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■カフェメディアとは・・・

カフェは、オピニオンリーダーとなる、
感度の高い学生やクリエーターの集まる場所！

■カフェメディアとは

感度の高い学生やクリエ タ の集まる場所！

提携カフェ店舗数 約100店舗（順次拡大中

店舗名 住所
月間来
客数

男女
比

提携カフェ店舗例 ※提携カフェ以外の店舗での

エンポリオ 東京都目黒区鷹番3-24-15 7000人 4：6

スマイルジャンキーカ
フェ

東京都渋谷区神宮前1-20-4  8000人 3：7 1

Dexee Diner恵比寿 渋谷区広尾1-1-39 8000人 4：6 O

WeST PArK CaFE赤坂 千代田区永田町2-14-3 9000人 5：5 O

カフェクロア 東京都渋谷区渋谷3-18-5  2000人 5：5

ojiyan cafe + 東京都世田谷区北沢2-11-6 3000人 5：5

■男女比 ■年齢

oj y c e 東京都世田谷区北沢 6 3 人 5 5

男性
36%

女性
64%

女性
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男性

グッドプランニング株式会社

大学・専門学校等が周辺にあり、若者の利用者が多い地域
の店舗とタイアップして、セグメントの明確な映像配信、リー
フレ トの設置 サンプリング等を展開可能

中）

フレットの設置、サンプリング等を展開可能。
また、ネットとケータイを連動させ柔軟性・カスタマイズ性に富
み、費用対効果の高いプロモーションが可能。

■実施ルート ：カフェ

■対象エリア ：東京

■対象店舗 ：約100店舗

特徴

のプロモーションもご相談ください。

■対象店舗 ：約100店舗

■利用客数 ：約２４０００００人/月間

■男女比 ：男性３６％ 女性６４％

■年齢構成比 ：10代、20代、30代が多い

クリエーターが多い

0代～20代の女性が多い

OL・ビジネスマンが多い

OL・ビジネスマンが多い

感度の高い若者が多い

クリエーターが多い。

齢別構成

クリ タ が多い。

10代

10代

35%

20代

20代

45%

30代

30代

10%

40代

40代

5%

50代

50代

5%
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10代

30%

20代

40%

30代

20%

40代

10%

50代

10%



■カフェメディア／実施可能プロモーション一覧

カフェメディアは、様々なニーズに対応したプロモーションが展開

プロモーションの目的に応じて、各メディアの適切な組み合わせを

■映像プロモーション

カフェ店内に設置された
デジタルサイネ ジにて

■広告物設置・配

カフェ内の棚やテー
にチラシやカタログデジタルサイネージにて

御社の商品・サービスの
映像を配信可能です。

にチラシやカタログ
設置し、配布するこ
可能です。

映像プロモーション
組み合わせ取得率
を望めます

■店頭キャンペー■店内ポスター掲載

を望めます。

■店頭キャンペー

カフェの入口付近
などの一部のスペ
かり、キャンペーン
催が可能です

店内ポ タ 掲載

カフェの空きスペースに
ポスターを掲載すること
が可能です。

映像プロモーション等と
組 合わ 的 プ

催が可能です。

※店舗やタイミング
実施できない場合
います。

組み合わせ効果的なプロ
モーションが可能です。
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グッドプランニング株式会社

開可能です。

をご提案いたします。

■サンプリング

カフェの来店者へサンプ
リングすることが可能で

配布

ーブル
グなどを リングすることが可能で

す。

地域・年齢・性別など高
度にセグメント化された
効率的なサンプリングが
可能です

グなどを
ことが

ン等と
率アップ

ーン

可能です。

■ネット・ケータイーン

近や店内
ースを

ンの開

■ネット・ケータイ

ネットでの映像連動配信
やアンケート回収・会員
登録・販売に至るまで、
ネットとケータイを活用す

グにより
合もござ

ネットとケ タイを活用す
ることにより、クロスメディ
ア効果を増大させます。
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■メディア・ガイド①／映像プロモーション

①映像プロモーション

情報伝達力の高い映像を活用！

店舗内に設置されたデジタルサイネ ジで映像プ シ が可能です店舗内に設置されたデジタルサイネージで映像プロモーションが可能です。
また、その他メディアとの組み合わせにより相乗効果を発揮し、チラシへの反響UP
WEBへの誘導、アンケートの回収率UPなど、情報伝達力の高い映像を活用したプ
モーションは効果大です。

■映像プロモーション概要

●内容 ： 店頭・店内設置の7インチモニターにて配信●内容 ： 店頭・店内設置の7インチモニターにて配信
●地域 ： ご希望の店舗にて
●準備 ： 映像素材を頂き、編集。

映像素材の無い場合は、制作も承ります。
●配信例：

■実施事例

例① 映像プロモーション×広告物設置・配布
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例① 映像プロモーション×広告物設置・配布
例② 映像プロモーション×サンプリング

