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グッドプランニング株式会社

■高田馬場 稲門ビジョン 媒体概要
■媒体データ

放映場所 東京都新宿区高田馬場2-18-11

概要
大学・専門学校などが10校以上存在する日本屈指の学生街。
駅前ロータリーには人が滞留しているため長い時間訴求可能。

サイズ 縦5.76m×横7.68m （384インチ）

仕様 フルカラーLED（音声あり）

放映時間 7：00～23：00（16時間）

最寄施設 BIGBOX、大丸ピーコック、大学等

通行量 9万人（高田馬場駅乗降車数合計）

納品形態 各種データ

映像制作
映像素材をお持ちで無い場合、ご予算に応じて制作いたします。
例：15秒CM 30,000円～（素材ご提供）

■インストア媒体セット価格 （1時間に1回配信 月間約480回） ■配信スケジュール

放映枠数 放映秒数 1ヶ月間 2ヶ月間 3ヶ月間

1 枠 15 秒 ¥90,000 ¥162,000 ¥216,000

2 枠 30 秒 ¥171,000 ¥307,800 ¥410,400

3 枠 45 秒 ¥256 500 ¥461 700 ¥615 600

■インストア媒体セット価格 （1時間に1回配信 月間約480回）

2ヶ月前

審査

2ヶ月前

審査

1ヶ月前

お申込

1ヶ月前

お申込

毎月15日

入稿

毎月15日

入稿

毎月1日
配信開始
毎月1日
配信開始

2週間後
報告書提出

2週間後
報告書提出

3 枠 45 秒 ¥256,500 ¥461,700 ¥615,600

4 枠 60 秒 ¥324,000 ¥583,200 ¥777,600

5 枠 75 秒 ¥405,000 ¥729,000 ¥972,000

6 枠 90 秒 ¥459,000 ¥826,200 ¥1,101,600

■インストア媒体組合せ例

ビジョン配信
カフェ

映像配信
カフェ

チラシ設置

7 枠 105 秒 ¥535,500 ¥963,900 ¥1,285,200

8 枠 120 秒 ¥576,000 ¥1,036,800 ¥1,382,400

9 枠 135 秒 ¥648,000 ¥1,166,400 ¥1,555,200

10 枠 150 秒 ¥675,000 ¥1,215,000 ¥1,620,000
※インストア媒体費用は別途かかります。

ビジョン配信
美容室

サンプリング
カフェ

サンプリング

Good Planning Co., Ltd @2014 ALL RIGHT RESEARVED.

11 枠 165 秒 ¥742,500 ¥1,336,500 ¥1,782,000

12 枠 180 秒 ¥756,000 ¥1,360,800 ¥1,814,400

※インストア媒体費用は別途かかります。
※予告無く料金・スケジュールが変更になる場合が御座いますので、事前にご確認ください。
※クライアント、放映内容の審査が事前に御座います。
※別途消費税がかかります。



グッドプランニング株式会社

■テック品川ビジョン 媒体概要
■媒体データ

放映場所 東京都港区港南２－２－１６

概要
ＪＲ品川駅港南口に設置。近隣施設には品川インターシティ、グ
ランパサージュ等商業施設をはじめ、ソニーやＮＴＴ等大企業の
オフィスも数多くあり、常に人で賑わっています。オフィスも数多くあり、常に人で賑わっています。

サイズ 縦2.88m×横3.84m(11.05 ㎡）

仕様 フルカラーLED（音声あり）

放映時間
7：00～22：00 （15時間）

放映時間
※7時～9時、21時以降は無音

最寄施設 品川インターシティ／グランパサージュ

通行量 約32万人（ＪＲ品川駅乗降客数合計）

納品形態 各種データ

映像制作
映像素材をお持ちで無い場合、ご予算に応じて制作いたします。
例：15秒CM 30,000円～（素材ご提供）

■インストア媒体セット価格 （1時間に4回配信 1ヶ月約2000回） ■配信スケジュール

放映枠数 放映秒数 1ヶ月間 2ヶ月間 3ヶ月間

1 枠 15 秒 ¥90,000 ¥162,000 ¥216,000

2 枠 30 秒 ¥171,000 ¥307,800 ¥410,400

3 枠 45 秒 ¥256 500 ¥461 700 ¥615 600

■インストア媒体セット価格 （1時間に4回配信 1ヶ月約2000回）

2ヶ月前

審査

2ヶ月前

審査

1ヶ月前

お申込

1ヶ月前

お申込

毎月15日

入稿

毎月15日

入稿

毎月1日
配信開始
毎月1日
配信開始

2週間後
報告書提出

2週間後
報告書提出

3 枠 45 秒 ¥256,500 ¥461,700 ¥615,600

4 枠 60 秒 ¥324,000 ¥583,200 ¥777,600

5 枠 75 秒 ¥405,000 ¥729,000 ¥972,000

6 枠 90 秒 ¥459,000 ¥826,200 ¥1,101,600

■インストア媒体組合せ例

ビジョン配信
カフェ

映像配信
カフェ

チラシ設置

7 枠 105 秒 ¥535,500 ¥963,900 ¥1,285,200

8 枠 120 秒 ¥576,000 ¥1,036,800 ¥1,382,400

9 枠 135 秒 ¥648,000 ¥1,166,400 ¥1,555,200

10 枠 150 秒 ¥675,000 ¥1,215,000 ¥1,620,000
※インストア媒体費用は別途かかります。

ビジョン配信
美容室

サンプリング
カフェ

サンプリング

Good Planning Co., Ltd @2014 ALL RIGHT RESEARVED.

