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グッドプランニング株式会社

■旅行メディアとは・・・

時間とお金に余裕があり、
消費意欲旺盛なアクティブユーザーへ訴求。

お客様の滞在時間は平均で約45分間 。

アクティブで消費意欲の強いターゲットに対して、映像配信、
リーフレットの設置、サンプリング等で深度のあるプロモーショ
ンが可能。

最大店舗数約 500店舗（順次対応中）

ンが可能。

また、ネットとケータイを連動させ柔軟性・カスタマイズ性に富
み、費用対効果の高いプロモーションが可能。

■実施ルート ：日本旅行店舗

■対象エリア ：関東（その他店舗随時対応中）

■対象店舗 ：10店舗（その他店舗順次対応中）

■申込種別

対象店舗 店舗（そ 他店舗順次対応中）

■利用客数 ：約6,5００人/月間 （1店舗当たり）

■男女比 ：女性42％ 男性58％

■年齢構成比 ：全世代
ハネムーン ビジネス ファミリー 女性グループ 夫婦 その他

等

■男女比 ■年齢構成
■職業別構成

7％ 5％ 29％ 14％ 15％ 団体等

31％

男性
58％

女性
42％

～20代
38％

30代
21％

40代
18％

50代
12％

60代～
12％
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公務員

7％

自営業

9％

会社員

71％

学生

5％

主婦

8％



グッドプランニング株式会社

■日本旅行メディア／実施可能プロモーション一覧■日本旅行メディア／実施可能プ モ ション 覧

日本旅行メディアは、様々なニーズに対応したプロモーションが展開可能です。

プロモーションの目的に応じて 各メディアの適切な組み合わせをご提案いたしますプロモーションの目的に応じて、各メディアの適切な組み合わせをご提案いたします。

■映像プロモーション

来店者へサンプリングす店内に設置されたデジタ

■広告物設置

チラシやカタログなどを設

■サンプリング

来店者へサンプリングす
ることが可能です。
地域・年齢・性別など高
度にセグメント化された効
率的なサンプリングが可
能です。

店内に設置されたデジタ
ルサイネージにて御社の
商品・サービスの映像を
配信可能です。

チラシやカタログなどを設
置し、配布することが可
能です。

映像プロモーション等と組
み合わせ取得率アップを
望めます。

■店内ポスター掲載 ■ネット・モバイル ■その他タイアッププロモーション

＠3,000円 （１店舗・１ヶ月・15秒枠） ＠50円～ （配布数により異なります） ＠30円～ （サイズ等により異なります）

■店内ポスタ 掲載

店内の空きスペースにポ
スターを掲載することが
可能です。

映像プロモーション等と組
み合わせ効果的なプロ

■ネット モ イル

ネットでの映像連動配信
やアンケート回収・会員
登録・販売に至るまで、
ネットとケータイを活用す
ることにより、クロスメディ

■その他タイアッププ モ ション

その他、店舗内でのプロ
ダクトプレイスメントやタッ
チ＆トライ、店頭の一部
のスペースを使ったタイ
アッププロモーションなどみ合わせ効果的なプロ

モーションが可能です。
ることにより、クロスメディ
ア効果を増大させます。

アッププロモ ションなど
もご相談ください。

＠2,000円～ （サイズ等により異なります） ＠30,000円 （1年間） ＠ご相談
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各プロモーションメニューの詳細は次ページ以降をご参照ください。



グッドプランニング株式会社

■メディア・ガイド①／映像プロモーション1

①映像プロモーション

情報伝達力の高い映像を活用！情報伝達力の高い映像を活用！

店内に設置されたデジタルサイネージで映像プロモーションが可能です。
また、その他メディアとの組み合わせにより相乗効果を発揮し、チラシへの反響UPや
WEBへの誘導、アンケートの回収率UPなど、情報伝達力の高い映像を活用したプロ映 活
モーションは効果大です。

■映像プロモーション概要

●内容 ： 店頭・店内設置の7インチモニターにて配信
●エリア ： 全国（1店舗より出稿可能）
●配信期間 ： 1ヶ月単位（6ヶ月以上の長期割引あります）
●配信時間 ： 曜日・店舗により異なります
●広告尺 ： 15秒単位
●広告枠 40枠（1店舗あたり）

■料金

●広告枠 ： 40枠（1店舗あたり）
●1ロール ： 15分間（満稿時・フィラー広告含む）
●音量 ： 微量
●お申込み ： 配信開始 1ヶ月前
●素材入稿 ： 配信開始 15日前
●入稿方法 ： インターネット・DVD・CD（その他ご相談）

