




大型ＬＥＤビジョン広告配信
ご案内



4.8ｍ×6.4ｍの大型スクリーン
来街者の視線をジャック！

◆県内屈指の大型ビジョン 300インチ

スクランブル交差点の反対側で信号待ちしている人々から
十分に認識可能。視認時間が他媒体と比べ長い

◆屋外大型ビジョン最高クラス６mmピッチ

QRコードも簡単に読込める驚きの鮮明度

◆BOSE製のスピーカーシステム

迫力ある音響で周辺を行き交う来街者へアピール
クリアな音が響き渡ります

最大級ハイクオリティな大型LEDビジョン



静岡県内最高のロケーション

一日約62,000人が行き交う

県内最多通行量のスクランブル交差点前

※ＩＣＡビジョンでは、通行量調査を実施しております。

ＡＩによる正確な計測
※(株)フューチャースタンダード

解析ツールSCORER使用

2021.10.28(金) 2021.10.29(土)

土日祝は、歩行者天国となり多くの人で賑わいます！
※2022年10月現在
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圧倒的コストパフォーマンス

1枠15秒 15分ロール（15分に1回放映）

■ビジョン前交差点の通行状況

平均歩行者通行量：平日50,866人/日 土日祝73,371人/日

交差点平均滞留時間：45秒

※２０２２年１０月２８日(金) / ２０２２年１０月２９日(土)

時間帯７：００～２４：００ （１７時間） 調べ

①1ロール（15分間）での歩行者入替回数

15分（ロール長）÷45秒（平均滞留時間）＝20回/15分

→交差点通行者の20人に1人がCM１枠放映中に接触

②CM1枠：1日当りのリーチ人数

平日：50,866人÷20＝2543.3人

土日祝：73,371人÷20＝3668.6人

③CM1枠：1ヶ月当りのリーチ人数

2543.3人×平日20日＋ 3668.6人×土日祝10日＝87,552人/月

→1ヶ月の接触者数は87,552人

【リーチ人数の計算方法】

驚きの
リーチ単価

＠３.４円～

※2022年7月現在

契約期間 価格 リーチ人数 リーチ単価

1ヶ月 450,000円 87,552人 @5.1円

3ヶ月 1,200,000円 262,656人 @4.6円

6ヶ月 2,100,000円 525,312人 @4.0円

12ヶ月 3,600,000円 1,050,624人 @3.4円



ブランディングメディア

溢れる情報に埋もれない
信頼感を高める公共空間でのコミュニケーション

・情報過多
・ネガティブイメージ

・公共性＝信頼性
・印象に色濃く残る＝話題になる
・差別化戦略

【多様化する情報】 【屋外大型ビジョン】



「屋外ビジョンの印象」に関する調査結果

Ｑ：屋外大型ビジョン広告について、どんなイメージを持ちますか？



「屋外ビジョンの印象」に関する調査結果

Ｑ：屋外大型ビジョンで流れている広告を、
別のシーンで思い出すのはどのようなシーンですか？



メディアガイド

【ファイルサイズ】 １００MB以内 (１００MBを超える場合は、ご相談ください)

【画像解像度】 ・横７２０ドット×縦９６０ドット

【動画フォーマット】 ・ファイル形式 ｍｐ4(ｈ.264/ａｖｃ) ・ビットレート ４～８Ｍｂｐｓ ・フレームレート ３０ｆｐｓ

【静止画フォーマット】 ・ＪＰＥＧまたはＰＮＧ

【音声フォーマット】 ・コーデック ＡＡＣ ・サンプルレート ４４.１ｋＨｚ ・チャンネル ステレオ

・ビットレート ９６～１９２ｋｂｐｓ ・平均ラウドネス値 -２４.０ＬＫＦＳ(±０.５ＬＫＦＳ)

