
1I-Consulting Confidential

アイコンサルティング株式会社

ライブハウスを使ったプロモーションメニューのご紹介

2023年4月～6月 媒体資料

2023年3月31日



■ライブ市場を取りまく状況
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ぴあ総研記事 日経トレンディ記事



■ライブ市場推移
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ライブ市場は急拡大中！
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出典：コンサート・プロモーターズ協会



■ライブ市場（2015年）
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東京を中心に全国で30,000回のライブ公演が行われている！

出典：コンサート・プロモーターズ協会



■ライブハウス市場（2015年）
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ライブハウスでは12,000回公演、400万人を動員している！

出典：コンサート・プロモーターズ協会



■ライブハウスプロモーション特徴
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１．来場者の趣味・嗜好が明確な「音楽好き」「ダンス好き」

２．来場者の年齢が20代中心

３．バンドを通じたネットワーク、コミュニティを有する

１．「ヘッドフォン」「音楽プレーヤー」などのオーディオ機器

２．「楽器」「DJ機器」などのPLAYER機器

３．音楽イベント、エンタメイベントの案内

４．ファッション、アクセサリー類

５．音楽サービス（アプリ/サイト)

ターゲット

マッチした商品



■展開可能なライブハウス
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◇東京を中心としたライブハウスと提携

上記店舗数に限らず、ご要望により、さらに他店舗での展開も可能です。ご相談ください。

I-Consulting Confidential

店名 エリア 形態 キャパ 動員/月（概算） HP

eggman 渋谷 ライブハウス/クラブ 350 5,000 http://eggman.jp/daytime/

SHIBUYA CYCLONE 渋谷 ライブハウス 300 3,000 http://www.cyclone1997.com/home.html

GARRET udagawa 渋谷 ライブハウス 300 3,000 http://www.cyclone1997.com/garret/garret_home.html

CHELSEA HOTEL 渋谷 ライブハウス 300 3,000 http://www.chelseahotel.jp

Star lounge 渋谷 ライブハウス 250 2,500 http://starlounge.jp

東京354CLUB 渋谷 ライブハウス 100 1,000 http://354club.com

Shibuya MilKYWAY 渋谷 ライブハウス 250 2,500 http://www.shibuyamilkyway.com

月見ル君想フ 青山 ライブハウス 200 2,000 http://www.moonromantic.com

晴れたら空に豆まいて 代官山 ライブハウス 250 2,500 http://mameromantic.com

Zher the ZOO YOYOGI 代々木 ライブハウス 300 3,000 http://www.ukproject.com/zherthezoo/

Club Que 下北沢 ライブハウス 280 2,500 http://www.ukproject.com/que/

mona records 下北沢 ライブハウス/カフェ 200 2,000 http://www.mona-records.com

CLUB251 下北沢 ライブハウス 300 2,500 http://www.club251.com

440 (four forty) 下北沢 ライブハウス 100 1,000 http://440.tokyo

solfa 中目黒 クラブ 100 1,000 http://www.nakameguro-solfa.com

BATICA 恵比寿 ライブハウス/クラブ 100 1,000 http://www.batica.jp

Garage 下北沢 ライブハウス 250 2,500 http://www.garage.or.jp

YOKOHAMA B.B.street 横浜 ライブハウス 150 1,500 http://www.bbstreet.com/contact.html

Total 4,080 41,500

http://eggman.jp/daytime/
http://www.cyclone1997.com/home.html
http://www.cyclone1997.com/garret/garret_home.html
http://www.chelseahotel.jp/
http://starlounge.jp/
http://354club.com/
http://www.shibuyamilkyway.com/
http://www.moonromantic.com/
http://mameromantic.com/
http://www.ukproject.com/zherthezoo/
http://www.ukproject.com/que/
http://www.mona-records.com/
http://www.club251.com/
http://440.tokyo/
http://www.nakameguro-solfa.com/
http://www.batica.jp/
http://www.garage.or.jp/


■実施可能なライブハウス紹介
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eggman
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月見ル君想フ

