
都内 Hito-iki Vision（喫煙所×デジタルサイネージ）

媒体名称 Hito-iki Vision（喫煙所×デジタルサイネージ）

媒体所在地 東京都内 12箇所 、神奈川県 1箇所 ※詳細別紙参照

放映時間 ※詳細別紙参照

画面サイズ（H×W） ※別紙参照

音響 あり

放映開始日
随時

素材仕様 ※別紙参照

素材納品日
放映開始日の8営業日前
※申込：放映開始10営業日前まで
※審査素材：放映開始10営業日前まで

備考
・報告書提出は、放映終了12営業日後以降となります。
・放映回数は80%補償となります。

Hito-iki Vision（喫煙所×デジタルサイネージ）

※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。

厳選されたロケーションで街に多くの人が行き交い、
ほっと一息つけるスポットにHito-iki Visionは設置されています。
利用者が一定時間の滞留をする喫煙所の中で、
ゆったりした気持ちにふさわしいコンテンツを提供します。

お問合せは

こちら
2022/07/07

https://ooh-cmedia.com/contact/Hito-iki%20Vision（喫煙所×デジタルサイネージ）
https://ooh-cmedia.com/contact/Hito-iki%20Vision（喫煙所×デジタルサイネージ）
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モード学園コクーンタワー
住所：新宿区西新宿1-7-3
配信時間：8:00～19:00（日祝休み）
リーチ数：150,000人/月

ダイバーシティ東京オフィスタワー
住所：江東区青海1-1-20
配信時間：7:00～22:00
リーチ数：70,000人/月

リーチ数 1,110,000 人/月

※ターゲット：20歳以上の喫煙者

※男女比：男性71%・女性29%
※22：00以降は消音（映像のみ）

アーバンネット内幸町ビル
住所：港区新橋1-1-13
配信時間：7:00～24:00
リーチ数：67,000人/月

シーバンスN館
住所：港区芝浦1-2-1
配信時間：7:00～20:00
リーチ数：123,000人/月

グランパークタワー
住所：港区芝浦3-4-1
配信時間：7:00～24:00
リーチ数：200,000人/月

ASOBUILD アソビル
住所：神奈川県横浜市西区高島2-14-9
配信時間：6:00～24:00
リーチ数：50,000人/月

東京虎ノ門グローバルスクエア
住所：港区虎ノ門1-3-1
配信時間：7:00～22:00
リーチ数：50,000人/月

パレスサイドビル
住所：千代田区一ツ橋1-11-1
配信時間：8:00～22:00
リーチ数：80,000人/月

東京ジョイポリス
住所：港区台場1-6-1
配信時間：11:00～20:00
リーチ数：30,000人/月

渋谷ストリーム
住所：渋谷区渋谷3-21-3
配信時間：1,2F 4:30～25:00

3F  11:00～20:00，4F  24h
リーチ数：110,000人/月

東京イースト21
住所：江東区東陽6-3-2
配信時間：7:00～24:00
リーチ数：110,000人/月

■メディアデータ
八重洲Hito-iki Vision
住所：東京都中央区京橋1-2-1
配信時間：7:00～20:00
リーチ数：30,000人/月

銀座三越
住所：東京都中央区銀座4-6-16
配信時間：9F 10:00～22:00

11,12F 10:00～23:00
リーチ数：40,000人/月

※ リーチ数は通常時のご利用人数になります。
「緊急事態宣言」「蔓延防止措置法」時は利用人数および配信時間が変動いたしますので、別途ご提示させていただきます。
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グランパークタワー

住 所：港区芝浦3-4-1 配信時間：7:00〜24:00
情 報：グランパークタワーは、田町駅から徒歩５分の位置にあるビジネスとショッピングゾーン、住居が融合した複合ビルです。喫煙所は１階に位置し、

加熱式たばこと紙巻きたばこのエリアに分かれており、どちらのエリアにもサイネージを設置しています。入居企業の社員や商談で訪れた方など、
ビジネスパーソンの利用が多いロケーションです。

