
オリパラ時期
交通広告 絶滅マップ

SHUNKOSHA

渋谷

新宿



オリパラ時期 交通広告 絶滅マップとは・・・

渋谷・新宿エリアの主要媒体について
オリパラ時期（7～9月）の販売状況をマッピングしました。

大会スポンサー向けなどで既に販売済となっている
媒体については↓のマークをつけています。

【ご注意下さい】
※全ての媒体を網羅していません

※販売状況が変動する可能性があります

オリパラ時期の出稿を検討する際にご参考下さい！

※11ページ以降に首都圏の販売済媒体の
一覧を記載しています。
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【渋谷】 JR渋谷駅・東急百貨店東横店

ハチコーボード3

渋谷ハチ公口階段壁面オール
ラッピング

ハチコーボードTOQサイネージピラー
東急百貨店東横店2F

東急百貨店東横店
フラッグ ハチコーボード2渋谷ハーフジャックミニ

4月以降
売止め

4月以降
売止め

4月以降
売止め

支障予定
（時期未定）

渋谷臨時集中貼りビッグウォール J・ADビジョンハチ公改札

絶滅度：90％

オリパラ以前に東急百貨店閉店に伴い、
周辺の媒体が売止めになるという状況。
オリパラ時期もメイン媒体はほぼ全滅・・・



【渋谷】東急・メトロ 渋谷駅
ロイヤルボード ビッグ4 ビッグ8A田都渋谷ビッグ20

TOQサイネージピ
ラーヒカリエ改札前

東横渋谷ビッグ20柱巻広告 渋谷駅

田都渋谷ビッグ8B

田都渋谷アドサークルB

渋谷プレミアムセット

TOQサイネージピラービッグサイネージ
プレミアム ビッグ14 ビッグサイネージ

TOQサイネージ
渋谷スクランブルスクエア前

絶滅度：85％
スクランブルスクエア、ヒカリエのサイネージは
全滅を免れました。その他にも109側の
媒体も何とか生存しています。



【渋谷】京王新宿駅：駅構内媒体

③

渋谷スーパー4渋谷クアトロボード

⑦

④①

②

⑦

⑧

渋谷スーパー10

⑥

K-DGウェーブAエリア

①

K-DGウェーブBエリア

②

丸柱集中貼り

③

渋谷フラッグ

④

⑦
ペアボード

⑤

⑤ ⑥ ⑧

絶滅度：100％
京王渋谷駅の媒体も根こそぎ全滅。



【新宿】 JR新宿駅

④

⑥

⑦

⑫

東口

中央東口
小田急線
連絡口

南口

サザンテラス口

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

⑧

⑨ ⑩⑪

⑤

⑬

新宿東口ロッカーシート

⑩

J・ADビジョン新宿東口

新宿中央通路ハーフジャック

新宿サザンボード 新宿ターミナルシート

J・ADビジョン 新宿駅甲州街道改札 J・ADビジョン新宿駅南口

絶滅度：45％

新宿南口セット

J・ADビジョン新宿南口48

新宿駅集中貼り

新宿南口フラッグ

西口

パノラマ新宿、アルプス電照シートが廃止になった
影響もあり、大型媒体は軒並み全滅。
ビジョンが狙い目か？



【新宿】京王新宿駅

⑩⑨

⑦

⑧

②

③

①

⑤

⑥

④

⑪

K-DGピリエ
※9/2～

販売方法が変更

京王フロントボード京王ニューボード

① ② ③
京王ステラボード

⑤
京王ラウンドボード

⑥

京王モール
アネックススーパー6

④
京王X階段集中貼り

⑧
新宿スーパー10

⑦
新宿スーパー20

⑨
新宿スーパー4

⑩
新宿クアトロボード

⑪

⑫

イベントスペース

⑫

オリパラ時期の新宿に現れた奇跡の楽園！
絶滅とは無縁で媒体を自由に選び放題！

絶滅度：0％



【新宿】小田急新宿駅（西口）

デジタルピラーAエリア・センターフラッグ

デジタルピラーBエリア

デジタルウォール

スーパーシートⅤ

スーパーシートⅡ

スーパーシートⅢ

スーパーシートⅥ

スーパーシートⅣ

①②

④

③

⑤

⑥

⑦

⑧

絶滅度：100％
新宿西口は壊滅的な状況です・・・
新宿にこだわるのであれば、他の
エリアを検討しましょう。



【新宿】小田急新宿駅

①
②③

④

⑤

⑥
絶滅度：0％

南口

ホーム

西口の惨状が嘘のような状況。
デジタルピラーとフラッグの合わせ技は
インパクトもあるので狙い目！



新宿メトロ
スーパープレミアムセット

イベントスペース
MCV

1week/単駅1month
東口改札(B11出口前)

