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街のあらゆるスペースをメディアとして捉え、
ニューヨークやパリで⾏われている広告⼿法を実施している広告代理店です。

OOH・屋外広告・交通広告



広告で世の中をより良くしたい。
屋外広告・交通広告の既存メディアに限らず、新規メディア開発を⾏います。

OOH・屋外広告・交通広告

ラッピングバス

交通広告

渋⾕スクランブル交差点ジャック

ビルボードポスタージャック

仮囲い広告



�������
H&M����	
�����


�
裏原宿
エリア

キャットストリート
エリア

【新規メディア開発】HARAJUKU WILD POSTING

原宿の街と共存する、ストリートメディア
流⾏の発信地「原宿」、感度の⾼いユーザーが集まる街でエリアジャックできる広告メディアです。

WILD POSTING

in HARAJUKUCELINE

BURBERRY

Louis Vuitton



ロングバナー

【新規メディア開発】ミューカ オリジナルOOHメディア

既存メディアの販売だけでなく、新規メディアの開発を⾏っております。
ご要望に合わせて、ロケーションリサーチから交渉、施⼯までワンストップで⾏います。

フォトスポット ステップ広告 フラッグ広告

LEDビジョン壁⾯⼤型シート ビッグボード

ウォールペインティング 壁⾯ラッピング ショーケース

北参道駅ビルボード 横断幕・フラッグ デジタルサイネージ 街頭サンプリング

壁⾯ラッピング

渋⾕PARCO前

代官⼭ ポスター広告



プロモーション事例

⽬の前の通⾏⼈にアプローチするOOH広告ではなく、
OOHを活⽤したコンテンツを企画し、ユーザーの拡散およびパブリシティ獲得を狙います。

バスツアー企画 ビジョン⽣中継 特殊移動広告

造作物展⽰プロジェクションマッピング ウォールペインティング ピールオフ

サンプリング POPUPショップ チョークアート展開

トリックアート 選挙看板 バスタブシネマ 街頭サンプリング



【新規メディア開発】イベントプロモーション

イベントの企画・制作・運営からキャスティングまでワンストップでサポートいたします。
年間150件を超える商業施設のイベント運営から培った経験と実績でエンドユーザーに刺さる
リアルなプロモーションの場をご提供いたします。

造作物の設置 タッチ&トライ 駅構内イベント

サンプリング 体験イベント サンプリング



CHANELCELINE

ニューヨークでウォールペイントを実施する「overall murals」と共に経験豊富なウォールペインターを
来⽇させ、本場ニューヨークと同じクオリティでペインティングを⾏います。

【新規広告⼿法】ウォールペイント

写メりたくなる︕インスタグラム映えバッチリ︕
屋外広告を「フォト(⾃撮り)スポット」に︕



【OOH総合情報サイト】WALL & SPACE

屋外広告に関する最新ニュースの配信から、媒体情報まで
屋外広告のすべてがわかる総合情報サイトです。

全国の様々な「空きスペース」を掲載することで、広告主と媒体オーナーをマッチング致します。

広告主 媒体社
ビルオーナー

媒体の掲載媒体を検索

OOHニュース 媒体情報



【新規メディア開発】アドカー

アドカーは、無料でレンタカーを利⽤できるサービスです。

スポンサー企業の広告宣伝費によって、利⽤者が⽀払うレンタカー代が無料となります。
スポンサー企業は、⾞内装飾などを通じて、⾃社が展開する商品・サービスの認知拡⼤や購買⾏動への誘導を⾏えます。

外装ラッピング ⾞内装飾

広告で世の中をより良くしたい

利⽤者
⾞両の提供（広告宣伝⾞）

スポンサー
企業

レンタカー代が無料



ユメカナ事業

みんなの夢を叶える会社

夢を叶えるサービスを開始
叶えたい夢がある⼈がサイトに応募

↓
企業のプロモーションとして「夢」を持った⼈を起⽤

↓
企業のコンテンツとしてプロモーションを⾏う

ミ ンナノ
ユ メヲ
|

カ ナエル



ユメカナ事業

◾ 広告スポンサーのプロモーション内容
・キャンペーンサイトにて告知
・式場内装飾
・結婚式の様⼦の動画をキャンペーンサイト等で放映
・プレスリリース配信（事前事後）

