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ZeroBase Labs GINZA 4-chome crossing

銀座駅A1出口
目の前の好立地

銀座4丁目交差点
付近の通行量の多さ

新しいブランド体験
価値を試す場所

概要01.

銀座は都内のみならず、全国からの来訪者および外国人観光客が集まる世界的に評価の高い場所で
す。多くの人々とブランド価値をリンクさせるのに絶好の場所です。

1．テストマーケティングの場として

2．期間限定ショップとして

3．コミュニケーションの場として

たとえば地方自治体のアンテナショップが多く集結する銀座で期間限定出店することで、他の自治
体との新たな刺激と機会を創出し、観光やインバウンド対策に役立てることができます。

銀座4丁目交差点すぐの立地で通行量も多いことから、実験的にブランド体験を試せる場所として使
用できます。

使用用途
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銀座三越・銀座和光・三愛ビル・銀座プレイスに囲まれた銀座4丁目交差点、晴海通りに面した
日本一有名な場所に、プロモーションスペース「ZeroBase Labs」が誕生します。

実験的で面白いコトを【ZeroBase】から新しいコミュニケーションを生み出す【実験室（Lab）】
が今回我々が目指したいものです。
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サーキュレーション02.
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ZeroBase Labs GINZA
4-chome crossing
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※ 2019年 OOH-ATLAS サーキュレーションデータより

月 平日 休日

1月 93,996 76,316
2月 86,150 80,209
3月 71,153 75,663
4月 83,900 75,942
5月 67,229 78,730
6月 67,650 70,172
7月 70,729 67,928

8月 67,084 66,740
9月 74,135 75,367

10月 93,103 65,426
11月 90,256 85,320
12月 91,918 91,786

平均 79,775 75,799

2019年各月の1日平均

※屋外広告接触者数提供サービスOOH-ATLASサーキュレーションデータ2019より（当社開発）
※ 1メッシュ50m×50m範囲となります（※この場合は2メッシュ分を測定しています。）

のメッシュ内にいる通行人の数をスマートフォンのGPSデータにより測定。地図の
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媒体基本情報03.
媒体名称 ZeroBase Labs GINZA 4-chome crossing

媒体所在地 東京都中央区銀座5-7-1

広告料金
（税別）

通常期 ：※お問合せください
ハイシーズン：※お問合せください

※使用期間に設営撤去日を含む
※通常期（1月～9月）／ハイシーズン（10、11、12月）
※ファサード広告製作施工費別途
※運営費・内装費別途

仕様
使用可能面積 1F：約56㎡
ファサード広告サイズ 約6㎡

開始日／申込み
火曜日スタート／仮押さえ不可、決定優先、キャンセル不可
※詳しくは09お申込みから引渡しまでの流れを確認ください

支払方法 ご使用日の10日前まで

備考

※飲食イベント可
※電気・水道・トイレ・簡易厨房設備あり、ガス使用不可
※電気代、水道代は別途必要となります。（メーター計量、イ
ベント終了後精算）
※オプション（有料）で5F控室をご使用いただけます。（詳細
は06オプション参照）
※ファサード広告の仕様については随時ご相談ください。
※ファサード広告は中央区、銀座デザイン協議会の事前協議が
必要な場合があります。（銀座デザインルール(◆)参照）

※屋外広告物許可申請以外の関係諸官庁への届出は使用者側で
お願い致します。（消防署、保健所、警察署）
※広告主、使用目的・内容は事前に審査があります。（使用規
定参照）
※弊社が不適切と判断した場合にはご使用をお断りする場合が
ございます。
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2020年7月21日(火)※予定～2021年6月まで申込受付可能

◆銀座デザインルール（一部抜粋）◆

優れた広告デザインは街の価値を高め、にぎわいをつくりだす要素となります。一方で、具体的な情報（ロゴマーク、
キャッチコピー、商品名、商品写真、サービス内容）を載せすぎると、街のノイズとなり、景観を乱します。
要素はなるべく減らしてシンプルな表現としてください。銀座に出る広告は、銀座らしさを考えた洗練されたデザイン
でなくてはなりません。

TYO-00
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新型コロナウイルスの影響により、プロモーションの計画が立てづらいという声を元に

プロモーション期間中の来街者数に応じて広告料金を変動させる価格変動プランを期間限定で実施いたします。

2019年イベント
実施月平均

2020年イベント
実施期間

来街者数グラフ（イメージ）

平日 休日

（例）②の結果の為、
広告料金の50%を返金させていただきます。

※広告料金はお問合せください

【当施策における備考】
・適用期間：2020年7月21日（火）～2020年8/31(月）使用分までを予定。
・ご使用日の10日前までに広告料金全額をお支払い頂きます。来街者数集計完了後、報告書の提出と減少率分を払い戻しさせて頂きます。
・払い戻しが適用となるのは、広告料金のみとなります。その他イベント実施に関る製作施工、運営、電気・水道代などは対象外となります。予めご了承ください。

