
地域活性とデジタルサイネージ(電子看板)  
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ストリートメディア株式会社	
2011/11/29	



多メディア時代の今・・・ 
なぜ、デジタルサイネージなのだろうか？ 
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唐突ですが・・・	

今昔の人々の情報取得をマグロ料理にたとえると	



ただマグロは食べ方により、部分毎に多様な料理・味わいをもたらす！	
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テレビ等のメディアは大トロの部分しか発信していなかった！！！	



従来生活者は朝と晩に情報を取得していた	



ネット機器の発達により変わる情報取得時間	



インターネットはどんどん生活時間の隙間に情報を埋め込みはじめている	



ラジオ	
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チャー
フォン	
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デジタ
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ネージ	 テレビ	 新聞	

雑誌	

ゲーム
機	

多メディア時代は情報を趣味施行時間帯別に細分化して扱う時代！	



従来生活者は朝と晩に情報を取得していた	

デジタルサイネージはこの時間を埋める情報手段です！	



多メディア時代の“かまトロ？” 
デジタルサイネージ 
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会社概要　About Us　街をメディア化しよう！　Going mediapolitan! 

会社概要 
社名： 	ストリートメディア株式会社	

	Streetmedia, Inc. 	

	

所在地： 	〒101-0021	

	東京都千代田区外神田6-11-14　アーツ千代田3331　３F	

	TEL. 03-6240-1880　FAX. 03-6240-1881	

	URL.　http://streetmedia.co.jp	

		

設立： 	2008年4月	

資本金： 	2億187万円　（資本準備金除く）	

代表者： 	代表取締役社長 	大森洋三 	

		

事業内容： 	ストリートメディア事業	

　　　　　　　　　　　エリアキャスティング事業（地域のメディア化事業） 	

	ショッピングメディア事業（商業地域のメディア化事業）	

		

取引先： 	ソフトバンククリエイティブ株式会社	

	出光興産株式会社	

	株式会社ユタカファーマシー	

	クアルコムジャパン	

	サントリー株式会社	

　　　　　　　　　 東和メックス株式会社	

　　　　　　　　　 株式会社ニッセン	

　　　　　　　　　 表示灯株式会社	

　　　　　　　　　 フェリカネットワークス株式会社	

　　　　　　　　　 株式会社リクルート	

	

		

取引銀行： 	みずほ銀行丸之内支店　ほか	
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株式会社テレビ神奈川	
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社	
ＲＫＢ毎日放送	
仙台放送	
信越放送	
	
九州電力グループ	
電通	
博報堂	
アサツーデーケー	
	
ほか	

代表取締役	

大森洋三（おおもり　ようぞう）	
-Inborn incubator-	
プロフィール	

1986年 	ヤマハ株式会社入社 	
                →海外事業＆製品マーケティング	
1996年 	デジタルCS放送 株式会社ジャパン・イメージ・コミュニケーション入社	
　　　　　　　SkyperfectTV!スターター 	
2000年 	株式会社ウェザーニューズ入社、販売事業本部長	
　　　　　　　i-mode、ＢＳデジタルスターター	
2003年 	株式会社サイバード入社 

メディア戦略部長、インキュベーション室室長を歴任	
　　　　　　　「ダイヤモンドセールスマネージャー」日本の営業40人に選出される。	
2005年 	株式会社インデックスホールディングス取締役就任	

	OECDローマIT会議　講演者	
	CEATEC「放送と通信融合」講演者	

2008年 	ストリートメディア株式会社を設立し、 
代表取締役社長就任	

		
	経済産業省e空間検討委員	

　　　　　　　（社）映像情報メディア学会会長選任諮問評議員	
	東京コンテンツマーケットコーディネーター	

　　　　　　　石川県新書府事業選考委員	
　　　　　　　福岡市デジタルサイネージ協議会委員	
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サービス提供エリア 