結婚式をあげられない理由
・コロナで延期になり、結婚式をあげられない。
・両親に花嫁姿を⾒せたいが、お⾦がない。

スポンサーの費⽤で
結婚式を挙げる夢を叶えます︕

⾼砂裏にバックパネルの設置 転換時等のCM放映 引き出物と同時にサンプリング ⼆次会で商品PR&景品提供商品展⽰＆タッチアンドトライ

結婚式場のメディア化



企画・キャスティング・運⽤までワンストップでSNSを使ったプロモーションをサポート致します。
ギフティングだけではなく、⾃社独⾃の企画で効果的な拡散を⾏います。

ギフティング投稿

h"ps://asbs.jp/tabibu/

「旅部」
モデルインフルエンサーが旅を通して、商品やサービスを発信します。

SNSプロモーション

イベント参加投稿

WEBサイト制作

https://asbs.jp/tabibu/


スチール撮影

クリエイティブ制作

ニューヨーク在住のフォトグラファー・クリエイターチームがビジュアルの撮影を⾏います。
また、国内イベントのアフターレポートムービーや広告撮影も⾏っております。

ムービー制作

Samantha Thavasa

Remote in NY

Samantha Thavasa

TAION



WEBサイト制作

キャンペーンサイトのデザインからシステムの構築までをトータルでサポート。
キャンペーンのテーマ・メッセージに合わせたサイトデザインをご提案致します。



プロモーション事例



事例紹介︓新垣 結⾐

2ndアルバム「hug」をリリースする新垣結⾐が、21歳の誕⽣⽇とニューアルバムの発売を記念して、
都内を観光する“hug”バスツアーを⾏った。新垣はバスガイドとして⼀⼈⼀⼈に⼿作りのしおりを配布し、
お台場海浜公園や、東京タワーなどでファンと記念撮影を⾏った。



dTV「キスマイどきどきーん!」の番組宣伝として、原宿⽵下通りにチョークアートの展⽰をおこなった。

1週間で約5200⼈が写真を撮影し、ツイッターではトレインド⼊りをした。

事例紹介︓dTV



事例紹介︓AbemaTV

ロンドンブーツ1号2号の⽥村淳さんの100⽇で⻘⼭学院⼤学の受験合格を⽬指すという
AmebaTVの新番組における緊急重⼤発表の⽣放送を東京（QʼS EYE）、⼤阪（トンボリステーション）、
名古屋（インタービジョン）の街頭ビジョンで⽣中継した。

【東京】渋⾕QʼS EYE 【名古屋】インタービジョン【⼤阪】トンボリステーション

【東京】原宿Abemaスタジオ



事例紹介︓バットマン

バットマンの80周年を記念して、全世界12カ国でバットシグナルの投影が⾏われました。
⽇本では、渋⾕スクランブル交差点にバットシグナルを出現させました。

渋⾕スクランブル交差点にバットシグナルが出現

カナダ

メキシコ

スペイン南アフリカ

ニューヨーク



事例紹介︓SEIKO 

渋⾕の街に4体のマネキン⼈形を展⽰。突如として現れたアクロバティックなマネキンが話題になった。
QRコードを読み取ると限定のコンテンツが⾒られる仕掛けが⾏われた。

設置ロケーションの交渉 渋⾕の街を使ったプロモーション



事例紹介︓レッドブルミュージックアカデミー

東京の渋⾕・原宿・恵⽐寿・中⽬⿊のエリアに選挙ボードを約40箇所に展開。
普段は広告が掲出されていないスペースの突如現れるというゲリラプロモーション。



事例紹介︓adidas

全国6箇所（渋⾕・⼤阪・神⼾・京都・広島・福岡）でポスタージャック展開。新宿・原宿では仮囲い、ショーケースを
ラッピングする展開を⼀⻫に⾏なった。各ビジュアルにはQRコードを掲出し、モバイルサイトへの誘導を促した。
また、各エリアにアディダスのQRコードが⼊ったツナギとキャップを被った⼥性がベスパで登場し、QRコードになっている
バッジを各メディアに取付け、通⾏⼈にピックアップしてもらう展開を⾏なった。