11 枠 165 秒 ¥742,500 ¥1,336,500 ¥1,782,000

12 枠 180 秒 ¥756,000 ¥1,360,800 ¥1,814,400

※インストア媒体費用は別途かかります。
※予告無く料金・スケジュールが変更になる場合が御座いますので、事前にご確認ください。
※クライアント、放映内容の審査が事前に御座います。
※別途消費税がかかります。



グッドプランニング株式会社

■テック御徒町ビジョン 媒体概要 ■媒体データ

放映場所 東京都台東区上野４－２－２

概要
ＪＲ御徒町駅の近くに設置。近隣施設には、上野松坂屋やアメ
横等商業施設が数多く、常に人で賑わっています。
上野広小路交差点からも当ビジョンが見えます。

サイズ 縦2.88m×横3.84m(11.05 ㎡） 20ｍｍピッチ

仕様 フルカラーLED（音声あり）

放映時間
07：00-22：00（15時間）
※7時～9時、21時以降は無音

最寄施設 上野松坂屋／アメヤ横町

通行量
約7万人（ＪＲ御徒町駅乗降客数合計）
約5.1万人（上野御徒町駅乗降客数）

納品形態 各種デ タ納品形態 各種データ

映像制作
映像素材をお持ちで無い場合、ご予算に応じて制作いたします。
例：15秒CM 30,000円～（素材ご提供）

■インストア媒体セット価格 （1時間に1回配信 月間約450回） ■配信スケジュール

放映枠数 放映秒数 1ヶ月間 2ヶ月間 3ヶ月間

1 枠 15 秒 ¥90,000 ¥162,000 ¥216,000

2 枠 30 秒 ¥171,000 ¥307,800 ¥410,400

3 枠 45 秒 ¥256 500 ¥461 700 ¥615 600

■インストア媒体セット価格 （1時間に1回配信 月間約450回）

2ヶ月前

審査

2ヶ月前

審査

1ヶ月前

お申込

1ヶ月前

お申込

毎月15日

入稿

毎月15日

入稿

毎月1日
配信開始
毎月1日
配信開始

2週間後
報告書提出

2週間後
報告書提出

3 枠 45 秒 ¥256,500 ¥461,700 ¥615,600

4 枠 60 秒 ¥324,000 ¥583,200 ¥777,600

5 枠 75 秒 ¥405,000 ¥729,000 ¥972,000

6 枠 90 秒 ¥459,000 ¥826,200 ¥1,101,600

■インストア媒体組合せ例

ビジョン配信
カフェ

映像配信
カフェ

チラシ設置

7 枠 105 秒 ¥535,500 ¥963,900 ¥1,285,200

8 枠 120 秒 ¥576,000 ¥1,036,800 ¥1,382,400

9 枠 135 秒 ¥648,000 ¥1,166,400 ¥1,555,200

10 枠 150 秒 ¥675,000 ¥1,215,000 ¥1,620,000
※インストア媒体費用は別途かかります。

ビジョン配信
美容室

サンプリング
カフェ

サンプリング

Good Planning Co., Ltd @2014 ALL RIGHT RESEARVED.

11 枠 165 秒 ¥742,500 ¥1,336,500 ¥1,782,000

12 枠 180 秒 ¥756,000 ¥1,360,800 ¥1,814,400

※インストア媒体費用は別途かかります。
※予告無く料金・スケジュールが変更になる場合が御座いますので、事前にご確認ください。
※クライアント、放映内容の審査が事前に御座います。
※別途消費税がかかります。



グッドプランニング株式会社

■街頭ビジョン／広告掲載基準・出稿規定

グッドプランニング株式会社の各サービス提供にあたり、広告を掲載する場合は、本広告掲載基準及び基本規約に基づき、弊社が掲載可否を審査いたします。
本基準に関しては、弊社の判断により変更・追加等を行うことがあります。

般ガイド イ に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●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
※醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるもの
※性に関する表現が露骨で猥褻なもの
※犯罪的な行為に結びつくもの、または誘発するもの

第 者 財産権 知的財産権等 プ バ を侵害す も●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
●第三者を誹謗中傷しているもの
●宗教団体の勧誘または、布教活動にかかわるもの
●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
●広告主の業態を一時的に通過し、別の企業及び商品への誘導を目的としているもの
●お客様へ不利益が生じると判断されたもの●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

●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 た場合 当社はその責を問われないものとします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。

Good Planning Co., Ltd @2014 ALL RIGHT RESEARVED.



グッドプランニング株式会社

■街頭ビジョン／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 本店所在地 東京都目黒区鷹番3 24 15nfsビル4F
 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 ビス業4．その他サービス業
5．前各号に附帯関連する一切の事業

 電話番号 : 03-6802-8616           FAX番号 : 03-6802-8656
 メールアドレス ： try@gp777 com メ 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/会社案内 p // gp /

【【媒体 関する問 合わせ媒体 関する問 合わせ】】【【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㈱ 担当：片岡・豊田

Good Planning Co., Ltd @2014 ALL RIGHT RESEARVED.