晴れたら空に豆まいて Club Que



■プロモーションメニュー1
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◇媒体の特徴
ライブハウスのスタッフが受付でサンプル配布を実施します。入店時もしくはお支払い時の手渡しです。
スタッフと来店者は距離も近く、スタッフからの配布は効果的です。
20~30代を中心とした音楽好き、ダンス好きにアプローチできる特別なメディアです。“
飲食物、スナック類のサンプリングが可能です。（審査あり）
音楽関係のサービス告知、コンサートやイベントの告知、音楽番組の番宣などをノベルティと一緒に
チラシなどをアッセンブリして配布も可能です。
都内店舗中心ですが、他のエリアも交渉可能です。

◇商品サンプリング

配布・展開エリア 東京都内

属性 20代～40代を中心とした音楽好き

料金（NET） 単価：@60円 ※目視による性別セグメントは別途＋10円必要です。 単価は目安です。商品内容によって異なります。

数量 ミニマムロット：１0,000個 最大：40,000個 ※月間での配布数です

備考

＊事前審査があります。 商品によって配布不可の場合もございます。
＊終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。
＊店舗配送費は別途。（弊社指定倉庫に一括納品後、各店舗に配送）
＊アッセンブリ費用は含みません。
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媒体概要 媒体訴求ポイント

１．配布期間： 1ヶ月（1ヶ月以上の長期間での配布も可能です） ・他ではセグメントできない音楽好き、ダンス好きにアプローチ可能

２ 実施可能数量 ：10,000~40,000 ・スタッフと来店者の距離が近く、配布するスタッフへの信頼感が高い

３．サイズ： 商品サンプルの大きさは要相談 ・渋谷、下北沢を中心とした音楽好きな若者にアプローチ可能

４．配布物： 栄養食品、サプリ、飲料、食品など

５．可能なセグメント：性別

こんな企業にオススメ 配布ターゲット層 オススメ配布商材例

・音楽好きのターゲットに絞ってサンプリングを実施したい ・バンド、ライブ好きの若者（ライブハウス） ・飲料（炭酸/ミネラル/スポーツドリンク）

・情報感度の高いユーザー、インフルエンサーにサンプリングを実施したい ・ダンス好きの若者（クラブ） ・スナック類（ガム/キャンディー/チョコレート）

・音楽イベントの告知を行いたい ・音楽インフルエンサー ・サプリ（栄養調整食品/栄養機能食品）

・若者向けのキャンペーン告知を行いたい ・CD（ノベルティ）



■プロモーションメニュー２
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◇リーフ、フリーペーパー、チラシの手渡し

配布・展開エリア 東京都内（関東圏中心）

属性 20代～40代を中心とした音楽好き

料金（NET） 単価：@40円 ※目視による性別セグメントは別途＋10円必要です。 単価は目安です。チラシ内容によって異なります。

数量 ミニマムロット：１0,000枚 最大：40,000枚 ※月間での配布数です

備考
＊実施には事前審査があります。 商品によって配布不可の場合もございます。
＊終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。
＊店舗配送費は別途。（弊社指定倉庫に一括納品後、各店舗に配送）
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◇媒体の特徴
ライブハウスのスタッフからのチラシ、カタログ、リーフレットなどの手渡し配布。
スタッフが受付でチラシ配布を実施します。入店時もしくはお支払い時の手渡しです。
"ライブハウスのスタッフからの手渡し配布です。スタッフと来店者は距離も近く、スタッフからの配布は効果的です。
20~30代を中心とした音楽好き、ダンス好きにアプローチできる特別なメディアです。"
音楽関係のサービス告知、コンサートやイベントの告知、音楽番組の番宣などのチラシ配布に最適です。
都内店舗中心ですが、他のエリアも交渉可能です。

