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ご挨 拶
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は1997年の創 業 以 来、
日々の暮らしが豊かになるようなインターネットサービスを展 開しており、
ショッ
ピングやグルメ、旅 行、映 画、不 動 産などへと事 業 領 域を継 続 拡 大してまいりました。現 在 、グループサー
ビスは2 0 以 上を数えており、
さらに価 値のあるサービスを提 供するため、グループ一 丸となって取り組みを
続けております。
インターネット市 場はこの2 0 年ほどで急 速な発 展を続けてきましたが、今また新たな変 革 期を迎え、
その変
化のスピードは今 後さらに加 速していくものと考えられます。
そのような市 場 環 境において、私たちがこれか
らも社 会に貢 献し続けていくには、私たち自身が柔 軟かつ迅 速に変わりながら、
イノベーションを起こしてい
くことが重 要だと考えております。
これからも皆さまのご期 待にお応えできるような事 業 展 開を行ってまいります。引き続き、
カカクコムグループ
をよろしくお願い申し上げます。

株 式 会 社カカクコム
代表取締役社長

畑 彰之介
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会社概要
社

名

株式会社カカクコム

設

立

1997年12月

金

916百万円（ 2022年3月末現在 ）

資

本

従 業 員 数

連結：1,238名（ 2022年3月末現在 ）

上場取引所

東京証券取引所プライム市場（ 証券コード：2371 ）

主な関係会社

株式会社カカクコム・インシュアランス
株式会社エイガ・ドット・コム
株式会社タイムデザイン
株式会社 webCG
株式会社 LCL

所在地

株式会社ガイエ

本社
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル
渋谷オフィス
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコDGビル
恵比寿オフィス
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア8階
関西支社
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-6-20
名古屋営業所

九州支社
〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町3-1

堂島アバンザ14階

博多リバレイン11階

広島営業所
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル5階

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル（朝日会館）11階
京都営業所
〒604-8187
京都府京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング4階
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企業沿革

創業経緯



購買支援サイト「価格.com」
は、1997 年 5 月、槙野光昭氏によって開設されました。
大学卒業後、パソコン周辺機器メーカーへ入社した槙野氏は、秋葉原の電器店を回っ
て製品の店頭価格を調べる業務の中で、
「消費者は一番安い商品を探し、
お店はライバ



3月
5月



10月



1月
3月

ル店の価格を知りたがる。誰もが価格情報を求めているのでは？」
と、
インターネットを
通じて価格情報を提供するサイトコンセプトのヒントを得ます。
会社を退職後、試行錯誤した結果「価格.com」が誕生。連日手作業で価格更新を繰り
返していましたが、翌 1998 年には、
お店が価格をリアルタイムに、かつ直接登録でき
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4月

株式会社エイガ・ドット・コムがグループに加わる



2月
9月

写真共有サイト「 P HOTOH I T O」を開設
不動産住宅情報サイト「スマイティ」を開設
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11月

関西支社を設置



10月

上場10周年



3月
10月

株式会社タイムデザインがグループに加わる
ライフスタイルメディア「 キナリノ」を開設



2月
10月

株式会社webCGが グループに加わる
求人情報の一括検索サイト「求人ボックス」を開設



4月

創業20周年



1月
2月
7月

株式会社LCLがグループに加わる
株式会社ガイエがグループに加わる
九州支社を設置



4月

東証プライム市場へ移行
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25,070

東証マザーズ上場

4月

できるコミュニティの場をいち早く提供したのでした。

2018年3月期（IFRS）

サイト名称を「価格.com」に変更
株式会社カカクコムへ組織・商号変更

フォートラベル株式会社がグループに加わる
レストラン検索・予約サイト「食べログ」開設
東証一部上場
株式会社カカクコム・インシュアランスを設立

る独自システムを開発。
「Windows98 特設掲示板」
を設置し、
ユーザー間で意見交換

通期連結業績の推移

4月 創業
5月 「 価格.com」の 前身となる「￥CORE PR ICE￥」を 開設
12月 有限会社コアプライスを設立
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営業利益率

売上高

営業利益
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カカクコムグループのサービス

購買支援サイト「 価格.com」
kakaku.com

レストラン検索・予約サイト「 食べログ」
tabelog.com

“「買ってよかった」をすべてのひとに。
” をコンセプトとする 購 買支援 サイト。パソコンや

2005年3月開設のレストラン検索・予約サイト。

家電、
ファッション、インテリア、
さらに自動車や通信、保険など、生活に関わるさまざまな

好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条件、独自の記事コンテンツなどから、ニー

ジャンルにおいて、価 格 やスペ ック、クチコミ、
レビューを集約。商 品 購 入やサービス申し

ズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また24時間いつでも、スマートフォンなどから

込みの前に必要な情報比較をサポートします。

インターネット予約を完了できます。

月間総ページビュー：約 4 億 4,238万 PV/月
アクセス数
2022年3月現在

月間利用者数 *
内訳

PC
スマートフォン

：約 5,923 万人/ 月
：1,615 万人
：4,308 万人

月間総ページビュー： 約18億 596万 PV/月
アクセス数
2022年 3月現在

月間利用者数 *

： 約 8,763万人/月

内訳

： 1,328 万人
： 7,436 万人

PC
スマートフォン

レストランのインターネット予約
36 5日2 4 時 間 、ネット上
でレストランの空席 確 認
や、即 時予約ができます。
ポイントを貯めて使える
お得なサービスも提供