グッドプランニング株式会社

Pや
プロ

■料金

メニュー 期間 料金 備考

映像

プロモーショ
ン

４週間 10000円～

※映像時間や放映回数、

タイアップ企画などご相談く
ださい
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ン ださい。



■メディア・ガイド②／サンプリング

②サンプリング

100店舗のカフェでサンプリングが可能！

100店舗のカフェを活用してサンプリングすることが可能です。100店舗のカフェを活用してサンプリングすることが可能です。
高度にセグメント化された効率的なサンプリングが展開できます。

配布はお会計時にスタッフから直接手渡しされるので、非常に強いインパクトを残し
ます。

また、待ち時間を活用しアンケート収集を絡めたサンプリング等、カフェならではの
展開も可能です。展開も可能です。

■サンプリング概要■サンプリング概要
■料金

メニ
●方法 ： 店舗スタッフからの手渡し配布
●地域 ： ご希望の店舗にて
●条件 ： 冊子やチラシ配布の場合はノベルティが必要

（ノベルティ例：キャンディ ストラップなど）

■カフェメディア・サンプリングの特徴 サンプ

（ノベルティ例：キャンディ、ストラップなど）
※無い場合は別見積となります。

【感度の高いオピ オンリ ダ にアプロ チ可能】
お会計時
舗スタッ
の手渡し

【感度の高いオピニオンリーダーにアプローチ可能】
●実施可能店舗 ： 100店舗
●平均来客数 ： 約５０００人／月間・1店舗当たり
●セグメント ： 配布対象を性別等でセグメント可能です。

※実施内容 日時 店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます
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※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

グッドプランニング株式会社

し

の

金

ニュー 期間 個数 料金 備考

配布単価60円

プリング 4週間～

～1万

配布単価60円

×

配布数（税別）

性別セグメント可能。

※持ち帰りに適したサイ
ズに限ります。

1万～

配布単価55円

×
時に店
ッフから
し配布

各店舗に
て配り切れ
次第終了

※各店舗までの配送関
係費・アセンブリ費別途
お見積となります。

1万～

5万個

×

配布数（税別）

5万個～

配布単価50円

×

配布数（税別）
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配布数（税別）



■メディア・ガイド③／広告物設置・配布 メディア･ガイド④

③広告物設置・配布

映像プロモーションやサンプリングと合わせて訴求力アップ！

カフェ内の棚やテーブルなどにリーフレットやカタログなどの広告物の設置が可能で
店内ポスタ や映像では伝えきれない情報をリ フレットにより補うことができます店内ポスターや映像では伝えきれない情報をリーフレットにより補うことができます。

■広告物設置・配布概要

●準備・制作物 ： リーフレット一式＋設置用の化粧箱
●地域 ： ご希望の地域にて（詳細は別途ご相談）
●期間 ： ～1ヶ月（配布完了次第終了）
※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

④店内ポスター掲載

カフェ店内にてポスター掲載が可能！

カフェ店内にポスター掲示することが可能です。
映像プロモーションや広告物設置・配布と組み合わせることにより、来店客へのス
ムーズな情報伝達を補完します。

■店内ポスター掲載概要

●方法 ： 店舗内のスペースにポスターを掲示
●地域 ： ご希望の店舗にて（詳細は別途ご相談）
●条件 ： サンプリングや映像プロモーション等のその他メディア
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●条件 ： サンプリングや映像プロモーション等のその他メディア
との併用が条件となります。

※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

グッドプランニング株式会社

④／店内ポスター掲載

です。
■料金。 ■料金

設置物 期間 個数 料金 備考

パンフレット

（A4程度）

～1ヶ月 1万個 40円／1部
配布用の化粧箱を（A4程度）

配布完
了次第
終了

最低配
布数

ご用意ください。
カタログ 50円／1部

上記条件以
外の場合

15000円～

／1店舗

最低実施店舗

2店舗

■料金

メ 期間 サイズ 料金／1店 備考メニュー 期間 サイズ 料金／1店
舗・1枚

備考

店内ポスター

掲載 2週

～A3 3080円 その他メディアとの併用
が条件となります。

※店舗により許容サイズがA3～ 4480円
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掲載

店舗内のスペース
にポスターを掲示

2週
間単
位

異なります。

※各店舗までの配送関係
費は別途お見積となりま
す。

A2

A1～ 5880円



■メディア・ガイド⑤／店頭キャンペーン メディア・ガイド⑥

⑤店頭キャンペーン

カフェとタイアップキャンペーンを実施可能です！

カフェを活用してタイアップイベント・キャンペーンの開催が可能です。
タ ゲットへダイレクトに訴求することが可能です

■店頭キャンペーン概要

●地域 ： ご希望の店舗にて

ターゲットへダイレクトに訴求することが可能です。

●地域 ： ご希望の店舗にて
●実施期間 ： 1日から可能
●電源使用 ： 店舗ごと応相談
※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