ピールオフ ラッピング⾞両

オリジナルユニフォーム



SHIBUYA109店頭イベントスペースとMAGNET展望台でARイベントを開催。
渋⾕のスクランブル交差点で戦闘するロボット2体を2箇所から違った⾓度で⾒ることができた。

SHIBUYA109店頭イベントスペース MAGNET 展望台

事例紹介︓Cygames 「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS」

OOHでイベント告知



事例紹介︓湘南乃⾵ HUN-KUN

HAN-KUN⾃⾝のレーベルによる魔法のショップ「MAGIC MOMENT RECORDS」が期間限定でオープンする。
実は、まるでそこにお店が実際に存在しているかと⾒紛うほどにリアルな“トリックアート”を
＜ABC-MART 渋⾕センター街店＞のシャッターに描くことにより出現するこのショップ。
つまり、ABC-MARTが閉店しシャッターが下りると同時にオープンする、という仕組みとなっている。
しかも、この「MAGIC MOMENT RECORDS」には様々なQRコードが貼付けられており、
その場で着うた(R)やライブDVDの購⼊が出来るほか、収録されているライブ映像を視聴することも可能とのこと。



ロッテの爽では、広告を展開するロケーションにマッチしたクリエイティブを展開。
アパレルショップのショーウインドウの世界観を活⽤し、
キャッチコピーを「マネキンも夢をみるのかな︖」で実施。他数カ所でも同時展開を実施。

▪クリエイティブ

事例紹介︓ロッテ 爽



IKEA GReeeeN ウコンの⼒

特殊⾞両「アドクル」は、アドトラックでは⼊れない駅前や商店会を⾛⾏することが可能です。
ドライバーに⾐装を着⽤させる事もでき、商材の世界観を伝えます。

【管理媒体】アドクル

CONVERSE



メディア開発
OOH



【管理媒体】HARAJUKU WILD POSTING

原宿の街と共存する、ストリートメディア
流⾏の発信地「原宿」、感度の⾼いユーザーが集まる街で展開するファッション性の⾼い広告メディアです。
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裏原宿
エリア

キャットストリート
エリア

【管理媒体】HARAJUKU WILD POSTING

原宿エリアを合計98枚のポスターでストリートジャック



CELINE

【管理媒体】HARAJUKU WILD POSTING 事例紹介

HERMES

BURBERRY LOUIS VUITTON

COACH

VALENTINO

SAINT LAURENT GIVENCHY MONCLER



New Balance

【管理媒体】HARAJUKU WILD POSTING 事例紹介

adidas

Amazon Fashion Supreme

H&M

Zoff

FLOWFUSHI エド・シーラン Corona Extra



WILD POSTING 表現⽅法

ポスターを壁に貼ることがWILD POSTINGではございません。
壁⾯やロケーションを利⽤して、様々なクリエイティブの表現にご利⽤いただけます。

ウォールペインティング カッティングシート

商品の展⽰ ⼤型ビジュアル 造作物の設置



メンバー9⼈のソロのポスターを探し出し、スタンプラリーを楽しんでもらう企画。
原宿の街中をポスターを探して歩き回るファンが続出しました。

CanCam 「TWICEを探せ︕」 裏原宿エリアをポスターでジャック

スタンプラリー

【管理媒体】HARAJUKU WILD POSTING 事例紹介



メンバーの少年時代の写真を使⽤したシークレットフラッグが隠されており、ファンがメンバー7⼈を探す企画。
シークレットフラッグを撮影した写真にハッシュタグをつけてツイートすると、フラッグを抽選で7名にプレゼントするという
キャンペーンが⾏われた。