【新宿】東京メトロ新宿駅

柱巻広告ハーフA

MCV
単駅ジャック
定期券うりば前

MCV
単駅ロール

新宿三丁目新宿駅方面通路

柱巻広告ハーフB

絶滅度：30％
人気の大型ボードはやはり全滅。しかし、サイネージ関連が残っているのは◎
とくにMCV単駅ジャックはオリパラ時期、かなりの競争率になると予想されます。



【販売済媒体一覧①】

電鉄名 媒体分類 商品名 販売済み期間 備考

東京メトロ 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 渋谷ﾌﾟﾚﾐｱﾑｾｯﾄﾌﾙ 6/29～9/13

半蔵門渋谷駅柱巻 7/20～9/13
表参道ﾌﾟﾚﾐｱﾑｾｯﾄ4面 7/6～9/13
表参道駅柱巻 7/6～9/13
表参道ADｳｫｰﾙB1、B2 7/6～9/13
表参道駅臨時集中貼り 全ｴﾘｱ 7/6～9/13
新宿ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚﾐｱﾑｾｯﾄ4面 7/6～9/13
新橋駅臨時集中貼り 7/1～9/20
ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞｾｯﾄ 7/6～9/13
ﾜｲﾄﾞｾｯﾄ月A 7/6～9/13
ﾜｲﾄﾞｾｯﾄ金A 7/10～9/17
ｼﾝｸﾞﾙｾｯﾄ月A、月B 7/6～9/13
ｼﾝｸﾞﾙｾｯﾄ水 7/8～9/15
銀座ｴﾘｱｾｯﾄ 7/6～9/13
東銀座駅駅ばり 6/29～9/22 B0×11枚販売済み
銀座一丁目駅駅ばり 6/29～9/22 B0×13枚販売済み

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ MCV 表参道単駅ｼﾞｬｯｸ 7/6～9/13

MCV 新橋単駅ｼﾞｬｯｸ 7/6～9/13
MCV1weekﾌﾙｾｯﾄ 7/6～9/13 15秒×2枠販売済み

車両ﾎﾟｽﾀｰﾒﾃﾞｨｱ ﾂｲﾝ☆ｽﾀｰ 7/6～9/13 1枠販売済み
有楽町副都心線まど上ﾜｲﾄﾞ×2枠 7/13～9/１3
全線まど上ﾜｲﾄﾞ×2枠 7/13～9/１3
中づり7daysﾜｲﾄﾞ 7/13～8/9 東西線系+有楽町副都心線



ＪＲ東日本 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 連貼ｾｯﾄ主要駅ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 7/6～9/13
連貼ｾｯﾄ主要駅S 7/6～9/13
ﾔﾏﾃﾎｰﾑｾｯﾄﾌﾟﾗｽA、B 7/6～9/13
連貼ｾｯﾄ山手ﾗｲﾝ 7/6～9/13 有楽町、原宿のみ販売済み
連貼ｾｯﾄ首都圏A 7/6～9/13 有楽町のみ販売済み
東京駅中央通路電照ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｰﾄｾｯﾄ 7/6～9/13
東京駅集中貼り 7/6～9/13
東京ﾌﾞﾗｲﾄﾋﾟﾗｰ 7/6～9/13
ﾊﾟﾉﾗﾏ東京 7/6～9/13
新橋駅地下通路ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｰﾄｾｯﾄ 7/6～9/13
新橋駅集中貼り 7/6～9/13
ﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞ新橋A、B 7/6～9/13
品川駅集中貼り 7/6～9/13
品川駅大型ﾌﾗｯｸﾞ 7/6～9/13
渋谷ﾊﾁｺｰﾎﾞｰﾄﾞ 7/13～9/20
渋谷ﾊﾁｺｰﾎﾞｰﾄﾞ2、3 7/13～9/20
渋谷駅集中貼り+ﾊﾁ公口階段壁面ｵｰﾙﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ 7/6～9/13
ﾊﾟﾉﾗﾏ渋谷 7/6～9/13
新宿中央通路ﾊｰﾌｼﾞｬｯｸﾌﾟﾗｽ 7/6～9/13
新宿駅ｻｻﾞﾝﾎﾞｰﾄﾞ 7/16～9/14
新宿ﾋﾞｯｸﾞｼｰﾄ 7/16～9/14
新宿南口ｾｯﾄ 7/6～9/13
新宿駅集中貼り新南口ｾｯﾄ、B0ｾｯﾄ 7/6～9/13
新宿B1集中貼りｾｯﾄ 7/6～9/13
新宿ﾀｰﾐﾅﾙｼｰﾄ 7/16～9/14
秋葉原駅ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｰﾄｾｯﾄ 7/6～9/13
上野駅集中貼り 7/6～9/13
上野公園口電照ｼｰﾄ 7/6～9/13
吉祥寺駅集中貼り 7/6～9/13
成田空港駅･空港第2ﾋﾞﾙ駅集中貼り 7/6～9/13
自動改札ｽﾃｯｶｰ全駅ｾｯﾄ、山手36駅ｾｯﾄ 7/11～9/11 有楽町、原宿、信濃町、千駄ヶ谷のみ販売済み