計測範囲はイベントスペース周辺の
50m4方×2メッシュとなります。

実施期間の
来街者数を計測した報告書を

提出します。

価格変動プランのフローに関して

屋外広告媒体の広告接触者数を提供するWEBサービスです。
スマートフォンGPSデータを活用し、当社が開発した独自のアルゴリズム（※）で推計した実際の通行量
に近いサーキュレーションデータを提供する屋外広告業界初のシステムです。（※）特許出願中。

with コロナ限定企画 OOH-ATLASを活用した価格変動プランに関して7-8月限定施策

③：減少率分を払い戻し
使用期間中の来街者数報告書の提出

②：2019年使用期間月の平均来街者数（平日・休日）と
使用期間の来街者数（平日・休日）を比較

①：OOH-ATLASを用いて来街者データを計測

平日 休日

（例）集計の結果、実施期間の

来街者数は昨年の50%だった。

■広告料金払い戻し

■報告書の提出

減少率10%以上から返金適用。
減少率に応じて返金対応致します。

■減少率分の返金対応に関して

計測範囲イメージ

50m

50m
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どれだけの人が屋外広告と接触したかを「見える化」できます

GPS

スマートフォン

全国共通の計測条件で比較
人口密度ではなく、通行量を計測する

独自の推計値にて算出

周辺通行量の年間平均と
時間別推移を表示・確認可能

▶屋外広告は通行人が通り過ぎながら視
認することを想定しているため、通行量
人数（広告接触者数）に特化した計測で
データを提供可能。

▶年間、月間、時間帯別など常時情報
を取得しているため、エリアマーケ
ティング・広告設計にも活用可能

▶統一した指標によるデータ数値のた
め、地方の屋外広告の効果測定等も容
易に検出が可能。

▶所在地の情報があれば全国で
検出可能。また、データは常時取
得可能。

スマホアプリから収集した
GPS（※）位置情報を計測

OOH-ATLASの人流データを活用し、クライアントのニーズに沿った様々な情報提供が可能です。詳細はお問合せください。

来街者の居住地 来街者の交通手段
来街者の

滞在時間・赴く場所

→どこからその街に来たのか →電車？車？どのようにして来たのか →今後のエリアマーケティングに活用

GPSデータを活用し、将来の広告設計や、店舗設計など幅広くご活用頂けます。

これまでの屋外広告計測（カウンター計測など）で課題とされていた広告接触者数の計測を屋外広告に適した独自のアルゴリズムで可視化。計測
方法を標準化することで、データの価値を高め、幅広く活用いただけます。

※ GPS（Global Positioning System）

OOH-ATLAS
オリジナル

GPSデータを活用したレポートサービス提供（※有料別途お見積り）さらに詳細な効果測定も可能

6

OOH-ATLASの特徴



© 2020 Kesion Co., Ltd. 

周辺状況04.

2019/08/10 撮影 2018/04/02 撮影
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2019/05/29 撮影 2019/05/24 撮影
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間取り図 1F05.
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※イメージです。厨房設備と配置は変更になる場合がございます。
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オプション（5F 控室）06.

隣室との共有部

使用料金
（税別）

※お問合せください

使用可能時間 9:00～21:00／12時間

仕様
使用可能スペース 5F：約16㎡

開始日／申込み 随時

キャンセル

ご使用当日～7日前：100％
8日前～14日前：80％
15日前～31日前：50％
32日前～本予約後：0％

付帯設備 ビル共有エレベーターあり、エアコン、wifi（UQ）

支払方法 イベント終了後精算

備考

※ 5Fはオプション（有料）となり、倉庫や控室等にお使い頂け
ます。
※一般のお客様の入室は出来ません。
※ 5Fのトイレは別テナント使用のため使用できません。1Fのトイ
レをご使用ください。
※隣室との共有部がございます。使用時は出来る限りお静かに
お願い致します。

9
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ファサード広告07.

10

※製作施工費、屋外広告物許可申請費は別途お見積りとなります。
※サイズは実測前の為、概略寸法です。

H3,305

W4,095

H2,430

W3,163

W932

H875
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銀座デザイン協議会について08.

15日間
事前協議期間

使
用
開
始

事前相談

協議フォー
マット提出

屋外広告物
許可申請書
提出・受理

屋外広告物
許可

※デザインの概要が固まり次第
早めにご相談ください。

許可期間

※計画が銀座らしさを損なわないものであると判断した場合
中央区に報告・報告書の提出を行い、事業者の方へはその
旨を連絡いたします。

※計画にさらに協議の必要があると判断した場合
銀座デザイン協議会からの意見や質問をまとめ、お伝えし
ます。銀座らしさを損なわない、事業者の方も納得する計
画となるよう協議を続けます。

銀座デザイン協議会 事業者

助言・指導書

14営業日

7日間

入稿 施工日

◆銀座デザインルール（一部抜粋）◆

優れた広告デザインは街の価値を高め、にぎわいをつくりだす要素となります。一方で、具体的な情報（ロゴマーク、
キャッチコピー、商品名、商品写真、サービス内容）を載せすぎると、街のノイズとなり、景観を乱します。
要素はなるべく減らしてシンプルな表現としてください。
銀座に出る広告は、銀座らしさを考えた洗練されたデザインでなくてはなりません。
ヒューマンスケールを超えた表現は望ましくありません。