GENERATIONS from EXILE TRIBE 原宿をフラッグジャック

【管理媒体】裏原宿ストリートフラッグ 事例紹介

メンバー7⼈のシークレットフラッグ



ポスターに記載された電話番号に電話を掛けるとメンバーによる限定コメントが聞けるキャンペーン。
駅のポスターを東京と⼤阪で同時にご実施いただきました。

ONE OK ROCK 鎗ヶ崎交差点

【管理媒体】DAIKANYAMA WILD POSTING 事例紹介

全国の交通広告を実施



【管理媒体】hawk WILD SHOWCASE
古着、スニーカー、ストリートブランドを取り扱う店が多く⽴ち並ぶファッションエリア「裏原宿」。

元アパレルショップのショーウィンドウを装飾できる新メディアを販売開始致します。
店舗内を利⽤したPOPUPショップなどもご相談ください。



渋⾕PARCO

�
�
�
�

坂

【管理媒体】SHIBUYA WWW WILD BOARD
渋⾕WWWは、⾳楽チャンネルを放映しているスペースシャワーTVがプロデュースするライブスペースです。
2020年にリニューアルオープンした渋⾕PARCOの向かいに位置しており、通⾏者が多いエリアです。

渋⾕PARCO側の壁⾯に設置された広告スペースのご提案です。



メディア開発
イベントプロモーション



【管理スペース】SHIBUYA109
SHIBUYA109広告メディア・イベントスペース事務局として、広告媒体やイベントスペースの
管理を⾏っております。年間150件を超えるメディア・イベント運営から培った経験と実績で
エンドユーザーに刺さるリアルなプロモーションの場をご提供いたします。

サンプリング メディア発表会

撮影 タッチ&トライ キッチンカー



【管理スペース】SHIBUYA109 OOHプラン

SHIBUYA109店頭イベントスペースはイベント利⽤だけでなく、ビジュアルボードを設置して
屋外広告としての利⽤も可能です。

ビジュアルボードの展⽰ フォトスポット

LEDビジョン放映 ピールオフ フォトスポット



2018年4⽉28⽇にリニューアル
109MENʼS
↓

MAGNET by SHIBUYA109

スクランブル
交差点

ハチ公前広場

【管理スペース】MAGNET by SHIBUYA109

MAGNET by SHIBUYA109はスクランブル交差点に位置する商業施設です。

OOHメディアやイベントスペースなどを使った⽴体的なプロモーションが可能です。

ロングバナー

ビッグボード
エントランスイベントスペース

屋上イベントスペース



⽬線の⾼さで⼤きくビジュアルを展開できるボードです。
前のスペースに余裕があるため床⾯のラッピングやピールオフなど、特殊展開が可能です。

フォトスポット

【管理スペース】MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード

⼤型ビジュアル掲出 ピールオフ

トリックアート



渋⾕スクランブル交差点で唯⼀サンプリングなどが実施できるイベントスペースです。
イベントプロモーションのコーディネートもご相談ください。

【管理スペース】MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース

POPUPショップサンプリング

ライブペインティング タッチ＆トライ



【管理スペース】MAGNET by SHIBUYA109 屋上イベントスペース

3⽇間開催150名来場

バスタブ設置 220インチスクリーン

多数のメディアに取材される

＜バスタブシネマ︓イベント＞
バスタブに浸かりながら220インチのスクリーンで映画を⾒るリラックスイベント。
チケットは30分で完売。3⽇間で150⼈がバスタブシネマを満喫した。



MAGNET by SHIBUYA109壁⾯を利⽤した新規媒体を開発。
最⼤265㎡の⼤きさで⾃由にデザインをしていただけます。

【管理スペース】MAGNET by SHIBUYA109 ウォールジャック

A

合計265㎡まで掲出可能

※実施イメージ



【管理スペース】東急プラザ表参道原宿

「東急プラザ表参道原宿」の広告メディア・イベントスペースのご紹介です。
神宮前交差点で唯⼀サンプリングが可能な店頭イベントスペースでイベントをご実施いただけます。

