネタイズを最大化するD2Cプラットフォーム

Growth Palette

インフルエンサー、YouTuberなどを
起用したPRを企画、実行まで支援

04.

商品企画・製造・マーチャンダイジング
のプロが、商品開発やコスト最適化も

サポート

05.

投資家ネットワークとプロのファイナン
スチームで資金面でも急成長を支援

06.



Case Studies



概要

支援
内容

BeigeBeige
Case Studies

最低限の投資でフォロワー4,500人を獲得

若年層のトレンドとなっている「消えそうな色」をテーマにした、
Instagramアカウントを起点とするブランドの立ち上げを支援

• 初期のファイナンス
• SNS運用を支援
• デザイナー、生産など

D2Cは、最初から規模を求めると投資リスクが大きくなってしまうケースがあります。ミニマムの投資でD2CブランドのPoCを実
現する方法をGrowth Paletteは持っています。ブランドの立ち上げ検討の段階からGrowth Paletteが支援します。

成熟期急成長期立ち上げ期 変革期



概要

支援
内容

豊洲の極
Case Studies

リリース2週間で想定をはるかに上回る受注を達成

富裕層をターゲットとして豊洲の海鮮、青果を直販するサービスを
企画から立ち上げまで総合支援。

• サービス企画段階からコンサルティングで支援
• ブランドデザイン、サイトデザイン、オペレーション設計、ロジスティクス設計なども担う
• PR、広告も担い、リリース直後のスタートダッシュに成功

スタートアップの創業期にはクリエイティブで高度なタスクが山積です。それらひとつひとつをいかに高いレベルで実行できるかがグロースのカギを
握っています。Growth Paletteは、起業、プロダクト立ち上げ経験が豊富な各分野のプロフェッショナルがスタートアップの創業を全面的に支援します。

成熟期急成長期立ち上げ期 変革期



概要

支援
内容

COEL
Case Studies

システム移管から1年で売上倍増

ヨンアをブランドプロデューサーとして起用し、20代後半から
40代前半をメインターゲットにしたアパレルブランドの成長期を
システム移管、運営支援で支えている。

• システム移管の実施
• サイト運用業務を委託で支援
• データ分析によるKPIの改善、広告による売上アップに貢献

ECサイトの初期構築に向いたサービスはたくさんありますが、月商1,000万円以上を狙うには機能や支援に不足が多すぎます。本格的な成長を果たす
ためには、できる限り早くシステム移管を行う必要があります。Growth Paletteは、充実した機能と支援でECサイトの急成長を支えます。

成熟期急成長期立ち上げ期 変革期



概要

支援
内容

Rady
Case Studies

年商70億円超のECサイトをシステム移管＆売上120％UP

更なる成長を目指すため、大規模システム移管を実施し、
キャンペーン機能の開発で売上アップにも貢献。
さらに生産支援で原価ダウンにも成功。

• バンドル、ゲームなどの各種キャンペーン機能の開発
• ECオペレーションの業務請負
• 生産支援で、原価率を30％以上ダウン
• カスタマーサポート、ロジスティクスを移管

年商数十億円規模のシステム移管は大きなリスクを伴いますが、Growth Paletteにはその成功実績があります。
売上を更に伸ばすためには、販促やCRM機能が充実したGrowth Palette Technologyが不可欠です。

成熟期急成長期立ち上げ期 変革期



概要

支援
内容

SMbrand
Case Studies

5ブランドの顧客データの移行、および統合に成功

複数のブランドを抱えるSMbrandのブランドシナジーを最大化し、
企業として変革を果たすため、顧客アカウントの一元化を実施。
現在は、更なる成長のため、仮想カンパニーモール機能を開発中。

・システム要求分析、実装、移管作業で実績の内容を実施
・新システム構想の立案、要求分析を行い、実装中

複数ブランドを抱える企業の悩みのひとつが、ブランディング重視でブランド別にサイトを分けるか、企業内ブランドを統合したモールとするか。
Growth Paletteは、このアンビバレントな戦略を統合する仮想カンパニーモール機能を提供することで、更なるEC売上アップを狙うEC事業の変革を担います。

変革期成熟期急成長期立ち上げ期



Our Solutions



Our Solutions
Growth Palette

Technology

Intelligence Fulfillment



Technology
Our Solutions

グロースに必要なECシステムをワンストップで提供

販促機能

商品を並べているだけでは売上は
伸びません。ノベルティ、クーポ
ン、バンドル、ゲーム、ガチャな
ど、豊富な販促機能を使って、顧
客にエンターテインメントを提供
し、単なるセールではない販促に
よって売上アップを実現できます
。

CRM機能

顧客クラスタリングによるターゲ
ット配信とキャンペーン実施、ポ
イントを用いた顧客単価アップと
リテンション向上など、売上利益
の最大化のために不可欠なEC機能
とCRM機能のハイブリッドを実
現しています。

カスタムページ

トップページと商品一覧と商品詳
細、これだけでは現代のECサイト
としては情報が不足してしまい、
売上アップを望めません。ブラン
ドや商品のコンセプトを伝えたり
、ニュースやブログなどの情報を
拡充し、CVRを最大化するページ
が自由に作成できます。

SFA

独自のアルゴリズムで商品を分析
し、プッシュすべき商品、キャン
ペーンを行うべき商品などが一目
で分かるツールを提供しています
。EC担当者は、ツールを見ながら
ECサイトを運用することで売上を
伸ばすことができます。

ECサイトは物販の機能だけでなく、CRM・プロモーション・アルゴリズムといった様々な機能が必要とされています。
E C 運営に必要となるあらゆる機能を順次追加していきます。