ただしショートタイム計測(モメンタリ値)で、-２０.０ＬＫＦＳを超えないようにお願い致します。

※音声が大きい場合は、弊社で素材全体の音量を下げさせていただきます。

～テンプレート一覧表～
お客様のスタイルに合ったパターンをお選びください。

～放映までの流れ～



放映期間

キャンペーンやイベント告知に最適な

５００回放映プラン
まずは、お試しで放映をしたいお客様や、

イベント・キャンペーン告知など様々な用途に合わせてご利用いただけます！

1ヶ月以内
放映料金 ：120,000円(税別)

放映開始日：随時

放映時間帯：7:00～24:00  (17時間)

放映回数 ：15秒×500回 (7日間or14日間or30日間)

【例】7日間の場合 約72回/日・30日の場合 約17回/日

※上記期間でご希望の放映日数をお選びください。

静岡東急スクエア / ＩＣＡビジョン

更にお得なプランはコチラ▼

500回放映プラン×年間契約コース
120,000円×12ヶ月＝1,440,000円 1,200,000円/年通

常 ×

限定５社!!

【使い方は様々】

・〇月は放映をストップしたい！ → 特定の期間にスライドし集中放映可能!!

・放映してる素材を変更したい！ → 1ヶ月に1度の素材差替無料!!

・30秒CMを放映したい！ →    詳しくはお問い合わせ下さい。

ICAビジョンの魅力は裏面へ▶

※税別表記100,000円/月



実施日 ：２０２２年１０月２８日(金)・１０月２９日(土)

実施時間：７：００～２４：００まで

(株)フューチャースタンダード 解析ツールＳＣＯＲＥＲ使用

時間別通行人数

1日約62,000人
県内最多通行量のスクランブル交差点前

土日祝は、歩行者天国となり多くの人で賑わいます。

道行く人々の視線をジャックし、色濃く印象を残します。

計測史上最多通行量
驚きの結果はコチラ！

【静岡東急スクエア/ＩＣＡビジョン通行量調査結果】

最新のＡＩによる正確な計測を実施

2022年 10/28(金) 10/29(土)

時間帯 平日 休日

7時 1368 664

8時 2414 1205

9時 1855 1794

10時 2693 3891

11時 3691 5262

12時 4527 5930

13時 4178 8153

14時 4044 8348

15時 3934 8130

16時 4284 7465

17時 4636 6954

18時 4897 5618

19時 3525 4268

20時 2104 2884

21時 1226 1386

22時 934 900

23時 556 519

合計/日 50,866人 73,371人



「屋外ビジョンの印象」に関する調査結果

～判明！一般の方は屋外広告をこんな風に見ていた！～

株式会社ICA デジタルサイネージ事業部



経営者や広告関連の業務を手がける皆さん、屋外広告について意識されることはあるでしょうか？
ニュースや風景映像の中に映り込むことも多く、
巣ごもり生活を送る方でさえ間接的に目にする機会は多いでしょう。

大がかりな屋外広告は、潤沢な広告費が使える大企業だけのものではありません。
モニター式である大型屋外ビジョンであれば、印刷コストなどが発生しないため、
はるかにフレキシブルな形での活用が可能です。

屋外広告は、誰の目にも触れるものであるため、販売促進効果に加えてブランディングの効果も絶大です。
動画広告の「先」を考えている企業にとっては、かなり気になる広告ツールとなるでしょう。
屋外ビジョンであれば比較的安価に活用できるため、なおさら気になるかもしれません。

では実際のところ、普通に街を歩いてる人々はこの屋外ビジョンが映し出す広告について、
どんな印象をもっているのでしょうか。

このあたりを確認すべく、株式会社ICAは、20代～60代の屋外広告を見る機会のある男女を対象に、
「屋外ビジョンの印象」に関する調査を実施しました。

はじめに



■印象に残っている屋外広告はこれ！
・病院の広告で、院長さんの写真が載っているもの（20代／女性／学生）
・大型ビジョン（40代／女性／会社員）
・大きくてカラフルだったもの。伝えたいことがわかりやすかった（40代／女性／会社員）
・自分に話しかけているようなセリフのもの（40代／男性／会社員）などの回答が寄せられました。
大型ビジョンや看板問わず、インパクトのあるものや、電車や信号待ちの時間に見る屋外広告は印象に残りやすいようです。



