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ＡＤトラックリサーチ結果
調査対象：10代～40代 男女 調査人数250名 東京、神奈川在住者
2014年4月調査
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・「アドトラック」を街中で見た時、
どのくらいの印象を受けましたか。

・街で見た「アドトラック」について、
話題にしたことはありますか。

・「アドトラック」を見て、ツイッタ
―やフェイスブック、ブログ等に書き
込みをしたことはありますか。

●インパクトがある 77.2%
●記憶に残る 36.8%
●内容が理解できる 17.2%
●親しみやすい 11.6%
●説得力がある 4.8%
●信頼できる 2.8%
●共感できる 1.6%
●その他 1.2%

・あなたは「アドトラック」を見てど
のように思いましたか。（複数回答
有）

・あなたが印象に残ると思う広告を全
てお答え下さい。（複数回答有）

●テレビＣＭ 64.4%
●アドトラック 53.2%
●街頭ビジョン 44.8%
●電車の中吊り 32.8%
●駅構内の電子看板(デジタルサイネージ) 19.2%
●インターネット広告 18.4%
●雑誌広告 17.6%
●屋外広告 14.4%
●チラシ広告 12.0%
●新聞広告 10.8%
●ラジオ広告 6.0%
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調査概要

		

		「広告に関するアンケート」

		■調査対象者

		地域		東京、神奈川、沖縄

		性別		男女

		年齢		10代～40代

		その他条件

		■調査方法

		株式会社ネオマーケティングが運営するアンケート専門サイト「アイリサーチ」を用いたＷｅｂアンケート方式

		■調査期間

		2014年3月27日(木)～2014年3月31日(月)

		■有効回答数

		350サンプル

		■調査項目

		設問番号		質問タイプ		質問内容

		ID		FA		ID

		M_SEX		SA		性別

		M_AGE		SN		年齢別

		M_AGE_G		SA		年齢別

		M_PREF		SA		都道府県別

		PREF_CATE		SA		地域カテ

		SC1		SA		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		SC2		SA		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		SC3		SA		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		SC4		SA		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		SC5		SA		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		Q1		SA		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		Q2		MA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		Q2FA		FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		Q3		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q4		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q5		SA		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q6		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q6FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q7		SA		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q8		MA		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		Q9-1		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		Q9-2		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		Q9-3		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		Q9-4		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		Q9-5		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		Q9-6		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		Q9-7		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		Q9-8		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		Q9-9		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		Q9-9FA		FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		Q10		FA		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		Q11		SA		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		Q12		MA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		Q12FA		FA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】

		Q12SQ		SA		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		Q13		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q13FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q14		MA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		Q14FA		FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】