■メディアデータ

住 所：渋谷区渋谷3-21-3 配信時間：(1,2F)4:30〜25:00，(3F)11:00〜20:00，(4F)24h
情 報：渋谷ストリームは、縦長の白いパネルが特徴的で建物です。その１階に２箇所、２〜４階に１箇所ずつの計５箇所の喫煙所にサイネージを

設置しています。幅広い年代の多くの方が喫煙所を利用されますが、若年層の利用が特に多いロケーションです。

渋谷ストリーム
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※クライアント、素材は事前に審査があります。
※法令等で禁じられているもの、公序良俗に反するもの等放映審査会が不適切と認めたものは放映できません。

■広告料金
1リーチ1円からのリーズナブルな広告料金でご利用可能です。6分間に2枠の放映を実施いたします。

※広告料金はグロス価格となります。
※１ヶ月以外の配信期間での出稿も承ります。料金はお問い合わせください。
※リーチ数は通常時のご利用人数になります。「緊急事態宣言」「蔓延防止措置法」時は利用人数および配信時間が変動いたしますので、別途ご提示させていただきます。

施設名 形式 保証形態 配信期間 リーチ数(人/月) 広告料金（円/枠）※税込

渋谷ストリーム

15秒×2 期間掲載保証 １ヶ月

110,000 121,000

モード学園コクーンタワー 150,000 165,000

ASOBUILD アソビル 50,000 55,000

東京イースト21 110,000 121,000

グランパークタワー 200,000 220,000

シーバンスN館 123,000 135,300

アーバンネット内幸町ビル 67,000 73,700

パレスサイドビル 80,000 88,000

ダイバーシティ東京オフィスタワー 70,000 77,000

東京虎ノ門グローバルスクエア 50,000 55,000

東京ジョイポリス 30,000 33,000

銀座三越 40,000 44,000

八重洲Hito-iki Vision 30,000 33,000

全箇所一括配信 1,110,000 1,100,000
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※ 旧「六本木7丁目Hito-iki Vision」で計測

時間帯別来場状況
終電後
5.3%

出勤
10.6%

ビジネス①
4.6%

ビジネス②
28.5％

アフターファイブ・帰宅
28.8％

昼食
22.0%

■来場者データ

※上記は満稿時の構成であり、空き枠の状況によって構成は変更いたします。また、空き枠がある場合は、コンテンツ及び広告枠募集広告が配信されます。

1ロール約6分で放映

配信枠

1 2

CV

3 4

CV

5 6

CV

7 8

CV

9 10

CV

11 12

CV

13 14

CV

15 16

CV
AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

秒数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

平均6分間という喫煙時間に合わせて構成しています。■広告枠構成

AD=広告枠（15秒×２もしくは30秒）
CV=Contents Video(コンテンツ)
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基本仕様 ※東京イースト21・八重洲HitoikiVisionのみ

動画クリエイティブ
1080×1920（9:16）

動画クリエイティブ
1080×607.5

（16:9）

説明画像
1080×1312.5

※サイズ以外は基本仕様となります

動画のみ 動画＋説明画像

動画サイズ W1080×H1920 W1080×H607.5

画像サイズ
(.jpg)

－ W1080×H1312.5

フォーマット MPEG-4（.mp4）

サイズ W1920×H1080

尺 15秒×2 or 30秒

ファイルサイズ 最大200MB

映像コーデック H.264

音声コーデック AAC

フレームレート 29.97fps以下

最大ビットレート 6-7Mbps以内

■入稿素材仕様
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■広告掲載基準

１．次に掲げる業種、又は事業者の広告は掲載できません。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗業その他これに準ずる業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融業
(4) 喫煙にかかるもの及び禁煙を促すもの
(5) ギャンブルにかかるもの（公営競技及び宝くじを除く）
(6) 規制対象になっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律に定めの無い医療類似行為を行うもの
(8) 興信所、探偵事務所等
(9) 占い、運勢判断に関するもの
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行うもの
(11) 債権取り立て、示談引受けなどをうたったもの
(12) 民事再生法（平成11年法律第２２５号）及び会社更生法（平成14年法律第154号）による民事再生又は会社更生手続中の事業者
(13) 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する暴力団及び反社会的団体又はそれらの関連事業者
(14) 営業の実態等が確認できないもの
(15) その他、東電タウンプランニング広告審査事務局が不適当と認める業種又は事業者