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ N’EXﾄﾚｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ 7/1～9/30 一部の枠が販売済み
車両ﾎﾟｽﾀｰﾒﾃﾞｨｱ 山手線ADﾄﾚｲﾝ+車体広告 7/16～9/15

電鉄名 媒体分類 商品名 販売済み期間 備考

【販売済媒体一覧②】



東急 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ14 7/6～9/13
田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ8A 7/6～9/13
田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ8B 7/6～9/13
田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ4 7/6～9/13
田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ20 7/6～9/13
田園都市線渋谷ﾛｲﾔﾙﾎﾞｰﾄﾞ 7/6～9/13
田園都市線渋谷ｱﾄﾞｻｰｸﾙB 7/6～9/13
田園都市線渋谷ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎﾞｰﾄﾞ 7/6～9/13
田園都市線渋谷臨時集中貼り 7/6～9/13
田園都市線渋谷駅7番ﾎﾞｰﾄﾞ 7/6～9/13
東横線渋谷駅臨時集中貼りA 7/6～9/13
東横線渋谷駅ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞA1～A4 7/6～9/13
東横線渋谷ﾋﾞｯｸﾞ20 7/6～9/13
東横線渋谷ﾌﾗｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 7/6～9/13

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ 田園都市線渋谷ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾈｰｼﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ 7/6～9/13
田園都市線渋谷駅ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾈｰｼﾞ 7/6～9/13
田園都市線渋谷駅TOQｻｲﾈｰｼﾞﾋﾟﾗｰ 7/6～9/13
田園都市線渋谷駅階段壁面ｻｲﾈｰｼﾞ 7/6～9/13

屋外広告 Q'SWALL 7/1～9/14
Q2ﾎﾟｲﾝﾄ 7/1～9/14
Q'SEYE 7/1～9/14 期間中2分販売済み
渋谷駅前ﾋﾞｼﾞｮﾝ 7/1～15 期間中1分販売済み
渋谷駅前ﾋﾞｼﾞｮﾝ 7/16～31 期間中2分販売済み
渋谷駅前ﾋﾞｼﾞｮﾝ 8/1～15 期間中1分販売済み
渋谷駅前ﾋﾞｼﾞｮﾝ 8/16～31 期間中2分販売済み
渋谷駅前ﾋﾞｼﾞｮﾝ 9/1～14 期間中1分販売済み

電鉄名 媒体分類 商品名 販売済み期間 備考

【販売済媒体一覧③】



電鉄名 媒体分類 商品名 販売済み期間 備考
東京都交通局 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 浅草ﾗｲﾝｾｯﾄ 7/6～9/13

三田ﾗｲﾝｾｯﾄ 7/6～9/13
新宿ﾗｲﾝｾｯﾄ 7/6～9/13
大江戸ﾗｲﾝｾｯﾄ 7/6～9/13

車両ﾎﾟｽﾀｰﾒﾃﾞｨｱ 大江戸線まど上ﾜｲﾄﾞ×2枠 7/13～9/13 2枠販売済み
京浜急行 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 品川駅臨時集中貼り 7/6～9/13

