
＜注意事項＞ 
 
※ 広告料金は税別表示です。 
※ 広告主様、デザイン審査がございます。 
※ お申込後のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。 
 

【人気おすすめ媒体】Super sticker （スーパーステッカー） 東京エリアのご案内 



【人気おすすめ媒体】Super sticker （スーパーステッカー） 東京エリア 

掲出サイズ Ｈ２５０×Ｗ８５０㎜ 角１０㎜Ｒ  

エリア 東京エリア（東京23区＋武蔵野市・三鷹市） 

掲出台数 ７５０台 

掲出期間 ２０１６年４月～ ※1ヶ月単位での実施可 

掲出箇所 リアウインドウ ※内貼りとなります。 

掲出料金 
１台単価＠３，５００円（税別）×月数×台数 
※ステッカー製作費別途（都度見積） 

スケジュール 

お申込締切→実施約２か月前まで ※決定優先 

データ入稿→実施開始 約７週間前まで 
※製作スケジュールは原材料の在庫数により変動となる場合があります。 

◆ 制作物について 

ステッカー サイズ Ｈ２５０×Ｗ８５０㎜ 角１０㎜Ｒ  

シルクスクリーン４Ｃ印刷  

凸版シースルーステッカー（ＰＥＴ）  弱粘着再剥離タイプ 

もしくは 

コントラビジョン４Ｃ ＵＶデジタル印刷 

リンテックシースルーステッカー シリコン微粘着タイプ 

 

※特殊印刷につき、事前にお渡しする「入稿チェックシート」を 

  ご確認の上、デザイン制作願います。 

★ 納品数量算出方法（１ヶ月掲出の場合） 
 

  ステッカー   ：  掲出台数×１．２ 
 

  ※長期掲出の場合は予備枚数が増えます。 

広告内容に関して、事前の確認が必要となります。 

＊上記台数は2016年2月29日現在の空き枠となります。 

決定案件の状況により変動致します 

掲出例（内貼りです） 



【人気おすすめ媒体】Super sticker （スーパーステッカー） 東京エリア 

視認調査 概要 

■調査方法    車載カメラ４台録画（同乗人員２名／交代にて常時メンテナンス） 
            屋根上に搭載した小型カメラ４台にて録画。自動露出型カメラを使用。 
 
■走行方法    調査車両（コンフォート）を、通常タクシーの平均的な走行ルート及び 
            営業時間（ＡＭ７：００～翌ＡＭ２：００）で走行。 
            ４台のＣＣＤカメラを使用し、走行中・一時停止中等、調査車両を視認 
            した歩行者及び対向車、後続車を１９時間録画し、後日時間帯別に 
            集計。（別紙参照） 
 
■調査時間    平日19時間（AM7:30～AM2:30）  
 
■録画        マルチ画面仕様、１画面に４カメラを同時録画。 
  
■メンテナンス  テープ交換（３時間テープ、カメラメンテナンス、露出調整＜夜間等＞） 
  
■資料制作    カメラ別（４画面＝右前、右後、左前、左後、後続車） 
            時間別（１時間ごとに認知者数を目視にてカウント） 

 



【人気おすすめ媒体】Super sticker （スーパーステッカー） 東京エリア 

■歩行者視認数     1日あたり     ⇒  43,114名/1台 
                                  平日２２日想定  ⇒  948,508名/1台 
 
■後続車両数       1日あたり     ⇒  7,377台 /1台 
（ドライバー数）      平日２２日想定  ⇒  162,294名/1台                                                  
 
 

四谷三丁目 東京駅 数寄屋橋 赤坂見附 新宿駅東口 新宿駅東口 原宿駅前 田町 銀座 秋葉原 広尾 三軒茶屋 池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ 高田馬場 アルタ前 渋谷駅 新宿 新橋 赤坂見附

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

東京駅 日本橋 京橋 渋谷東急 四谷三丁目 新宿駅西口 渋谷駅 銀座 秋葉原 四谷三丁目 白金台 渋谷道玄坂 ｻﾝｼｬｲﾝ通り 新宿駅西口 四谷三丁目 渋谷東急前 上野 西銀座 歌舞伎町

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

新橋 赤坂見附 公園通り丸井 新宿アルタ 原宿駅前 渋谷109前 銀座コア前 電気ﾐﾅﾐ前 広尾 自由が丘駅 渋谷109前 高田馬場 西武新宿 赤坂見附 渋谷109前 八重洲 新橋駅 アルタ前

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

新宿駅東口 田町 三軒茶屋 池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ アルタ前 六本木 新宿 銀座 赤坂見附 六本木

時間 7:25- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:00- 24:00- 25:00- 総数

男性 559 2,551 2,384 2,321 1,925 2,246 2,229 2,032 2,122 1,473 1,274 1,344 1,750 1,793 1,131 1,504 1,158 550 362 30,708

女性 186 991 552 949 905 948 918 813 909 601 521 603 770 793 485 645 485 231 101 12,406

合計 745 3,542 2,936 3,270 2,830 3,194 3,147 2,845 3,031 2,074 1,795 1,947 2,520 2,586 1,616 2,149 1,643 781 463 43,114

女性比率 25.0 28.0 18.8 29.0 32.0 29.7 29.2 28.6 30.0 29.0 29.0 31.0 30.6 30.7 30.0 30.0 29.5 29.6 21.8

後続車 130 623 574 596 477 464 446 418 563 381 326 354 286 404 281 204 268 313 269 7,377 7,377

875 4,165 3,510 3,866 3,307 3,658 3,593 3,263 3,594 2,455 2,121 2,301 2,806 2,990 1,897 2,353 1,911 1,094 732

タクシー視認調査報告
走行場所

50,491総視認者数

歩
行
者

◇東京エリア スーパーステッカー７５０台掲出の場合 想定視認数◇ 

 

歩行者視認   平日1日            ⇒ 延べ 約３，２３３万名 

           平日22日想定  ⇒ 延べ 約７億１，１３８万名 

 

後続車両数   平日1日     ⇒ 延べ 約５５３万名 

（ドライバー数） 平日22日想定  ⇒ 延べ 約１億２，１７２万名 