『流行りの商品／サービスに関する広告が流れているイメージ（51.0％）』と回答した方が最も多く、次いで『今、勢いがある企業が放映しているイメージ（39.0％）』

『ピンポイントというより一般／大多数の人に向けて訴求しているイメージ（21.9％）』と続きました。今流行っている商品やサービスの広告が

流れているイメージを持っている方が半数以上いるようです。大型ビジョンは、従来の看板広告よりもお金が掛かっていそうと感じることから、

「流行りの商品やサービス」「今勢いのある企業」といったイメージに繋がるのかもしれません。



■信頼できると感じる理由とは？
・大勢の人に向けてメッセージを送るという勇気があるから（20代／女性／会社員）
・商品に自信があるから広告費を使って掲載しているはずだから（30代／男性／経営者・役員）
・単純に高い広告料を払える体力がある。支持されて利益を出している（40代／男性／会社員）
・屋外ビジョンに広告を出せるほどの企業だからと思える（60代／男性／会社員）などの回答が寄せられました。
屋外大型ビジョンで広告を出すということは、自社の商品やサービスに自信があり、それが支持されて利益も出ている、
と感じて信頼できると思うのかもしれません。



屋外ビジョンは、従来の看板広告よりも印象に残ると思う方が多く、信頼できると感じる方が6割以上いることがわかりました。
では、屋外ビジョンで流れている広告を思い出すのはどのような時でしょうか？
『他媒体を見ていた時に屋外ビジョンで流れていたお店だとピンときた（36.7％）』と回答した方が最も多く、
次いで『SNSで話題になっていた（27.7％）』『思わず友人との会話で話題にしていた（25.4％）』と続きました。
屋外ビジョンで流れていた広告を思い出す場面は、個人によってさまざまなようですが、別の場面で思い出すということは、
やはり屋外ビジョン広告は印象に残りやすいと言えそうです。



『特にない（42.1％）』という回答が最も多かったものの、『気になってネット、SNS等で検索をした（21.4％）』
『会話の話題になった（17.2％）』『他の媒体で同様の内容を見た時に印象に残りやすかった（11.5％）』と、
屋外大型ビジョンを見たことで、さまざまな行動に繋がった方も多いことがわかりました。
会話の話題になったり、ネットやSNSで調べたりすることで、より内容を知り商品の購入やサービスの利用に繋がるのかもしれません。



メディア掲載実績



まとめ

今回の調査で、屋外大型ビジョンは、よく通る場所や目立つ場所にあるため、

印象に残りやすいと思っている方が多いことが判明しました。

屋外ビジョンで印象に残った広告は、家族や知人の間で話題になる、ネットやSNSで検索するなど、

その後の行動に繋がっているようです。また、大型ビジョンで宣伝をするということは、

「企業が安定している」「商品やサービスに自信がある」と感じ、信頼できる企業だと思う方が

半数以上いることがわかりました。このことから、屋外大型ビジョンは企業の

ブランディング広告としては非常に効果的である事が窺えます。

屋外ビジョンを利用することで、商品やサービスに興味を持ってくれるだけでなく、

企業への信頼も得ることができるのかもしれません。

今回の調査結果▶Yahoo!ニュースにも掲載されております！

静岡で効果的な媒体をお探しの企業様は、是非「ICAビジョン」をご検討ください。

https://news.yahoo.co.jp/articles/566a8c896fba00175fc288284f17d59f6de53774/images/000


お陰様で3冠達成致しました！ゼネラルリサーチ調べ（2021年11月）

【お申込み・お問い合わせ先】

株式会社ＩＣＡ デジタルサイネージ事業部

【 本 社 】〒421-3306 静岡県富士市中之郷１９４６－１

ＴＥＬ：０５４５－８１－５５５０

ＦＡＸ：０５４５－８１－５５５１

メール：info@icavision.com
◀静岡東急スクエア/ICAビジョン
オフィシャルサイトはコチラ


