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GPS通信を通じて、
取得した、スマホユーザーの
位置情報をもとに

「今改札周辺にいる人」
「駅の半径1km圏内に住んでいる人」
「指定のエリアに行ったことのある人」

等にスマートフォンのアプリ広告配信
ができるサービスです。

広告

※掲載イメージ



AD AD

交通広告と掛け合わせ、
リンクした内容を
スマートフォンに配信ができます。

横浜

武蔵小杉

渋谷

指定路線の利用客にのみ広告配信が可能。

乗客ターゲティング＞鉄道



日本全国の鉄道路線上にいるスマホだけに
広告を配信できます。

デモサイト

乗客ターゲティング | デモサイト

https://api.mapbox.com/styles/v1/wnoguchi/cjs2gc88x00sn1fkc87164y2m.html?fresh=true&title=false&access_token=pk.eyJ1Ijoid25vZ3VjaGkiLCJhIjoiY2lqY2c2dmxuMDAxZHUxamJwMGl3ZnV5ciJ9.WBilN5epB7RdyO-JbUQd2A#10.5/35.6945/139.7135
https://api.mapbox.com/styles/v1/wnoguchi/cjs2gc88x00sn1fkc87164y2m.html?fresh=true&title=false&access_token=pk.eyJ1Ijoid25vZ3VjaGkiLCJhIjoiY2lqY2c2dmxuMDAxZHUxamJwMGl3ZnV5ciJ9.WBilN5epB7RdyO-JbUQd2A#10.5/35.6945/139.7135


お申込みセットプラン（１週間） ①山手線

配信プラン 表示回数 クリック数 CTR お申込み金額

Aプラン 約125万回 2,500回 0.20％ 75万円

Bプラン 約250万回 5,000回 0.20％ 150万円

Cプラン 約500万回 10,000回 0.20％ 300万円

Maxプラン 約1,250万回 25,000回 0.20％ 750万円

乗客ターゲティング＞鉄道

掲載面種別
スマホ アプリ面
（一部スマホ ブラウザ面） 選択項目

路線指定：各線
※区間指定は不可となります。

入稿期日 ３～５営業日 レポート
レポーティング管理画面
Excel自動送信レポート

バナーサイズ
320×50, 300×250px
インフィードなど 動画入稿 可（15秒・30秒推奨）

クリエイティブ数 30本まで 課金体系 １クリックあたり 300円

費用・スペック ①JR山手線プラン

※資料中の数字は税抜き価格です



お申込みセットプラン（１週間） ②小田急線各路線（路線で選択可能）

配信プラン 表示回数 クリック数 CTR お申込み金額

Aプラン 約75万回 1,500回 0.20％ 45万円

Bプラン 約125万回 2,500回 0.20％ 75万円

Cプラン 約250万回 5,000回 0.20％ 150万円

Maxプラン 約875万回 17,500回 0.20％ 525万円

乗客ターゲティング＞鉄道

掲載面種別
スマホ アプリ面
（一部スマホ ブラウザ面） 選択項目

路線指定：各線
※区間指定は不可となります。

入稿期日 ３～５営業日 レポート
レポーティング管理画面
Excel自動送信レポート

バナーサイズ
320×50, 300×250px
インフィードなど 動画入稿 可（15秒・30秒推奨）

クリエイティブ数 30本まで 課金体系 １クリックあたり 300円

費用・スペック ②小田急線プラン（小田原線・多摩線・江ノ島線）

※資料中の数字は税抜き価格です



お申込みセットプラン（１週間） ③東急線各路線（路線で選択可能）

配信プラン 表示回数 クリック数 CTR お申込み金額

Aプラン 約125万回 2,500回 0.20％ 75万円

Bプラン 約250万回 5,000回 0.20％ 150万円

Cプラン 約500万回 10,000回 0.20％ 300万円

Maxプラン 約875万回 17,500回 0.20％ 525万円

乗客ターゲティング＞鉄道

掲載面種別
スマホ アプリ面
（一部スマホ ブラウザ面） 選択項目

路線指定：各線
※区間指定は不可となります。

入稿期日 ３～５営業日 レポート
レポーティング管理画面
Excel自動送信レポート

バナーサイズ
320×50, 300×250px
インフィードなど 動画入稿 可（15秒・30秒推奨）

クリエイティブ数 30本まで 課金体系 １クリックあたり 300円

費用・スペック ③東急線プラン（東横線・田園都市線）

※資料中の数字は税抜き価格です



クロスメディア広告の実施で
広告の反応率は4.8倍に

※位置情報広告のみの配信と、
位置情報広告と交通媒体を掛け合わせた
配信を行った際のCTR率の差

4.8倍
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クロスメディア広告の実施後の
CTRはいずれの日も高水準に

効果について



リアルタイムに見ている人へ訴求

ビジョン・
サイネージ広告

AD

サインボードや、OOHにも応用可能。

乗客ターゲティング＞鉄道
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駅ターゲティング 乗客ターゲティング 生活路線ターゲティング

• 今、駅にいる人
• 駅にいた人

• 今、電車に乗っている人
• 通勤・通学路線
• 日常的に使う路線

田園都市線たまプラーザ駅に
いる人

田園都市線に今乗ってい
る人

田園都市線に普段乗って
いる人

新

リアルタイム リアルタイム
生活パターン

足あと

駅の商圏に！

電車に乗っている人に！
特定路線に！

駅前にこんな
お店あったんだ！

えっ！
電車と同じ広告が
スマホにも！

電車の乗客・通勤路線・駅などを選んで簡単にスマホ広告配信！
交通広告との併用にも最適です。

NEW! NEW!

今日の帰り道
寄ってみようかな

例