⑥ネット＆ケータイ

カフェメディアに連動したネット＆ケータイプロモーション

・ネットでの映像連動配信やアンケート回収・会員登録・販売に至るまで、ネットとケ
タイを活用することにより、クロスメディア効果を増大させます。

①【グッドプランニングガイド】では、多くのジャンル・カテゴリ・地
域・目的別の各種情報（くちコミ情報等）をサイトユーザーに提供し
ています。

■ネット＆ケータイ連動プロモーションパッケージ
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②リアルタイムでアクセスログを解析することができます。
③クチコミ・クーポン・映像配信等の機能も盛りだくさんです。

※実施内容・日時・店舗によりご要望に沿いかねる場合がございます。

グッドプランニング株式会社

⑥／ネット＆ケータイ

■料金

メニュ 期間 電源 料金 備考メニュー 期間 電源 料金 備考

店頭

キャンペーン

１日
～

相談 お問合せくだ
さい。

※内容・日時・店舗により
ご要望に沿いかねる場合
がございます。

ケー

■料金

メニュー 期間 料金 備考

ネット＆ケータイ グッドプランニングが運営
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連動プロモーション

パッケージ

1年間 30000円～ するクチコミ・クーポンポー
タルサイトへの登録。



■関連広告物制作サービス

広告物制作サービス

映像・チラシ・POPなどの制作を承ります。

カフェメディアで利用する各種広告制作物を、特別価格にて承ります。
映像 デザイン 印刷などさまざまな制作をお手伝いいたします映像・デザイン・印刷などさまざまな制作をお手伝いいたします。

■チラシ制作代金（デザイン＋印刷＋企画）
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グッドプランニング株式会社

■料金

■映像制作

■料金

メニュー 料金 備考

映像制作 30000円～ ※内容・尺により料金は変動いたします。映 制作 円

■ディスプレイ・POP

■料金

メニュー 料金 備考

ディスプレイ

■ディスプレイ・POP
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ディスプレイ

POP制作 10000円～ ※内容により料金は変動いたします。



■カフェメディア／運営・管理等

■プロモーション実施フロー

■プ モ シ ン進捗管理システム■プロモーション進捗管理システム

1.プロモーション工程を細分化し、マイルストーンを設定します。
2.現場担当者がマイルストーンに従い各工程の完了をチェックします。
3.関係者全員が権限範囲内の部分のみいつでもチェック可能。
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グッドプランニング株式会社
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■カフェメディア／店舗リスト

プロモーション対象に合わせたエリア選定・店舗選定を致し

プロモーションメニューや規模感に応じて店舗リストを作成い

【提携店舗エリア】

渋谷・原宿・表参道・青山・代々木・千駄ヶ谷・恵比寿・
代官山・中目黒・学芸大学・品川・西麻布・麻布十番・赤代官山 中目黒 学芸大学 品川 西麻布 麻布十番 赤
坂・六本木・新宿・池袋・三軒茶屋・下北沢・高円寺・吉
祥寺・自由が丘・丸の内・銀座・日本橋・川崎・横浜

※エリア外の実施も可能です。

恵比寿恵比寿
中目黒

クリエイター・デ
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グッドプランニング株式会社

します。

いたしますので、お問合せください。

青山

下北沢
吉祥寺 青山

表参道
渋谷

吉祥寺
高円寺

雑貨・古着層

高感度層高感度層

銀座銀座
丸の内
日本橋

富裕層

六本木
西麻布

ザイン層

西麻布
赤坂

アクティブ層
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■カフェメディア／お問い合わせ先

 商 号 グッドプランニング株
 本店所在地 東京都目黒区鷹番3 本店所在地 東京都目黒区鷹番3
 設 立 2006年（平成18年）
 事業内容

1．インストアメディア事
2．インターネットメディ

広告 プ3．広告・プロモーション
4．その他サービス業
5．前各号に附帯関連

 電話番号 : 03-6802-861 電話番号 : 03 6802 861
 メールアドレス ： try@gp777.c
 関連URL

クチコミポータルサイト： http://www.gp
映像配信サイト ： http://www.gp映像配信サイト p // gp
会社案内 ： http://www.gp

【【媒体 関す媒体 関す【【媒体に関す媒体に関す
グッドプランニング
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グッドプランニング株式会社

株式会社
3-24-15nfsビル4F3 24 15nfsビル4F
5月26日

事業
ィア事業

に関する サル グ事業ンに関するコンサルティング事業

連する一切の事業

16 FAX番号 : 03-6802-865616            FAX番号 : 03 6802 8656
om

p777.net/
p777.net/7media/p / /
p777.com/

する問 合わせする問 合わせ】】する問い合わせする問い合わせ】】
グ㈱ 担当：片岡・豊田
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