グロース 
ゾーン	

キャッシュカウ 
ゾーン	

中部・関西	  
Med&West	

●ドラッグストア ショッピングメディア	

福岡/
FUKUOKA	 370面	  

●福岡街メディア	

●618面（2011年6月）のデジタルサイネージへの情報配信を、 
全国で展開中● 

神田・秋葉原	  
/KANDA・
AKIHABARA	

墨田	  
/SUMIDA	   9面	  

60
面	  

●墨田区観光情報電子掲示板	

●神田・秋葉原Touch Vision	

神奈川	  
KANAGAWA	

40面	  

●ＧＳ（ガソリンスタンド）ＴＶ 
●iPad/Smart Phone	

●東京都	

兵庫	  
HYOGO	

●福岡県	

●イオンチャンネル 
●福岡バス停サイネージ	

W九電＆	  
西鉄	

134面	  

5面	  
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実施実例　東京都墨田区の観光情報発信「すみだ電子看板」 

東京	  
スカイツリー	  

●東京都墨田区様の、東京スカイツリーのある押上・業平地区の観光推進のため、ディスプレーで情報発信する 
「すみだ電子情報看板（デジタルサイネージ）」を2010年4月16日より、観光案内所など区内に９基設置、運用を開始。	

⇒主に映像をテレビ
　的に表示

⇒写真と流れる文字
　（5カ国語表示も）

⇒目的別/地図等から
見るタッチパネル検索

簡易CM	   基本情報	   MAP	  &QR	  

N	A	G	ANO CAFE	認定	

S	T	A	R	T	

すみだ	  
電子看板	  

	  

○○店	  
○○屋	  
○○工業	  
○○ｼｮｯﾌﾟ	

電子情報看板のケータイサイトを
制作。情報掲載事業者さまのサイ
トにリンク。クーポン提供やタッチ
ラリー等イベントも実施。	

携帯連動	

多言語表示	

タッチパネル検索	

46インチ縦型	  
ディスプレイ	

フェリカ（携帯）
タッチ	

墨田区の「観光」「商業」	  
「産業」を盛り上げます！	

●お披露目記者会見は、多数のメディアの取材を受けました！ 
※東京新聞Web 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20100617/CK2010061702000052.html	



─15 ─ 

実施実例　福岡市におけるバス運行情報を含むインバウンド振興サイネージ 

●西日本鉄道様、九州電力グループ様と協力し、国土交通省九州運輸局が実施する「福岡地区における外国人観
光客の移動容易化のための言語バリアフリー化調査事業」の一環として福岡市内のバス停にＤＳを設置。	

■メディア概要　～設置場所（掲出場所）～	

上（2点）：博多駅 
右：天神	

グローバルメニューを、地上から高さ120 
センチの位置に固定表示。 
子ども、車いすなどをご利用の方でも、 
タッチして操作できる、ユニバーサルデザイン 
を採用。	

グローバルメニューの
アイコンの色と、情報

表示のテーマ色を連動。
周辺情報＝赤、バス情

報＝緑	

日本語、英語、韓国語、中国語で表示並びに 
コンテンツ検索が可能な多言語対応済み 
デジタルサイネージ	

※実証実験：2011年2月26日～	



ストアのメディアモデル　–セントラルDS＋コーナーDSで回遊喚起 
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ドラッグストアのメディアモデル：『セントラル＋コーナー』構成	

サイネージ 
効果最大化 

サイネージのある店舗イメージ	

量の増加　　＝　（顧客との）接点増加 

質の増加　　＝　（サイネージの）認知向上 

量の増加　　＝　（顧客との）接点増加 

実数・面の増加 

オンデマンド提供 

セントラル 

コーナー 

・多様な情報 
・買い物プラン提示 
・パッシブ情報提供 

・タスク実行端末 
　（クーポン、パンフ） 
・コーナー別限定情報 

TPOと 
費用対効果 

で選択 

・顧客性向に合わせた表示 
・高い効果だが、費用も高い 

質の増加　　＝　（サイネージの）認知向上 

流対費を 
引き出す鍵	

今回は、費用対効果の 
観点からもこちらを選択 

利便性の向上 

存在感の醸成 

・便利で楽しい情報の提供 
・割引などの具体的メリット 

・生活の中に必然的に存在するモノに。 
・「見る習慣」「来る習慣」がつく仕掛け 

DSの特徴：放映型の大型ディスプレイ	  
役割/機能：	  
　・コーナｰにいってみたくなる意欲の醸成、各コーナー展開の訴求	  
　・本DS自体の認知度の促進、社としての情報発信、取り組み理解度の促進。	  
　・出稿メーカー商品紹介（概要）　　　・コンテンツ放映（タウン情報、店舗紹介等） 
　・店舗情報発信（店舗からのお知らせ、薬剤師出勤情報） 
　・お役立ち情報放映（気象情報、美容情報）　・クーポン印刷や来店ポイントの提供 
　・放送波受信（緊急情報放送） 
　 

