
山手線 車体広告

山手線 ホームドアシート

スシローグローバルホールディングス
『都心出店強化』プロモーション
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大崎駅・品川駅・田町駅・有楽町駅・神田駅・秋葉原駅・御徒町駅・上野駅・
鶯谷駅・日暮里駅・西日暮里駅・田端駅・駒込駅・巣鴨駅・大塚駅・池袋駅・
高田馬場駅・代々木駅・原宿駅・恵比寿駅・目黒駅・五反田駅

※ キャンペーン展開時は22駅で実施しており、「山手ラウンドセット」の対象駅は、随時拡張していきます。

掲載路線（計22駅※）
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山手ラウンドセット
Yamanote Round Set

山手線を回転すしにするという発想
SNSとの相乗効果にWEBのアクセスも増加
　当社はブランドのアクティビティを重視していて、常に話題が尽き

ないような企業活動を展開してきました。私も、日頃から販促を盛

り上げるために何か話題づくりができないかと考えるなかで、今回

のプロモーションのアイデアがパッと浮かんだのです。それが「都

心出店強化」という中期戦略と結び付いて生まれた“都心を走る環

状線である山手線を回転すしにできれば面白い”という発想です。

　スシローは地方のロードサイド店が多く、効率性を考えるとテレビ

CMが最も効果的で、これまでテレビCM中心にリマインドを行って

集客を高める広告戦略を実施してきました。また、SNSでは約70

万人のフォロワーがいますが、これもスシロー関連の投稿が増えて

話題になることを目指して力を入れてきました。今回のプロモーショ

ンで初めて交通広告を使った背景には、フォロワーの皆さんが反応

して投稿してくれる相乗効果への期待もありました。プレミアムを

付けて無理やり話題を拡散させるのではなく、一般の方が見つけて

撮影して投稿したくなるような仕掛けをつくる努力をしています。

　“山手線を回転すしにする”という発想は、社内でも「面白い企画

だね」と大好評でした。しかし、スシローの山手線駅近の店舗は当

時、4店舗（2020年1月10日現在5店舗）で、費用対効果が合いま

せんでした。そこで浮上したのが“出店地募集”という、もう一つの

目的です。「#山手線にスシローつくろーぜ出店場所総選挙」も話

題づくりに寄与しましたが、当社WEBサイト内の「店舗用地募集」

ページのアクセス数も従来の約3倍にまでアップしました。

　今回は車体広告とホームドアシートをセットで回転すしの店舗を再

現しましたが、クリエイティブのポイントは「スシローの最大の強みで

あるおすしの魅力がもっとも伝わるようにすることと、山手線一周を

回転レーンに見立てることで回転すしのエンタメ性を最大限に表現

すること」でした。したがって車体広告にはコピーを入れず皿とおす

しのみにしました。また、俯瞰で撮影すると、ひと目でおすしと見えな

いため、違和感のない範囲で角度を付けシャリが見えるようにしてい

ます。さらに回転すしに見せるため、一瞬で回転レーンと気づくよう

に細部まで正確にデザインし、座席に見立てたホームドアもできる限

りリアルにデザインして店舗の雰囲気を演出しました。

　「おすしが食べたくなった」という声がSNSで多かったのは、車体

広告でおすしのシズル感を前面に出した効果と考えています。売

上面でも予想以上の効果がありましたが、それだけでなく山手線で

大々的なキャンペーンを行ったことにより、関東圏の店舗スタッフの

間で自社に対するメジャーなイメージが高まったのもプラスαの効果

で、社内のモチベーションアップにもつながりました。出店地募集

についても、アクセス数アップという数字だけでなく、山手線の広告

を通して「都心出店強化」に向けた当社の本気度がデベロッパー

に強く伝わったと思っています。

　今回の交通広告の成功により、テレビCM中心だった当社に新

たな企業文化が作れたと自負しています。今後も話題になり得る楽

しい企画があれば、交通広告も選択肢に加えて取り組んでいきます。

おすしのシズル感を最大限にアピール
社内のモチベーションアップにも寄与

広告に接触したことによる行動喚起　広告接触者ベース
質問文： あなたはこれらの広告をご覧になったことがきっかけで、次のような行動を

したり、思ったりしたことがありますか？

あらためて
「スシロー」
に注目した

「スシロー」と
いう回転すし
チェーンを思
い出した

「スシロー」の
店舗を利用
した

「スシロー」の
ホームページ
を見た

「スシロー」の
キャンペーン
に参加した

インターネット
（ブログや
SNS）で書き
込みした

全体 39.5% 39.2% 14.8% 12.9% 7.5% 5.1%

性別
男性 42.4% 33.2% 20.7% 16.3% 9.8% 5.4%

女性 36.7% 45.2% 9.0% 9.6% 5.3% 4.8%

回転すしチェーン
関心者 44.9% 42.0% 17.4% 15.7% 8.9% 6.2%

広告複数回
接触者 45.0% 40.7% 17.1% 16.4% 8.9% 6.8%

「車体広告」
「ホームドアシート」
両方接触者

48.5% 40.9% 20.3% 18.6% 10.1% 7.2%

全体
（n=372）

回転すし
チェーン
関心者
（n=305）
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調査結果概要 ※端数処理の関係上、合計値が合わない場合があります