造作設置範囲

サンプリング可能範囲

店頭イベントスペース

屋上イベントスペース エントランスOOHメディア

原宿神宮前交差点

造作物設置可能



【管理スペース】東急プラザ表参道原宿 事例紹介

多数の体験者

階段ラッピング広告

スニーカーに使⽤されているミッドソール“ブースト”を
東急プラザ表参道原宿1階から2階までの階段に敷き詰めて体験をしてもらうイベントを開催しました。

ブースト素材の体験

adidas ⽌まれない階段



※上記の写真のようなデザインでの掲出も可能です。

74.6㎡

5,120

6,470

33.1㎡

8,490

10,040

4,840

6,380

2,040

2,055

20.6㎡

4,220

3,050

12.8㎡
10,045

ワイルドウォール

【管理スペース】東急プラザ表参道原宿

明治通り側の壁⾯を使⽤した原宿表参道エリア最⼤級の屋外広告が掲出可能です。
テナントが⼊居するまで期間限定販売を⾏います。
販売期間を延⻑する可能性が⾼いため、決定次第ご連絡させていただきます。

広告掲出期間中はサンプリングなどのイベントも可能です。



【管理スペース】東急プラザ表参道原宿 事例紹介
原宿キャットストリートに位置するBATSU ART GALLERYで⾏われるポップアップストアの告知を
ご掲出いただきました。

H&M POPUPストアの告知



【管理スペース】WeWork

WeWork(ウィーワーク)は、ニューヨークに本社を置き、全世界28カ国105都市485拠点で
コミュニティ型ワークスペースを提供・運営する企業です。
スタートアップから⼤企業まで、45万⼈以上のメンバーが参加しており、
世界中のコミュニティを通じて、お互いに刺激し合える コラボレーション環境を提供しています。



貸切利⽤

POPUP

館内サイネージ 商品サンプリング

トークショー

【管理スペース】WeWork

⽇本国内の31拠点で、施設内を使⽤したインストアプロモーションが可能です。
ハイクラスな情報感度の⾼い、ビジネスパーソンに訴求していただけます。
また、貸切利⽤でPOPUPやトークショーなどもご実施いただけます。

⼊居テナント企業



シート掲出位置

デジタルサイ
ネージ

タッチ＆トライ 商品展⽰ タッチ&トライ

⼤型ビジュルの掲出 イベントスペース

【管理スペース】WeWork Iceberg

明治通り沿いの原宿と渋⾕の中間地点に位置する「WeWork Iceberg」
外壁を使った屋外広告や、エントランスでサンプリングなどイベントがご実施いただけます。
また、館内はPOPUPカフェやイベント・パーティーのご利⽤も可能です。

デジタルサイネージ



イベントの開催 街路灯フラッグ 街頭ビジョン

横断幕 パラソル広告

【管理スペース】浅草六区ブロードウェイ
浅草は、年間830万⼈もの外国⼈観光客が訪れる⽇本有数の観光地です。
浅草寺⻄側の「浅草六区ブロードウェイ」は、国家戦略道路占有事業に新たに認定され、
路上を使ったイベントなどが実施できる特別区画です。
イベント以外にも横断幕、フラッグ、街頭ビジョンなどの屋外広告がご実施いただけます。



お肌年齢チェック 交通広告

タッチ＆トライ 年間で約1,000件実施

事例紹介︓シーボン

駅構内や商業施設のスペースを使⽤して、タッチ＆トライイベントを年間約1,000件実施しております。
イベントの企画・制作・運営からロケーションのリサーチまでワンストップでサポートいたします。



POPUP STORE



メディア露出やSNS拡散を⽬的としたPOPUP STOREに効果的なロケーションを⼿配いたします。
有名商業施設や駅構内など誰もが知っているスペースから、クライアントの要望に合わせた
ロケーションの交渉も⾏っております。

POPUP スペースのコーディネート

【表参道】ZeroBase 【原宿】Case B 【渋⾕】n_space

【表参道】ベーカリーカフェ426 【原宿】hanami 【原宿】BOKGallery 【表参道】COMMUNE 2nd

【表参道】Rスタジオ



ホーユー株式会社のヘアカラーブランド「ビューティーン」のPOPUPカフェを原宿⽵下通りBOKGalleryにて開催した。
カラフルな内装とオリジナルメニューを提供してブランディングを⾏った。

事例紹介︓hoyu Beauteen cafe