■映像制作・映像編集

メニュー 期間 時間 料金 備考

映像

プロモーション 1ヶ月 15秒 3,000円

（1店舗）

6ヶ月以上の長期割引
御座います。

●入稿方法 インタ ネット C （そ 他 相談）
●入稿素材形式 ： AVI・MOV・Mpeg（その他ご相談）

映像素材をお持ちでなくても、ご予算に合わせて制作します。
【予算例】
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【予算例】
30秒の簡易映像（素材等支給） 30,000円～
30秒のナレーション付き映像（素材等支給） 50,000円～

※1申込につき別途10000円の出稿手数料が発生します。



グッドプランニング株式会社

■メディア・ガイド①／映像プロモーション2

■配信例 ≪15分の映像が営業時間中リピート再生されます。≫

●15秒枠が40枠（合計１０分）
・15秒単位での出稿が可能です。
・40枠以上の配信をご希望の際はご相談ください。

●15秒枠が２０枠（合計５分）
・ツアー情報
・地域活性化番組
・アミューズメントコンテンツ etc…

■出稿事例

≪明確なターゲットへしっかり訴求型≫ ≪リーチ単価追求型≫

配信時間・回数を増やすことで、来客者へのインパクトは強くなります。 配信時間・回数を減らすことで、露出単価を抑えることが出来ます。

≪5店舗で1ヶ月間、60秒CMを15分に3回配信した場合≫

15秒枠を合計12枠 ⇒ 3,000円×12枠＝36,000円（1店舗あたり1ヶ月）
5店舗で1ヶ月実施 ⇒ 36,000円×5店舗×1ヶ月＝180,000円

※1申込に対し10,000円の出稿手数料が発生いたします。

≪10店舗で3ヶ月間、15秒CMを15分に1回配信した場合≫

15秒枠を合計1枠 ⇒ 3,000円×1枠＝3,000円（1店舗あたり1ヶ月）
10店舗で3ヶ月実施 ⇒ 3,000円×10店舗×3ヶ月＝90,000円

※1申込に対し10,000円の出稿手数料が発生いたします。
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想定リーチ数 ⇒ 6,500人×5店舗×1ヶ月＝32,500人
露出単価 ⇒ 190,000円÷32,500人＝5.8円（1人当たり）

想定リーチ数 ⇒ 6,500人×10店舗×3ヶ月＝195,000人
露出単価 ⇒ 100,000円÷195,000人＝約0.5円（1人当たり）



グッドプランニング株式会社

■メディア・ガイド②／サンプリング

②サンプリング

アクティブで消費意欲の高い層に直接手渡し！

カウンターでのお申込・ご相談の際に、試供品等をサンプリングすることが可能です。
高度にセグメント化された効率的なサンプリングが展開できます。
スタッフから直接手渡しされるので、非常に強いインパクトを残します。

■サンプリング概要
■料金

メニュー 期間 個数 料金 備考

配布単価60円

●方法 ： 店舗スタッフからの手渡し配布
●地域 ： ご希望の店舗にて
●条件 ： 冊子やチラシ配布の場合はノベルティが必要

（ノベ 例 キ デ トラ プなど）

■旅行メディア・サンプリングの特徴 サンプリング 4週間～

～1万

配布単価60円

×

配布数（税別）

性別セグメント可能。

※持ち帰りに適したサイズ
に限ります。

※各店舗までの配送関係1万～

配布単価55円

×

（ノベルティ例：キャンディ、ストラップなど）
※無い場合は別見積となります。

【アクティブで消費意欲の高い層にアプローチ可能】
店舗スタッフか
らの手渡し配布

各店舗に
て配り切れ
次第終了

※各店舗までの配送関係
費・アセンブリ費別途お見
積となります。

1万

5万個

×

配布数（税別）

5万個～

配布単価50円

×

配布数（税別）

【アクティブで消費意欲の高い層にアプローチ可能】
●実施可能店舗 ： 10店舗
●平均来客数 ： 約6,500人／月間・1店舗当たり
●セグメント ： 配布対象を性別等でセグメント可能です。

※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。
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■メディア・ガイド③／広告物設置・配布 メディア･ガイド④／店内ポスター掲載

③広告物設置

映像プロモーションやサンプリングと合わせて訴求力アップ！映像プロモーションやサンプリングと合わせて訴求力アップ！

ウェイティングスペースなどにリーフレットやカタログなどの広告物の設置が可能です。店内
ポスターや映像では伝えきれない情報をリーフレットにより補うことができます。 ■料金