セントラルDSの機能 

DSの特徴：検索型の小型タッチパネル式端末	  
役割/機能：	  
　　・コーナー回遊の促進	  
　　→商品、健康に対する知識が増える、	  
　　　出稿メーカーへのブランドスイッチ	  
　　　の可能性が高まる。	  
　　→お得特典がもらえるという楽しさ提供。	  
　	  

・出稿メーカー商品紹介 
・サンプル配布等のイベント紹介、発券 
・クーポン検索・発券	  
・無料ダウンロードなどのコンテンツ配布	  
・商品適合診断	  
・商品アンケート	  

コーナーDSの機能 

 
 

レジ： 
　・クーポン集計 
　　（POS連動 
　　or 専用機に 
　　よるQRコード 
　　読み取り） 
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ストリートメディア次世代サービス 

提案内容の全体イメージ	

ホームページ・携帯サイト	

マザーサイネージ　（インナー＆ユーザー) 
・店舗内に催事スペース、レジ付近等に設置 
・大型＆インタラクティブビジョン 
・クーポン発券用プリンタ機能付き 
・Ｆｅｌｉｃａタッチ対応（携帯タッチ）	

タブレット端末 (ユーザー) 
・店内の各棚に設置 
・出稿メーカー様の商品販促 
・アンドロイド系端末を想定	ストリートキャストの設置 

 
・各店舗へ１台設置を検討（マザーサイネージ内） 
・店舗スタッフによる、リアルタイムでの情報発信 
・店舗内外へのマルチデバイスへの情報発信 
・デバイスにこだわらないアプリケーションの展開が可能 

本部	

スマートフォン・携帯端末 (ｲﾝﾅｰ&ﾕｰｻﾞｰ） 
・スタッフによる、常に新鮮な情報発信 
・タイムリーな販売促進施策・ＣＲＭ 
・ユーザーの参加型による滞留時間増 
・地域の情報発信基地化を指向していく	

External	  on	  Real	  
• 近接地域非競合店舗	  

相互送客/Network Externality	

店舗	

●全体朝礼　●販売促進　●売場活性化 
●緊急時の情報配信（放送波）	

●販売促進　●売場活性化　●ＣＲＭ	

●ＣＳ向上（薬剤師の出勤情報等）	

・店舗からの発信情報を、ホームページ 
　や携帯サイトに反映 
・より「地域」「店舗」「お客様」に密着した、 
　リアルタイムの情報が発信できる 

放映型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲＯＲﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 (ﾕｰｻﾞｰ) 
・調剤コーナーに設置 
・薬剤師の出勤情報を告知 
・未病関連の情報を告知 



“kozuchi”（打出の小槌）とは？ 

─18 ─ 

店頭・店内で「携帯電話を振る」だけで 
お得な情報・クーポンが手のひらの中に！ 

Kozuchiは、 
自然で直感的なアクションで顧客に
情報を届ける仕組み！ 

それが“kozuchi”（打出の小槌） 

そしてその効果は、 
「情報を活用して、顧客を動かす！」 
ことができること！ 

「店舗」から「店舗」へ 
「棚」から「棚」へ 

携帯電話が振動を認識し、 
アプリを起動させる。 
アプリは、自分の場所を 
GPSで特定し、 
３G回線を通して情報 
サーバーに接続して 
情報の取得を行う。 
 

技 
術 
的 
な 
仕 
組 
み 



Times24で	

ストリートメディアの事業展開イメージ 
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最近Times24	  
に行くと	  
いろいろ	  