JR交通広告　広告到達率
質問文： あなたは今までに JR山手線の電車車体・ホームドアで、このような広告を

ご覧になったことがありますか ?

0 20 40 60 80 100

44.8% 17.2% 62.0%

全体（n=600） 確かに見た 見たような気がする

広告目立ち度　広告接触者ベース
質問文：これらの広告は電車・駅のいろいろな広告の中でどの程度目立っていましたか？

0 20 40 60 80 100

44.4% 41.1% 85.5%

全体（n=372） 目立っていた やや目立っていた

媒体別の広告重複接触状況　広告到達率  全体（n=600）

「車体広告」
のみ接触者
17.8%

「ホームドアシート」
のみ接触者
4.7%

いずれも非接触者
38.0% JR広告到達率 62.0%

39.5%
いずれも接触者

車体広告 ホームドアシート山手ラウンドセット　Yamanote Round Set

調査手法 ： WEB調査　　調査期間 ： 2019年6月6日（木）～6月8日（土）

調査対象 ： ①一都三県在住　②20～59歳の男女　③普段、JR山手線を週1回以上
利用し、かつ5月26日（日）以降に山手線を利用した方

サンプル数：600サンプル広告効果測定調査概要

▶「山手ラウンドセット」についての詳細は、メディアラインナップ P.59をご覧ください。

2020年度から新規商品「山手ラウンドセット」として販売します

株式会社スシローグローバルホールディングス広告主

「スシロー 山手線全駅出店プロジェクト」広告内容

山手線車体広告（10編成） ： 2019年5月26日（日）～ 6月8日（土）

山手線ホームドアシート（計22駅） ： 2019年5月16日（木）～ 6月12日（水）
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 動画 商品の開発背景にある文化を伝える