11

中央区

報告書の提出 報告書の提出
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お問合せ・必要書類のご提出 • イベント企画書などをご提示ください。ご使用に関するご案内をさせていただきます。

事前審査 • ご提示いただいた内容をもとに事前審査をさせて頂きます。

最終審査・お申込

• 事前審査結果を元に実施内容を確定していただき、ZeroBase Labs申込書をご提示ください。
• 会場枠は確保致しますが、使用確定ではありません。申込書ご提出以降のキャンセルはお受けできません。

• 使用承諾書兼使用条件確認書の発行を致しますので、捺印しご返送ください。本書面の受領をもって使用確定となり
ます。

ご使用お打合わせ-②

ご使用日の2週間前まで

• 必要書類の提出をお願い致します。詳細は、別紙の使用規定をご確認ください。

ご使用お打合わせ-③

ご使用日の2週間前まで

• 内外装工事の内容及び工程スケジュールをご提示ください。ビル管理会社に提示します。
• イベント誘致及び告知などの理由で外部のメディアやSNS等の配信をする場合は、内容および配信先についてご提示

ください。
• ZeroBase LabsのWEB及びSNS等で事前告知を行います。

ご使用お打合わせ-①

屋外広告物許可申請提出の2週間前まで

• ファサード広告デザインの確定版をご提示ください。銀座デザイン協議会の事前協議を行います。
• デザインの概要が固まり次第早めにご相談ください。

会場の引渡し

ご使用日当日

• 引渡し内装確認、鍵のお渡しを致します。

原状回復の確認 • 広告料金以外の請求書を発行いたします（ご使用当月末）

お申込みから引渡しまでの流れ09.

12

ご入金
• ご使用日の10日前までに広告料金のお支払いをお願い致します。

ご使用日の10日前まで
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注意事項10.
１．申込

申込の際は使用目的・内容等をご明示下さい。使用目的、内容によりましてはお断りさせて頂く事があります。仮押さえは出来ません。
申込は別紙の使用規定を確認頂き、申込後は使用規定に同意したものとみなします。

２．使用期間・使用時間
使用期間には準備（設営）、後片付け（撤去）、原状回復等の一切の日数を含みます。プロモーションスペースの営業時間は9時～21時までとして下さい。（それ以外を希望の場合は別途相談）

３．広告料金の支払い
月またぎでのお申込みの場合、火曜日を基準に1週間単位でシーズン料金を適用します。広告料金は使用日の10日前までにお支払い下さい。お支払いが確認できない場合ご使用出来ません。

４．キャンセルについて
申込後のキャンセルは受けつけておりません。（5Fを除く）

５．関係諸官庁への届け出
開催にあたって、関係諸官庁への届け出は使用者側でお願い致します。会場内外で安全をはかるため必要と思われる場合には警察署へ事前に連絡下さい。また、届けた書類のコピーを必ずご提出下さい。
（消防署／保健所／警察署）

６．行列が予想される場合
行列が予想される場合は警察署に事前相談の上、周辺の店舗に迷惑にならないようご配慮よろしくお願いします。

７．施工に関する指定業者
外装施工と、本体に関わる施工は弊社で承ります。

８．管理責任
使用期間中に発生した事故については、すべて使用者側に責任を負って頂きます。

９．免責及び損害賠償
使用期間中に施設内で生じた盗難、破損等すべての事故の責任について当方は一切の責任を負いません。使用期間中に施設、設備、備品等に破損、損傷、または紛失した場合は実費負担して頂きます。
会場の鍵は御貸し致しますが、無断コピーはしないようお願い致します。紛失した場合は鍵の交換費用を実費請求させて頂きます。

１０．原状回復
原状回復と館内清掃、トイレ清掃、厨房清掃は使用者側にて行って下さい。シャンプーサロンの排水、飲食の油などを使用した場合は排水口の高圧洗浄をしてください。

１１．その他注意事項
使用の権利の譲渡、または申込時の広告主以外へ転貸する事は出来ません。
使用期間中、現場責任者は必ず会場に常駐下さい。
万が一、周辺住民からクレームもしくは、警察他関係諸官庁から使用中止などの指導があった場合は直ちに中止させて頂くことがあります。その場合であっても、広告料金の返還、及び損害賠償は
お受けできません。
イベント開催期間中、毎日トイレ、厨房の給排水の清掃を徹底願います。清掃を怠ったために不具合、故障が生じた場合、その修理費は使用者側の負担とさせて頂きます。

１２．NG業種
テナント競合・消費者金融（銀行系含む）・公営ギャンブル・パチンコ・政治宗教・たばこ（電子タバコ含む）・脱毛・エステ・結婚情報サービス・出会い系サービス・マッチングサービス・ネット
ワークビジネスその他弊社が不適切と判断した場合
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