設置物 期間 個数 料金 備考

■広告物設置

設置物 期間 個数 料金 備考

パンフレット

（A4程度）

1ヶ月

配布完
了次第

5000個

配布完
了次第

30円／1部 設置用化粧箱の持
ち込みも可能です。

配送料は別途お見
積もりとなります

カタログ 50円／1部
●準備・制作物 ： リーフレット一式
●地域 ： ご希望の地域にて（詳細は別途ご相談）
●期間 ： 1 月（配布完了次第終了） 終了 終了

積もりとなります。
上記条件以
外の場合

15000円～

／1店舗

●期間 ： ～1ヶ月（配布完了次第終了）
※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

④店内ポスター掲載

■料金

店内にてポスター掲載が可能！

店内にポスター掲示することが可能です。
映像プロモーションや広告物設置・配布と組み合わせることにより、来店客へのスムー
ズな情報伝達を補完します ■料金

メニュー 期間 サイズ 料金／1店
舗・1枚

備考

店内ポスター

～A3 3000円 その他メディアとの併用
が条件となります。

※店舗により許容サイズがA3 4000円

■店内ポスター掲載概要

●方法 ： 店舗内の空きスペースにポスターを掲示
●地域 ： ご希望の店舗にて（詳細は別途ご相談）

ズな情報伝達を補完します。
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掲載

店舗内のスペース
にポスターを掲示

1ヶ月
単位

※店舗により許容サイズが
異なります。

※各店舗までの配送関係
費は別途お見積となります。

A3～
A2

4000円

A1～ 6000円

●条件 ： サンプリングや映像プロモーション等のその他メディア
との併用が条件となります。

※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。



グッドプランニング株式会社

■メディア・ガイド⑤／ネット＆ケータイ メディア・ガイド⑥／その他タイアッププロモーション

⑤ネット＆ケータイ

旅行メディアに連動したネット＆ケータイプロモーション

ネットでの映像連動配信やアンケート回収・会員登録・販売に至るまで、ネットとケータ
イを活用することにより、クロスメディア効果を増大させます。

■料金■ネット＆ケータイ連動プロモーションパッケージ
①【グッドプランニングガイド】では、多くのジャンル・カテゴリ・地域・目的別
の各種情報（くちコミ情報等）をサイトユーザーに提供しています。
②リアルタイムでアクセスログを解析することができます。
③クチコミ・クーポン・映像配信等の機能も盛りだくさんです。

■料金

メニュー 期間 料金 備考

ネット＆ケータイ

連動プロモーション

パッケージ

1年間 30000円～

グッドプランニングが運営
するクチコミ・クーポンポー
タルサイトへの登録。

■ネット＆ケータイ連動プロモーションパッケージ

⑥タイアッププロモーション

日本旅行とタイアップキャンペーンを実施可能です！

ッケ ジ

日本旅行店舗を活用してタイアップイベント・キャンペーンの開催が可能です。
ターゲット属性やシチュエーションを活用した相乗効果を生み出します。

■料金

メニュー 期間 電源 料金 備考

タイアップ

プロモーション

１日
～

相談 お問合せくだ
さい。

※内容・日時・店舗によりご
要望に沿いかねる場合がご
ざいます

■タイアッププロモーション概要

店舗内でのプロダクトプレイスメントやタッチ＆トライ、店頭の一部のスペースを
使ったタイアッププロモーションなどもご相談ください。
●地域 ： ご希望の店舗にて
●実施期間 ： 1日から可能
●電源使用 店舗ごと応相談
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プ モ ション
ざいます。●電源使用 ： 店舗ごと応相談

※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。
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■旅行メディア／運営・管理

■プロモーション実施フロー

告 準 稿

Ⅰ．一般ガイドラインについて

以下に該当する企業及び素材については実施不可とします。
●広告の責任の所在が不明確なもの。法律、政令、省令、条例、条約等に違反またはその恐れがあるもの。
●法律によ て消費者に対する警告表示が必要にもかかわらず 警告表示がないもの

■広告掲載基準・出稿規定

●法律によって消費者に対する警告表示が必要にもかかわらず、警告表示がないもの。
●医療、医薬品、化粧品、健康食品において、効能・効果が厚生省の承認する範囲を逸脱している、または消費者に過大な期待を抱かせたり確実であることを保障するもの。
●社会秩序を乱す次のような表現、もしくはその行為を助長する恐れがあるもの。宗教団体の勧誘または、布教活動にかかわるもの
●第三者の財産権（知的財産権等）、プライバシーを侵害するもの。または第三者を誹謗中傷しているもの
●利用者の意志に反した動きまたは、誤解を与える文章を掲載したもの。お客様へ不利益が生じると判断されたもの。賭博性の高いもの。危険物又はその可能性が高いもの。