* 月間利用者数とは、サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS 等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。
モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。
なお、食べログにおいては、2022 年２月をもって AMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしました。

365 日

24 時間

即時
予約
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カカクコムグループのサービス

求人情報の一括検索サイト

不動産住宅情報サイト

総合保険比較サイト

sumaity.com

hoken.kakaku.com

求人ボックス

スマイティ

全国の転職サイトや求人サイトから、正社

日本全国の賃貸・新築・中古物件と不

“「未来の安心」が今みつかる ” をブラン

員・アルバイト・パート・契約社員、さら

動産売却情報を取り扱う不動産住宅サイ

ドメッセージとして、一人一人に合った

に在宅ワークや新卒採用などの求人情報

ト。さまざまな条件から希望に合う物件

保険選びをサポートするさまざまなコン

を集約してわかりやすく提供しています。

を探せます。

テンツを提供。保険の専門家であるコン

求人ボックス.com

価格 .com 保険

サルタントによる無料保険相談サービス
なども提供しています。
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カカクコムグループのサービス

ライフスタイルメディア

メンズファッション Web マガジン

kinarino.jp

mens.tasclap.jp

ダイナミックパッケージ予約プラットフォーム

TASCLAP

タイムデザイン

“ おしゃれを知る。おしゃれを楽しむ。”

航空券と宿泊プランを組み合わせるダイナ

いものと読みものを楽しめるライフスタイル

をコンセプトとするメンズファッション

ミックパッケージのプラットフォームを提

メディア。心地よい暮らしにつながるお買い

Web マガジン。トレンドに敏感で知識豊

供。ホテルや航空会社、その他メディアに

もの体験と、毎日の暮らしに役立つ情報を

富なプロのライター陣と編集部が、等身

対して、システム・オペレーション・旅行

提供しています。

大のファッションを意識した記事を毎日発

関連素材・提携先間の連携など、ニーズ

信しています。

に応じたソリューションを提供しています。

キナリノ

「自分らしい暮らしがかなう」をテーマに、買

timedesign.co.jp
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カカクコムグループのサービス

旅行のクチコミと比較サイト

フォートラベル
4travel.jp

宿泊旅行の情報メディア

写真共有サイト

クルマ好きのための情報サイト

icotto.jp

photohito.com

webcg.net

icotto

PHOTOHITO

webCG

全国の高速バス・夜行バス、バスツアーの料金比較サイト

国内移動・海外航空券の最安値比較サイト

高 速 バス・バスツアーのお役 立ち情 報メディア

bushikaku.net

idou.me

bushikaku.net/bustrip/

バス比較なび

格安移動

バスとりっぷ
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カカクコムグループのサービス

総合映画情報サイト

アニメの総合情報サイト

ホラー映画専門配信サービス

映画のオンライン配信サービス

eiga.com

anime.eiga.com

osorezone.com

cinema.eiga.com

映画等のデジタル・プロモーションエージェンシー

アニメ＆アキバ系カルチャー情報

FX 関連情報と為替相場解説・予想サイト

暗号資産とブロックチェーンに関連する情報サイト

gaie.jp

akiba-souken.com

fx-rashinban.com

cc-rashinban.com

映画 .com

ガイエ

アニメハック

アキバ総研

OSOREZONE

FX 羅針盤

シネマ映画 .com

暗号資産羅針盤
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“ユーザ ー 本 位 ” の 価 値あるサービス を 創出しつづけます
生活者視点 の 新しい価値 を 提供して、日々 の 生活 を 豊かに

中立公平な立場から、皆さまの最適な消費生活・購買活動のサポートを、ショッピングはもちろん、グルメや旅行、不動産、エンターテインメント、
金融・保険サービスにいたるまで、提供分野を拡大しながら多様なユーザーニーズに応えてまいります。

生活者ニーズ

最適な消費活動を支援
購買支援サイト

クチコミ・レビュー

レストラン検索・予約サイト

価格相場
ランキング・トレンド
豊富なデータベース

さまざまなニーズに対応

不動産住宅情報サイト

旅行のクチコミと比較サイト

メンズファッションWeb マガジン

効率的な集客サポート
ビッグデータを活かしたマーケティング

クルマ好きのための情報サイト

ライフスタイルメディア

宿泊旅行の情報メディア

効果的なプロモーション

保険
求人情報の一括検索サイト

総合映画情報サイト

カカクコム・インシュアランス

総合保険比較サイト
「価格.com保 険」
と 実 店 舗を連
携し、専門コンサルタントによる保険に関する各種ご相
談を無料で受け付けています

事業者ニーズ

旅行プラットフォーム

タイムデザイン

ホテルや航空会社、
その他メディアに対して、航空券と
宿泊プランを組み合わせたダイナミックパッケージの
プラットフォームを提供しています
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企業情報
https://corporate.kakaku.com/company/proﬁle

IR・投資家情報
https://corporate.kakaku.com/ir

プレスルーム
https://corporate.kakaku.com/press