品川ｽﾊﾟｰﾌﾗｯｸﾞ1、2 7/6～9/13
羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ駅ｽｶｲﾎﾞｰﾄﾞ3 7/13～9/6
羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ駅臨時集中貼り 7/6～9/13
羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ駅ｼｰﾄ広告A、B 7/13～9/13
羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅ﾌｫﾄﾋﾟﾗｰ1、2 7/1～9/30
羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅ｽﾃｯﾌﾟ広告 7/1～9/30
羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅臨時集中貼り 7/6～9/13
羽田空港国内線ﾀｰﾐﾅﾙ駅ｼｰﾄ広告ﾌﾙ 7/13～9/12

京成 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 空港第2ﾋﾞﾙ駅ﾊﾟﾜﾌﾙﾊｰﾌ 7/7～9/14
成田空港駅柱巻き+集中貼りｾｯﾄ 7/6～9/13 柱巻きは長期ｸﾗｲｱﾝﾄで販売見込み
空港第2ﾋﾞﾙ駅柱巻き+集中貼りｾｯﾄ 7/6～9/13 柱巻きは長期ｸﾗｲｱﾝﾄで販売見込み

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ ｽｶｲﾗｲﾅｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 7/13～9/12 180秒中90秒販売済み
小田急 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 新宿駅西口ﾃﾞｼﾞﾀﾙ駅ｽﾄﾗﾕﾆｯﾄ 7/6～9/13

ﾈｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ 7/6～9/13
参宮橋駅駅ばり 7/6～9/13 B0×2枚販売済み
代々木八幡駅 7/6～9/13 B0×1枚販売済み

京王 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 渋谷丸柱集中ばり 7/6～9/13
渋谷ﾌﾗｯｸﾞ 7/6～9/13
渋谷ｽｰﾊﾟｰ10 7/6～9/13
渋谷ｽｰﾊﾟｰ4 7/6～9/13
ｸﾜﾄﾛﾎﾞｰﾄﾞ渋谷駅 7/6～9/13
吉祥寺ｽｰﾊﾟｰ10 7/6～9/13
吉祥寺ｽｰﾊﾟｰ4 7/6～9/13
ﾍﾟｱﾎﾞｰﾄﾞ 7/6～9/13

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞﾒﾃﾞｨｱ 渋谷K-DGｳｪｰﾌﾞA、Bｴﾘｱ 7/6～9/13
吉祥寺K-DGﾊﾞﾅｰ 7/6～9/13 15秒×2枠販売済み
吉祥寺K-DGｳｫｰﾙ 7/6～9/13 15秒×2枠販売済み

【販売済媒体一覧④】



電鉄名 媒体分類 商品名 販売済み期間 備考

ゆりかもめ 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 新橋駅集中貼り 7/6～9/13
新橋駅ﾎｰﾑｱﾄﾞﾋﾟﾗｰ 7/13～9/6
新橋駅ﾌﾗｯｸﾞ 7/13～9/6
新橋駅ｼｰﾄ広告A、B、C 7/13～9/6

車両ﾎﾟｽﾀｰﾒﾃﾞｨｱ まど上(W) 7/13～9/12
ADﾄﾚｲﾝ 7/11～9/10
B額 7/13～9/6

東京モノレール 駅ﾎﾟｽﾀｰ･SPﾒﾃﾞｨｱ 浜松町集中駅ばり 7/6～9/13
羽田空港第1ﾋﾞﾙ集中駅ばり 7/6～9/13
羽田空港第2ﾋﾞﾙ集中駅ばり 7/6～9/13
羽田空港国際線ﾋﾞﾙ集中駅ばり 7/6～9/13
羽田空港国際線ﾋﾞﾙ駅ﾌﾗｯｸﾞ広告 7/13～9/12
羽田空港第2ﾋﾞﾙ駅ｽｶｲﾊﾟﾈﾙ 7/1～9/30
羽田空港第2ﾋﾞﾙ駅ﾎｰﾑ可動柵開閉部ｽﾃｯｶｰ 7/13～9/12
天王洲ｱｲﾙ駅ﾎｰﾑ可動柵大型ｽﾃｯｶｰ 7/13～9/12
天空橋駅ﾎｰﾑ可動柵大型ｽﾃｯｶｰ 7/13～9/12

【販売済媒体一覧⑤】
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