２．広告掲載の基準
下記に定める内容の広告は掲載することができません。
２-１．一般的基準
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害、差別、及び名誉棄損のおそれがあるもの
(4) 他を誹謗中傷又は排斥するもの
(5) 風俗営業等の規制、業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業および性風俗関連特殊営業等に係るもの
(6) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
(7) 非科学的又は迷信など、利用者を惑わせたり、不安を与える恐れがあるもの
(8) 政治活動、宗教活動、及び個人的宣伝等に係るもの
(9) 意見広告などで国内世論が大きく分かれているもの
(10)その他、東電タウンプランニング広告審査事務局が不適当と認めるもの

２-２．公序良俗（青少年保護、育成の観点）
(1) 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性がないもの。ただし広告内容に関連するなど、表示の必要性があるものは都度検討する
(2) 暴力、犯罪を肯定し、助長するような表現
(3) 残虐な描写など、公序良俗に反するような表現
(4) 暴力又はわいせつ性を連想、想起させるもの
(5) 違法賭博、ギャンブル（公営競技及び宝くじを除く）等を肯定するもの
(6) その他、青少年の健全な心身の成長等に有害なもの
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２-３．消費者保護
(1) 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表示
(2) 射幸心を著しく煽る表現
(3) 虚偽の内容を表示するもの
(4) 法令等で認められていない業種、商法、商品
(5) 国家資格等に基づかない者が行う療法、施術等
(6) 責任の所在が明確でないもの
(7) 広告の内容が明確でないもの
(8) 国、地方公共団体、その他公共機関が広告主又はその商品、サービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現を含むもの
(9) その他、法令を遵守していないもの

２-４．色彩、意匠、デザイン
(1) 会社名、商品名を著しく繰り返すもの
(2) 過度に鮮やかな模様、色彩を使用するもの
(3) 規則的なパターン模様（縞模様、渦巻き模様、同心円模様）が画面の大部分を占めているもの
(4) コントラスト（明度差）の強い画面の反転表示が継続しているもの
(5) 絵柄や文字が過密及び過少等により視認性が悪いもの
(6) 不快感又は嫌悪感を与えるおそれがあるもの
(7) 不安をあおり、危険を察知させるおそれがあるもの
(8) 映像又は光の点滅が1秒回に3回を超えるもの
(9) サブリミナル的手法を使用しているもの
(10)その他、東電タウンプランニング広告審査事務局が不適当と認めるもの

配信期間内に弊社の責により、保証配信回数に到達しなかった場合に放送事故と認定し、保証回数より減じた回数を補償するものとします。

配信期間内の以下に定める基本配信回数の80%を保証いたします。
例．アソビルで1ヶ月（30日）間出稿の場合

1ロール時間：6分00秒
配信時間：18時間（6:00～24:00）
1日の配信回数：180回
30日間の配信回数：5,400回 ⇒ 最低保証回数(80%)：4,320回

天変地異、法定伝染病、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、サイネージ設置箇所及び周辺における災害・事故、電力会社による停電、その他不可抗力
に帰する事由による放映回数減については補償範囲外とします。補償方法については、基本的に以下の優先順位とし、協議の上決定するものとします。

1.放映期間終了後速やかに、追加放映による回数補償
2.期間内・終了後共に放映広告素材にて補填ができない場合、別の広告素材による回数補償

■放送事故・補償に関して