Technology
Our Solutions

グロースに必要なECシステムをワンストップで提供

ダッシュボード

ECに最低限必要な注文数、顧客単
価、CVRといったデータ以外にも
売上アップに活かせるデータは無
数にあります。そうしたデータを
集約したダッシュボードを提供す
るだけでなく、高度なデータアナ
リスト向けには分析用DBに各種
BIからアクセスすることも可能で
す。

インフラ

月商10億円、分間セッション
15,000でも余裕で捌くことがで
きる安心のクラウド環境を提供し
ています。また、独自ドメイン、
クラウド内専用環境など、柔軟な
インフラ設計にも対応できます。

独自機能開発

売上を億単位に伸ばす場合に不可
欠となる独自の機能開発ですが、
多くのECシステムではそれができ
ません。Growth Paletteの
Technologyは、拡張性が担保さ
れており、かつ高度なエンジニア
が実装を担うことで、機能拡張に
よる売上アップ、競合優位性の確
立に貢献します。

立ち上げ期から変革期までPhaseに応じた高い拡張性と強固な基盤をご提供します。



Intelligence
Our Solutions

多様なグロース支援

ノウハウ提供・運営代行

月商10億円超のノウハウを
Growth Palletは有しています。
そのノウハウを提供するだけでな
く、ブランドに最適化してご提案
し、さらには運用を代行すること
も可能です。

データ分析支援

データアナリストが在籍する企業
は多くはありませんが、一定規模
から先に事業を拡大するためには
データ分析力は不可欠です。単純
なデータ分析レポートを提供する
こともできますし、より本格的に
データ分析を行い、グロースを支
援することもできます。

PR支援

モデルやタレントなどのトップイ
ンフルエンサー、出版社、スタイ
リスト、デザイナーなど、PRに必
要な強固なネットワークを
Growth Palletは構築しています
。SNSを中心にブランド認知を最
大化する支援が可能です。

広告支援

ROASの最大化を図るためには適
切な広告運用チームが必要です。
様々な業種/業態の広告運用を手
がけるネット広告専門の少数精鋭
チームが広告による売上の最大化
を支援します。

Growth Paletteではシステムの提供だけではなく、ECサイトの成長に欠かせないあらゆる施策に対してプロフェッショナルな人材の支援をします。
ただ作って終わりではない、継続的な成長のスキームを提供します。



Intelligence
Our Solutions

多様なグロース支援

スタートアップ
新規事業開発支援

D2Cブランドの多くがここ数年内
に立ち上げられた事業から生み出
されています。起業家や企業内ベ
ンチャーが必要とする創業期の重
要業務を各分野のプロフェッショ
ナルが総合的に支援し、ブランド
立ち上げを成功に導きます。

生産支援

新しくブランドをつくる場合、必
ずネックになるのが生産です。間
違った方法で生産を行うと原価が
高くなりすぎ、収益性を圧迫しま
す。GrowthPaletteではアパレル
生産に長く携わる専門家チームが
生産を支援し、最適な生産方法で
原価を圧縮し、収益の最大化に貢
献します。

ファイナンス支援

新しい事業には資金が必要です。
もしスタートアップとして起業す
るなら資本政策は何よりも重要な
ことのひとつです。ファイナンス
はノウハウやネットワークがすべ
てと言っても過言ではありません
。そんなノウハウとネットワーク
をGrowth Paletteが提供し、事業
の成功を支援します。

新しくブランドを立ち上げる際には、立ち上げに必要なあらゆる方面での支援をいたします。



Fulfillment
Our Solutions

ECサイトの裏側をお任せ

カスタマーサポート

ユーザからのお問い合わせ対応の
多くは、プロバイダー自らが行う
必要のない些末なものです。その
ような業務で時間を取られること
がないようカスタマーサポートを
代行します。商品やサービスに関
わる問い合わせなど回答が難しい
ものはエスカレーションします。

ロジスティック

入庫、倉庫管理、梱包、配送とい
ったロジスティクスの一連の業務
もプロバイダー自らが行う必要の
ないものです。Growth Paletteは
100億円超の流通額のボリューム
ディスカウントを活かして、業界
低水準の費用でロジスティクスを
請け負います。

バックオフィス

今は小規模のチームでも大きな収
益が上げられる時代です。収益を
上げる小規模のチームには、経験
のある経理、総務、秘書といった
バックオフィスが必要です。基本
はリモートであらゆるバックオフ
ィス業務を請け負います。

ビジネスは選択と集中です。プロバイダーの皆様が収益最大化のための最重要課題に注力いただけるよう、
アウトソースできるものはGrowth Paletteにお任せください。



Plan



導入の流れ
Plan

Forever1month ~ 2months1month ~ 2months

Requirements Design

お打合せやオンラインコミュニケ
ーションをツールを利用して現状
の課題や今後の展望をヒアリング
した後、最適なご提案をいたしま
す。

Development

要件をもとに、システム開発・商
品企画・バックヤードに精通した
メンバーをアサインしプロジェク
トを始動します。※要件の内容に
よってスケジュールに変動はござ
います。

Open

システム・オペレーションの入念
なテストを重ねた後、ご要望に沿
ったショップをリリースします。

Improvement

リリースして終わりではなく、シ
ョップを更にグロースさせるため
のデータ分析・プロモーション企
画・システム開発を永続的に行い
ます。



費用
Plan

初期費用

従量費用

初期構築費用

データ移行

月額利用料

売上手数料

決済手数料

Ask

50万円～

無料

3％～

3.50%



会社概要
Growth Palette

社名

設立

役員

本社

資本金

名株式会社MyColor

2018年6月25日

代表取締役CEO 森下将憲

東京都渋谷区神山町25-2 松濤グランドヒルズ1F

1億円



ブランドとファンを繋ぎマネタイズを最大化するD2Cプラットフォーム

Thank you for your attention.