設問データ

		ID		FA		ID

		M_SEX		SA		性別

		M_SEX		1		男性

		M_SEX		2		女性

		M_AGE		SN		年齢別

		M_AGE_G		SA		年齢別

		M_AGE_G		1		10歳～19歳

		M_AGE_G		2		20歳～29歳

		M_AGE_G		3		30歳～39歳

		M_AGE_G		4		40歳～49歳

		M_PREF		SA		都道府県別

		M_PREF		1		北海道

		M_PREF		2		青森県

		M_PREF		3		岩手県

		M_PREF		4		宮城県

		M_PREF		5		秋田県

		M_PREF		6		山形県

		M_PREF		7		福島県

		M_PREF		8		茨城県

		M_PREF		9		栃木県

		M_PREF		10		群馬県

		M_PREF		11		埼玉県

		M_PREF		12		千葉県

		M_PREF		13		東京都

		M_PREF		14		神奈川県

		M_PREF		15		新潟県

		M_PREF		16		富山県

		M_PREF		17		石川県

		M_PREF		18		福井県

		M_PREF		19		山梨県

		M_PREF		20		長野県

		M_PREF		21		岐阜県

		M_PREF		22		静岡県

		M_PREF		23		愛知県

		M_PREF		24		三重県

		M_PREF		25		滋賀県

		M_PREF		26		京都府

		M_PREF		27		大阪府

		M_PREF		28		兵庫県

		M_PREF		29		奈良県

		M_PREF		30		和歌山県

		M_PREF		31		鳥取県

		M_PREF		32		島根県

		M_PREF		33		岡山県

		M_PREF		34		広島県

		M_PREF		35		山口県

		M_PREF		36		徳島県

		M_PREF		37		香川県

		M_PREF		38		愛媛県

		M_PREF		39		高知県

		M_PREF		40		福岡県

		M_PREF		41		佐賀県

		M_PREF		42		長崎県

		M_PREF		43		熊本県

		M_PREF		44		大分県

		M_PREF		45		宮崎県

		M_PREF		46		鹿児島県

		M_PREF		47		沖縄県

		M_PREF		48		海外

		PREF_CATE		SA		地域カテ

		PREF_CATE		1		関東（東京・神奈川）

		PREF_CATE		2		沖縄

		SC1		SA		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		SC1		1		男性

		SC1		2		女性

		SC2		SA		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		SC2		1		10代

		SC2		2		20代

		SC2		3		30代

		SC2		4		40代

		SC2		5		50代

		SC2		6		60代以上

		SC3		SA		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		SC3		1		北海道

		SC3		2		青森県

		SC3		3		岩手県

		SC3		4		宮城県

		SC3		5		秋田県

		SC3		6		山形県

		SC3		7		福島県

		SC3		8		茨城県

		SC3		9		栃木県

		SC3		10		群馬県

		SC3		11		埼玉県

		SC3		12		千葉県

		SC3		13		東京都

		SC3		14		神奈川県

		SC3		15		新潟県

		SC3		16		富山県

		SC3		17		石川県

		SC3		18		福井県

		SC3		19		山梨県

		SC3		20		長野県

		SC3		21		岐阜県

		SC3		22		静岡県

		SC3		23		愛知県

		SC3		24		三重県

		SC3		25		滋賀県

		SC3		26		京都府

		SC3		27		大阪府

		SC3		28		兵庫県

		SC3		29		奈良県

		SC3		30		和歌山県

		SC3		31		鳥取県

		SC3		32		島根県

		SC3		33		岡山県

		SC3		34		広島県

		SC3		35		山口県

		SC3		36		徳島県

		SC3		37		香川県

		SC3		38		愛媛県

		SC3		39		高知県

		SC3		40		福岡県

		SC3		41		佐賀県

		SC3		42		長崎県

		SC3		43		熊本県

		SC3		44		大分県

		SC3		45		宮崎県

		SC3		46		鹿児島県

		SC3		47		沖縄県

		SC3		48		海外

		SC4		SA		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		SC4		1		行くことがある

		SC4		2		行くことはない

		SC5		SA		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		SC5		1		よく見かける

		SC5		2		何度か見たことがある

		SC5		3		１度だけ見たことがある

		SC5		4		見たような気がする

		SC5		5		見たことはない

		Q1		SA		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		Q1		1		とても印象に残った

		Q1		2		印象に残った

		Q1		3		まあ印象に残った

		Q1		4		あまり印象に残らなかった

		Q1		5		印象に残らなかった

		Q1		6		全く印象に残らなかった

		Q2		MA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		Q2		1		インパクトがある

		Q2		2		記憶に残る

		Q2		3		内容が理解できる

		Q2		4		親しみやすい

		Q2		5		信頼できる

		Q2		6		説得力がある

		Q2		7		共感できる

		Q2		8		その他

		Q2FA		FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		Q3		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q3		1		よく話題にする

		Q3		2		何度か話題にしたことがある

		Q3		3		１度だけ話題にしたことがある

		Q3		4		話題にしたような気がする

		Q3		5		話題にしたことはない

		Q4		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q4		1		よく検索する

		Q4		2		何度か検索したことがある

		Q4		3		１度だけ検索したことがある

		Q4		4		検索したような気がする

		Q4		5		検索したことはない

		Q5		SA		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q5		1		よく行く

		Q5		2		何度か行ったことがある

		Q5		3		１度だけ行ったことがある

		Q5		4		行ったような気がする

		Q5		5		行ったことはない

		Q6		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q6		1		アドトラック

		Q6		2		街頭ビジョン

		Q6		3		雑誌広告

		Q6		4		テレビＣＭ

		Q6		5		新聞広告

		Q6		6		ラジオＣＭ

		Q6		7		電車の中吊り

		Q6		8		屋外広告

		Q6		9		インターネット広告

		Q6		10		チラシ広告

		Q6		11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		Q6		12		その他

		Q6		13		特に印象に残る広告はない

		Q6FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q7		SA		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q7		1		自分で書き込みをしたことがある