お得情報が	  
もらえるよ

ね！	

わぁー、今日は
セイジョーのお
知らせ、しかも	  

クーポン付
き！	

お店に着いた
ら、使える情
報がまた出て
きた！これっ

て便利！	

ためしに今日
のお買い物で	  
このクーポン

使ってみよう！	

セイジョーでクーポン
使ったら、マックの

クーポンが付いてき
た！	  

今日ってなんてラッ
キー！	

顧客単価
UP	

集客効果	  
（GSよりの送客例）	

送客効果	

RSC（ロード・サイド・チャンピオン）戦略	 デジタルサイネージ戦略	 RSC（ロード・サイド・チャンピオン）戦略	

来店時に	

レジで	
他店へ	

１SSあたり	  
1500名/月の送客	

店舗あたり26.5万円
の売り上げアップ	

Times24
へ！	

セイジョーへ！	 マクドナルドへ！	



デジタルサイネージ（DS）戦略の店舗での動線 
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店舗入り口	 店舗内で	 店舗出口	

マクドナルドへ！	

店舗の入り口
で エィッ	

店舗の	  
入口で！	  

ケータイを打出
の小槌の様に	  

振ってみる	

わぁー、今日
のお得情報と
クーポン付

き！	

店内のDSでケータ
イを振ったら、使え
る情報がまた出て
きた！これって便

利！	

ためしに今日の
お買い物で	  

このクーポン使っ
てみよう！	

セイジョーでクーポン
使ったら、マックのクー
ポンが付いてきた！	  

今日ってなんて	  
ラッキー！	

店舗内で	
レジで	

他店へ	

店舗あたり26.2万円
の売り上げアップ	

送客効果	

チラシ	

RSC	  
戦略２	

立寄客	

集
客	

直接的	  
効果	

マーケ
ティング

効果	

来店属性	  
戦略プラン	

ウォンツ	  
戦略プラン	  

ウォンツ	  
戦略プラン	  

プロモー
ション	  

実行プラン	  
ニーズ	  

戦略プラン	  

顧客単価
UP	

ウォンツ	  
戦略プラン	  

破線：戦略プランへのFB	  
実践：実行プランへの直接効果	
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A系SS	 B系SS	

C系SS	

ガソリンスタンド（サービスステーション）の例	

特定のSSを訪れる確率は“何も理由がなければ” 1/3 
（ガソリンの値段に大差はないため、どこでもよい） 

「自社への訪問増=他社への訪問減」であるため、 
自社への訪問を増やすためには、 
常に他社よりも“魅力的な”サービスを提供し続ける必要がある。	

レストラン	ドラッグA	

ドラッグB	

A系SS	 B系SS	

C系SS	

レストラン	ドラッグA	

ドラッグB	

ネットワーク化された 
“地域”の力を活用す
ることができると・・・	

？

？

？

目的を持って訪れた“地域の非競合店舗”で 
“どうせSSに行くならB系にしよう”と思える動機付けを与えられることで、
顧客の訪問率が大きく変化する。＝ロードサイドチャンピオン化 

この仕組を実現するエリアサーバーを導入した「ストア」間の相互送
客により、「エリア」が元気に。結果的に、さらに「ストア」が元気になっ
ていくという好循環が生まれる。 

同エリア内非競合他店とのネットワークの広がりによる相乗効果の実現！ 
自社の努力だけではなく、地域経済との共生を他社に先駆けて実現する 
ことで、大きなメリットを得ることが可能に！	

カーナビ	

ロードサイドチャンピオンの誕生	

なんとなく・・・	

ー
（

店
員

）
	 発券	

味処「おふくろ」	

タブレット型情報端末	

店舗デジタルサイネージ	

飲食店	

商店街等個人事業者	

商業施設	

発券	

マクドナルド	

実証実験 
・実施期間：2011年1月14〜27
日（14日間） 
・実施場所：東海地区 
・１SS→近郊6ドラッグへの送客	

実証結果 
・クーポン発行数（全期間）

→5,691枚（465枚/日） 
・送客による購入数（全期間）
→899件（64件/日） 
・コンバージョン率（実購入数）
→15.8％ 
・個人単価上昇率→120.39％ 
・期間純増収→1,926,545円 
・期間純増益→332,129円	