媒体概要 媒体訴求ポイント

１．配布期間： 1ヶ月（1ヶ月以上の長期間での配布も可能です） ・他ではセグメントできない音楽好き、ダンス好きにアプローチ可能

２ 実施可能数量：10,000~40,000枚 ・スタッフと来店者の距離が近く、配布するスタッフへの信頼感が高い

３．サイズ： 仕上がりA4サイズ以下（それ以上の場合は要相談） ・渋谷、下北沢を中心とした音楽好きな若者にアプローチ可能

４．配布物： チラシ、カタログ、リーフレット、カードなど

５．可能なセグメント：性別

こんな企業にオススメ 配布ターゲット層 オススメ配布商材例

・音楽好きのターゲットに絞ってサンプリングを実施したい ・バンド、ライブ好きの若者（ライブハウス） ・楽器やオーディオ機器のチラシ、カタログ

・情報感度の高いユーザー、インフルエンサーにサンプリングを実施したい ・ダンス好きの若者（クラブ） ・音楽系サービス、アプリの紹介チラシ、リーフレット

・音楽イベントの告知を行いたい ・コンサート、音楽イベント、ダンスイベントのチラシ

・若者向けのキャンペーン告知を行いたい ・音楽番組の紹介チラシ（テレビ、ラジオ、インターネット）



■プロモーションメニュー３
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◇媒体の特徴
ライブハウス店内でポスターを掲出
ライブハウスの受付スペース周辺を使って商品訴求を図ります。
"音楽関係の商材の訴求に最適です。楽器、オーディオ、DJ機器などの商品ポスター、コンサートやイベントの告知
ポスター、音楽番組の番宣ポスター、音楽系アプリなどのサービス紹介など、ライブハウスやクラブ来店者に絞って訴
求できます。“
都内店舗中心ですが、他のエリアも交渉可能です。

◇ライブハウス内ポスター掲出
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配布・展開エリア 東京都内

属性 20代～40代を中心とした音楽好き

料金（NET） 単価：@20,000円/枚/月 ※単価は目安です。ポスター内容によって異なります。

数量 ミニマムロット：10枚（店） 最大：30枚（店）

備考
＊実施には事前審査があります。 ポスター内容によって掲出不可の場合もございます。
＊終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。
＊店舗配送費は別途。（弊社指定倉庫に一括納品後、各店舗に配送）

媒体概要 媒体訴求ポイント

１．掲出期間： 1ヶ月（1ヶ月以上の長期間での配布も可能です） ・他ではセグメントできない音楽好き、ダンス好きにアプローチ可能

２．実施可能数量： 10~30店舗 ・音楽の情報発信力のあるライブハウスやクラブからの情報発信

３．サイズ： 仕上がりB2サイズ以下（それ以上の場合は要相談） ・渋谷、下北沢を中心とした音楽好きな若者にアプローチ可能

４．掲出物： 各種ポスター（ポケット付きも可能）

こんな企業にオススメ 配布ターゲット層 オススメポスター掲出商材例

・楽器、オーディオメーカー ・バンド、ライブ好きの若者（ライブハウス） ・楽器やオーディオ機器のポスター

・音楽サービス、アプリ提供者 ・ダンス好きの若者（クラブ） ・音楽系サービス、アプリの紹介ポスター

・コンサート、音楽イベント、ダンスイベント主催者 ・コンサート、音楽イベント、ダンスイベントのポスター

・音楽番組コンテンツを持つ放送局、プロバイダー ・音楽番組の紹介ポスター

・CD,DVDなどの新譜ポスター



■プロモーションメニュー4
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◇媒体の特徴
ライブハウスやクラブの店内でチラシ、カタログ、リーフレットを設置
ライブハウスやクラブのスペースを有効活用し、来店するお客様への商品訴求を図ります。
"音楽関係の商材の訴求に最適です。楽器、オーディオなどの商品チラシ、コンサートやイベントのチラシ、音楽番組の番宣
チラシ、音楽系アプリなどのサービス紹介、CD発売情報など、ライブハウスやクラブ来店者に絞って訴求できます。"
都内店舗中心ですが、他のエリアも交渉可能です。

◇ライブハウス内カタログ、リーフ、フリーペーパー設置

I-Consulting Confidential

配布・展開エリア 東京都内

属性 20代～40代を中心とした音楽好き

料金（NET） 単価：@30,000円/月 単価は目安です。設置物によって異なります。

数量 ミニマムロット：10店 最大：30店

備考

*実施には事前審査があります。 内容によって設置不可の場合もございます。
＊終了後1週間から10日後に実施報告書を提出いたします。
＊店舗配送費は別途。（弊社指定倉庫に一括納品後、各店舗に配送）
＊終了後、残数は店舗で処分します。