まど上チャンネル まど上チャンネルは山手線新型車両E235系に搭載されている車内サイネージです。

ポッカサッポロ フード&ビバレッジ
『TOCHIとCRAFTシリーズ 加賀棒ほうじ茶』

ポッカサッポロ フード＆ビバレッジ株式会社広告主

『TOCHIとCRAFTシリーズ 加賀棒ほうじ茶』広告内容

まど上チャンネル（動画：15秒） ： 第1弾/2019年9月30日（月）～ 10月6日（日）

  第2弾/2019年10月7日（月）～ 10月20日（日）

展開ユニット
飲料事業部 課長代理

肥後 亮 氏

静止画   動画 静止画

第1弾 2019年
9月30日（月）〜10月6日（日）

静止画   動画 静止画

第2弾 2019年
10月7日（月）〜10月20日（日）

インタビュー

3面で情報を伝える自由度の高いクリエイティブ
それが“まど上チャンネル”の決め手

　「加賀棒ほうじ茶」のターゲットである30～４０代の働く女性には、香

りのよさを楽しんだり、仕事をしながら飲んでリラックスしたい、というニー

ズがあります。この商品は、香りのよさが最大の特長ですが、金沢の

伝統的な焙煎方法を用いた石川県で焙煎した茎茶を100％使用す

るなど製法に独自の工夫があって、パッケージにも金沢の漆の黒や

金箔のイメージなどを生かしています。交通広告は「商品ターゲットで

ある働く女性たちの生活導線上で訴求ができて効率がよい」と考え

て選びました。電車内という限られた空間のため、自然と目に入り広

告到達率が高いというメリットも魅力に感じました。

　「加賀棒ほうじ茶」は、当社が2019年から展開している「TOCHIと

CRAFT」シリーズの商品です。競合商品との差別化のために、素材

のこだわりとものづくりの背景にあるストーリーを伝えることが重要です。

　そこで、3面の両端を静止画にしてシリーズのコンセプトや香りという

ベネフィットを継続して流すことで商品の“認知”を図り、中央の画面で

は商品CMを放映しました。商品CMは「加賀棒ほうじ茶」の焙煎地

である石川県の製茶業の方や食品加工の研究員の方の意見を伝

えて商品の開発背景にある文化を表現する内容です。これにより商

品の“認知”に加えて、商品を“理解”していただく効果も狙いました。3

面を使えるクリエイティブの自由度の高さで、この商品の魅力を2方向

からしっかりと効率的に伝えることができました。

　交通広告は、接触してから自動販売機などの購買地点までの距

離が近いので、他メディアと比べてリーセンシー効果が高いと実感

しています。275㎖と525㎖の2サイズ共に前年売上を大きく上回

る成果を得ることができ、接触後は実際の購買にもつながっていま

す。「加賀棒ほうじ茶」は、首都圏で交通広告をメインに出稿して

いますので、今回の展開では当社のもう一方のお客様であるベン

ダーや流通業の皆さんからも「広告見たよ」という声を多くいただき、

強く商品アピールができたと思っています。

　特に今年は、世界的なスポーツイベントが東京を中心に開催され、

3月には高輪ゲートウェイ駅の開業も控えているので、山手線への

注目度が高まると思います。そのため2020年も山手線の“まど

上チャンネル”を効果的に活用していきたいですね。

　また、2020年3月には商品リニューアルも予定しています。その際

には“まど上チャンネル”に加えて、交通広告と親和性の高いTwitter

などのSNSと絡ませる施策も考えています。通勤時の交通広告で

認知してもらい、SNSでキャンペーン内容を見て、帰宅途中でスー

パーやドラッグストアに立ち寄って商品を購入できる。そのような

コミュニケーションを設計していますが、その場合も、入口として

“まど上チャンネル”を活用できればと考えています。

購買地点に近い広告展開の効果があり
2020年は交通広告にさらに期待

広告に接触したことによる行動喚起　広告接触者ベース
質問文： あなたはこれらの広告をご覧になったことがきっかけで、次のような行動を

したり、思ったりしたことがありますか？

ｎ

初めて「TOCHIと
CRAFTシリーズ 
加賀棒ほうじ茶」と
いう商品を知った

あらためて「TOCHI
とCRAFTシリーズ 
加賀棒ほうじ茶」に
注目した

「TOCHIとCRAFT
シリーズ 加賀棒ほ
うじ茶」という商品
を購入した

自販機で「TOCHI
とCRAFTシリーズ 
加賀棒ほうじ茶」と
いう商品を見た

「TOCHIとCRAFT
シリーズ 加賀棒ほ
うじ茶」のホーム
ページを見た

全体 377 35.3% 30.8% 19.6% 18.6% 10.6%

性別
男性 200 35.5% 29.5% 24.0% 17.0% 13.0%

女性 177 35.0% 32.2% 14.7% 20.3% 7.9%

性別
×
年代

女
性

30代 47 29.8% 36.2% 21.3% 29.8% 14.9%

40代 42 35.7% 47.6% 9.5% 4.8% 2.4%

茶系飲料関心者 332 36.4% 34.3% 22.0% 19.6% 12.0%

調査結果概要 ※端数処理の関係上、合計値が合わない場合があります

0 20 40 60 80 100

茶系飲料関心者（n=465） 確かに見た 見たような気がする

35.9% 35.5% 71.4%

JR交通広告　広告到達率　茶系飲料関心者ベース
質問文： あなたは今までに JR山手線新型車両の電車内で、このような広告をご覧に

なったことがありますか ?

調査手法 ： WEB調査　　調査期間 ： 2019年10月18日（金）～10月20日（日）

調査対象 ： ①一都三県在住　②20～59歳の男女　③普段、JR山手線を週1回以上
利用し、かつ9月30日（月）以降に山手線E235系新型車両に乗車した方

サンプル数：624サンプル広告効果測定調査概要

全体
（n=377）

茶系飲料
関心者
（n=332）

0

10

20

30

40

50

35.3 36.4

30.8
34.3

19.6
22.0

18.6 19.6

10.6 12.0

全体+10％以上 全体+5～10％未満表中の色付きセル……

JR交通広告　広告訴求内容伝達度　茶系飲料関心者ベース
質問文： これらの広告をご覧になって下記の項目についてどの程度伝わりましたか？

茶系飲料関心者（n=332）

香りのよいほうじ茶であること

棒ほうじ茶であること

計88.3%

 よく伝わった
 伝わった

計88.3%

 よく伝わった
 伝わったよく伝わった	 ：	 37.7%

伝わった	 ：	 50.6%

どちらともいえない	 ：	 8.4%

まったく伝わらなかった	：	 0.3%

あまり伝わらなかった	 ：	 3.0%

よく伝わった	 ：	 38.6%

伝わった	 ：	 49.7%

どちらともいえない	 ：	 9.6%

あまり伝わらなかった	 ：	 2.1%

まったく伝わらなかった	：	 0%
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