出光興産との高度情報化による次世代SS構築事業 
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●出光様のサービスステーションにおけるメディア化事業としてサイネージ（GS-TV）を展開し、来店者に生活情報や	
企業情報およびそのSSロケーション特性に応じた地域の各種情報提供サービスを提供	

軽
量
機
上
部
設
置

	
ー

画
面	

P
O

S

操
作
画
面	

ＳＳの通信“基地”化 
情報“獲得”拠点に！	

ＳＳのサテライト 
オフィス化	

地域経済効果への貢献を実現する仕組
みの構築	

次世代 
通信技術 
の登場	

働き方の変化 
“ワークアウト”	

地域社会との 
共生	

生活場面に密着した場所だからこそ、情報が生きる	

認知率	  
40％→70％	  

居酒屋
メニュー＆クーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[電話 ]●●●●●●●●●●●●

即アクション	

地域全体の 
活性化	

広告主コンテンツ	  
（地域の不動産物件

案内等）	  
地域に応じた	  

公共情報	  
交通/天気情報	  

ＧＳでの油外収
入となる季節イベ

ントと連動した	  
物販告知	  

「ＧＳ川柳」等
のエンタメ	  
コンテンツ	  

編成	 広告主のコンテンツに、来店者の興味・関心のある地域情報や、 
アクションを促進するイベント告知等を効果的に組み合わせ放映	

洗車情報・車
検・保険・ 
オイル等の商
品情報を放映	

商品情報の訴求 
購買行動の促進 

（油外収益の増加）	

→小型情報端末 
i-Pad	

フルサービス 
ＳＳ 
・神奈川 
つきみ野他 

給

油

開

始

時

	  

店

員

配

布	

店舗発	

●フルサービスSS様への来場車両に対して、小型パネル式情報端末（iPad）を貸与し、給油中の待ち時間に情報を投下	
マインドシェアを向上、購買意欲を喚起し、その後の油外収益＆SS利用後の行動誘導等への送客を狙う	

平均応対時間＝約4分
の待ち時間を有効活用

タウン情報の利活用、 
消費へのリード 

（メディアとしての価値創出）	

近隣の小売施設（ドラッ
グストア）と連動したタウ
ン情報・お得情報を提供	地域発	

■デジタルサイネージ	

会議場所、複合機、私書箱	

■OAインフラ整備	

高速インターネット環境	  

据置TV型	 タブレット型	

ワークアウト支援	

ＴＶ局（ＴＶＫ）	

『安心を提供する出光』	

・配信協力	  
・コンテンツ提供（渋滞情報、各種ニュース、販促情報など）	

●エリアサーバー 
（地区本部ごと）	

新規会員	

　　　既存会員	  
（カード/モバイル）	

多くの会員	  
特典に満足	

会員になら	  
ないと“損”	  

獲得！	

場の高付加価値化	

次世代型ＳＳ：『便利と安心・安全のＳＳ』	

社外にいても業務に	  
耐えられる通信環境を	

楽しさ・お得感の提供	

ビジネス情報からエンタ
メ情報、災害情報までを	  
『いつでも』『簡単に』	

地域ごとのエリア 
マーケティング	
の制御と管理	

自家発電機	

広く、どんなときでも配
信できる仕組み」	

Output　（効果）	

放送波で配信するため、	  
災害時にも稼働継続可能	  
　（サイネージも自家発電で稼働）	

維持！	

『地域に貢献する出光』	

『地域を守る出光』	

●場所の認知度向上	

●来店・リピート率ＵＰ	

『便利で役に立つ出光』	

給電待ち時間を	  
“生きた時間”に	

近隣店舗 
観光地など	

送客！	

●地域産業への送客	
収益	  

機会増	

地域	  
密着化	

車への愛情深化の手助け	

■ECU予防診断	

ｽｷｬﾝﾂｰﾙ/診断ソフト	

愛車のことを	  
深く理解する	

デジタルサイネージ戦略	

タブレット戦略	

資源エネルギー庁：次世代
サービスステーション実証事業
（神奈川：2011年12月〜）	
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ニュース情報 天気情報

占い情報 電気予報



有難うございました！　Thank you! 

ストリートメディア株式会社 
大森洋三 

omori@streetmedia.jp 
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