Ⅱ 出稿規定についてⅡ．出稿規定について

●出稿のお申し込みは書面にてお願いいたします。（弊社規定の申込書をご用意しております。）
●広告実施後は、当社所定の実施報告書をご提出いたします。
●コンテンツの企画・広告枠の設定・編成の一切の編成権はグッドプランニング株式会社が保持しております。
●停電・天災等の不可抗力、配信機器等の不具合、店舗の臨時休業・改装・閉店など、当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告実施の全部または一
部を実施できなかった場合 当社はその責を問われないものとします
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部を実施できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。
●実施期間中に、急遽素材の変更や削除をする場合や、納品期限後に素材を送る場合には別途、規定の料金がかかります。また、このような緊急作業をご
依頼いただいた場合、すぐにはご要望にお応えできない可能性がありますので、ご了承ください。

●理由の如何を問わず当社が出稿者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告料を上限とします。
●広告実施に起因する私・法人間の紛議に関して、弊社は一切の責任を負いません。



グッドプランニング株式会社

■旅行メディア／店舗リスト

店舗名 所在地 営業時間 定休日

■第1弾 対応店舗

渋谷支店 渋谷区渋谷３－６－１ イースト渋谷ビル１階 月～金：11:00～19:00 土・日・祝日、年末年始

新宿支店 新宿区新宿３－３６－５ 市嶋ビル２階 月～土：11:00～19:00 日祝：11:00～18:00 年末年始

吉祥寺支店 武蔵野市吉祥寺本町２－４－１８ 月～土：11:00～19:00 日祝：11:00～18:00 年末年始

上野支店 台東区上野４－９－６ナガフジビル１階 月～土：11:00～19:00 日祝：11:00～18:00 第1・3水曜日、年末年始上野支店 台東区上野 ９ ６ナガフジビル 階 月 土 9 日祝 8 第 3水曜日、年末年始

京橋支店 中央区京橋２－５－１ ＴＣＭビル１階 月～金：11:00～19:00 土・日・祝日、年末年始

アリオ西新井営
業所

東京都足立区西新井栄町１－２０－１ アリオ西
新井２階

月～日・祝：10:00～21:00 原則年中無休

イトーヨーカドーイト ヨ カド
武蔵小金井営
業所

東京都小金井市本町６丁目１４番９号
イトーヨーカドー武蔵小金井店３階

月～日・祝：10:00～22:00 原則年中無休

イオンモール千
葉ニュータウン
営業所

千葉県印西市中央北３－２ イオンモール千葉
ニュータウン３階

月～日・祝：10:00～22:00 原則年中無休
営業所

新百合ヶ丘ＯＰ
Ａ営業所

神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１－１ 新百
合ヶ丘ＯＰＡ２階

月～日・祝：10:00～20:00 不定水曜日休業

港北阪急モザイ
クモール営業所

神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－３
０１０ モザイクモール港北３階

月～日・祝：10:00～20:00 不定火曜日休業

■その他店舗

その他店舗につきましては、随時対応を検討させて頂きます。
ご要望がございましたらご相談くださいませ
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ご要望がございましたらご相談くださいませ。



グッドプランニング株式会社

■旅行メディア／お問い合わせ先

 商 号 グッドプランニング株式会社
 本店所在地 東京都目黒区鷹番3-24-15nfsビル4F
 創 業 2003年
 事業内容

1．インストアメディア事業
2．インターネットメディア事業
3．広告・プロモーションに関するコンサルティング事業
4．その他サービス業
5 前各号に附帯関連する 切の事業5．前各号に附帯関連する一切の事業

 電話番号 : （代表）03-5721-8451 （fax）03-5723-2525
：（旅行メディア室）03-6802-8616

 メールアドレス ： try@gp777.com
 関連URL

クチコミポータルサイト ： http://www.gp777.net/
映像配信サイト ： http://www.gp777.net/7media/
会社案内 ： http://www.gp777.com/

【【媒体に関する問い合わせ媒体に関する問い合わせ】】
グッドプランニング㈱ 旅行メディア担当者

Good Planning Co., Ltd @2011 ALL RIGHT RESEARVED.