媒体概要 媒体訴求ポイント

１．設置期間： 1ヶ月（1ヶ月以上の長期間での配布も可能です） ・他ではセグメントできない音楽関係者、バンドメンバーにアプローチ可能

２ 実施可能数量： 10~30店 ※1店舗当たり最大100部程度 ・音楽の情報発信力のある音楽スタジオからの情報発信

３．サイズ： 仕上がりA4サイズ以下（それ以上の場合は要相談） ・渋谷、下北沢を中心とした音楽好きな若者にアプローチ可能

４．設置場所： 受付周辺のカタログスタンドもしくはテーブル平置き

※設置用スタンドを準備いただければ、スタンド設置も交渉可能です。（別途費用）

５．設置物： チラシ、カタログ、リーフレット

こんな企業にオススメ 配布ターゲット層 オススメ配布商材例

・楽器、オーディオメーカー ・高校生・大学生の音楽サークルメンバー ・楽器やオーディオ機器のカタログ、チラシ

・音楽サービス、アプリ提供者 ・アマチュアミュージシャン ・楽器やオーディオ機器のカタログ、チラシ

・コンサート、音楽イベント主催者 ・プロミュージシャン ・コンサート、音楽イベントのチラシ

・音楽番組コンテンツを持つ放送局、プロバイダー ・音楽番組の紹介チラシ

・CD,DVDなどの新譜チラシ
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◇特徴
ライブハウスのスタッフから来店者へのアンケート用紙を配布し回収します。
サンプリングと合わせての実施となりますが、アンケートのみの実施も可能です。
アンケートのみの場合はノベルティが必須です。
サンプリングと一緒に行うことで、その商品の認知や経験、今後の利用意向などを調査することが可能です。
音楽に関する専門的な調査などに最適です。
アンケートの実施だけではなく、入力、集計や分析まで請け負うことも可能です。（別途費用）

◇来場様向けアンケート
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配布・展開エリア 東京都内

属性 20代～40代を中心とした音楽好き

料金（NET） 単価：@3,000円~5,000円/人 ※アンケート用紙の回収費用となります ※実施数量によって価格は異なります。

数量 ミニマムロット：100人 最大：3,000人 ※月間での回収数です

備考
＊実施には事前審査があります。 内容によって設置不可の場合もございます。
＊ノベルティ配送費は別途。
＊アンケート票作成、集計、分析は別途費用となります。

媒体概要 媒体訴求ポイント

１．実施期間： 1ヶ月（1ヶ月以上の長期間での実施も可能です） ・他の調査では出現しない音楽好き、ライブ好き、ダンス好きというユーザーセグメントが可能

２ 実施可能数量： 100~1,000名 ・音楽関係の意識が高いユーザーへのアンケートが可能です

３．サイズ： A4サイズ片面で設問は10問以内。FAは必須不可。 ・音楽への造詣、知識が深いので、突っ込んだ内容のアンケートも可能です

４．実施方法： 来店者が直接記入

５．可能なセグメント： 性別、年代（目視）

※ アンケートのみ実施の場合は謝礼のノベルティは必須

こんな企業にオススメ 配布ターゲット層 オススメ アンケート調査例

・サンプリングと合わせて、音楽好き、ライブ好きだけにユーザー調査を実施したい ・バンド、ライブ好きの若者（ライブハウス） ・楽器やオーディオ機器に関するアンケート

・音楽サービスの調査を実施したい ・ダンス好きの若者（クラブ） ・音楽系サービス、アプリに関するアンケート

・楽器、オーディオ機器の調査を実施したい ・コンサート、音楽イベントに関するアンケート

・音楽やミュージシャンに関する調査を実施したい ・音楽番組に関するアンケート

・CD,DVDなどのアンケート



■お問合せ先
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お問合せは下記までお願いします。

アイコンサルティング株式会社
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1－33－12
ウィンドワード203

担当者 ：淡海（たんかい）
TEL: 03-5432-7107
TEL: 070-5021-8419（業務用）
FAX: 03-5432-7108
メール：tankai@i-consulting.co.jp
URL:http://www.i-consulting.co.jp

http://www.i-consulting.co.jp/
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