		Q7		2		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある

		Q7		3		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

		Q8		MA		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		Q8		1		アドトラック

		Q8		2		ビジョン付きトラック

		Q8		3		アメリカンバン

		Q8		4		スケルトントラック

		Q8		5		ロンドンバス

		Q8		6		ケーブルカーバス

		Q8		7		観光バス

		Q8		8		ハマーリムジン

		Q8		9		好感が持てる車両はない

		Q9-1		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		Q9-1		1		とても印象に残る

		Q9-1		2		印象に残る

		Q9-1		3		どちらともいえない

		Q9-1		4		あまり印象に残らない

		Q9-1		5		印象に残らない

		Q9-2		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		Q9-2		1		とても印象に残る

		Q9-2		2		印象に残る

		Q9-2		3		どちらともいえない

		Q9-2		4		あまり印象に残らない

		Q9-2		5		印象に残らない

		Q9-3		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		Q9-3		1		とても印象に残る

		Q9-3		2		印象に残る

		Q9-3		3		どちらともいえない

		Q9-3		4		あまり印象に残らない

		Q9-3		5		印象に残らない

		Q9-4		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		Q9-4		1		とても印象に残る

		Q9-4		2		印象に残る

		Q9-4		3		どちらともいえない

		Q9-4		4		あまり印象に残らない

		Q9-4		5		印象に残らない

		Q9-5		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		Q9-5		1		とても印象に残る

		Q9-5		2		印象に残る

		Q9-5		3		どちらともいえない

		Q9-5		4		あまり印象に残らない

		Q9-5		5		印象に残らない

		Q9-6		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		Q9-6		1		とても印象に残る

		Q9-6		2		印象に残る

		Q9-6		3		どちらともいえない

		Q9-6		4		あまり印象に残らない

		Q9-6		5		印象に残らない

		Q9-7		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		Q9-7		1		とても印象に残る

		Q9-7		2		印象に残る

		Q9-7		3		どちらともいえない

		Q9-7		4		あまり印象に残らない

		Q9-7		5		印象に残らない

		Q9-8		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		Q9-8		1		とても印象に残る

		Q9-8		2		印象に残る

		Q9-8		3		どちらともいえない

		Q9-8		4		あまり印象に残らない

		Q9-8		5		印象に残らない

		Q9-9		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		Q9-9		1		とても印象に残る

		Q9-9		2		印象に残る

		Q9-9		3		どちらともいえない

		Q9-9		4		あまり印象に残らない

		Q9-9		5		印象に残らない

		Q9-9FA		FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		Q10		FA		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		Q11		SA		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		Q11		1		どのようなものか内容まで知っている

		Q11		2		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある

		Q11		3		知らない

		Q12		MA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		Q12		1		インパクトがありそう

		Q12		2		記憶に残りそう

		Q12		3		内容が理解できそう

		Q12		4		親しみやすそう

		Q12		5		信頼できそう

		Q12		6		説得力がありそう

		Q12		7		共感できそう

		Q12		8		その他

		Q12FA		FA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】

		Q12SQ		SA		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		Q12SQ		1		良いと思う

		Q12SQ		2		どちらかと言えば良いと思う

		Q12SQ		3		どちらでもない

		Q12SQ		4		どちらかと言えば良くないと思う

		Q12SQ		5		良くないと思う

		Q13		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q13		1		アドトラック

		Q13		2		街頭ビジョン

		Q13		3		雑誌広告

		Q13		4		テレビＣＭ

		Q13		5		新聞広告

		Q13		6		ラジオＣＭ

		Q13		7		電車の中吊り

		Q13		8		屋外広告

		Q13		9		インターネット広告

		Q13		10		チラシ広告

		Q13		11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		Q13		12		その他

		Q13		13		特に印象に残る広告はない

		Q13FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q14		MA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		Q14		1		国際通り

		Q14		2		沖縄空港

		Q14		3		アメリカンビレッジ

		Q14		4		コザゲート通り

		Q14		5		琉球村

		Q14		6		中央パークアベニュー

		Q14		7		沖縄コンベンションセンター

		Q14		8		牧志公設市場

		Q14		9		その他

		Q14FA		FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】





ローデータ

		ID		M_SEX		M_AGE		M_AGE_G		M_PREF		PREF_CATE		SC1		SC2		SC3		SC4		SC5		Q1		Q2_1		Q2_2		Q2_3		Q2_4		Q2_5		Q2_6		Q2_7		Q2_8		Q2FA		Q3		Q4		Q5		Q6_1		Q6_2		Q6_3		Q6_4		Q6_5		Q6_6		Q6_7		Q6_8		Q6_9		Q6_10		Q6_11		Q6_12		Q6_13		Q6FA		Q7		Q8_1		Q8_2		Q8_3		Q8_4		Q8_5		Q8_6		Q8_7		Q8_8		Q8_9		Q9-1		Q9-2		Q9-3		Q9-4		Q9-5		Q9-6		Q9-7		Q9-8		Q9-9		Q9-9FA		Q10		Q11		Q12_1		Q12_2		Q12_3		Q12_4		Q12_5		Q12_6		Q12_7		Q12_8		Q12FA		Q12SQ		Q13_1		Q13_2		Q13_3		Q13_4		Q13_5		Q13_6		Q13_7		Q13_8		Q13_9		Q13_10		Q13_11		Q13_12		Q13_13		Q13FA		Q14_1		Q14_2		Q14_3		Q14_4		Q14_5		Q14_6		Q14_7		Q14_8		Q14_9		Q14FA

		ID		性別		年齢別		年齢別		都道府県別		地域カテ		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】

		1		1		37		3		47		2		1		3		47																																																																																																						1				1																1																		1																						1

		2		1		36		3		13		1		1		3		13				1		3		1		1																4		4		5																										1				3		1		1																3		3		3		3		3		3		3		3						目立つが一瞬で忘れがち

		3		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																																				1

		4		2		29		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		2		2		5		1																												2				1																4		3		2		2		2		2		4		4						内容によって好き嫌いが激しい

		5		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3						1														4		4		5		1																												3		1																		4		2		2		4		4		2		4		3						なし

		6		1		45		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1																										1

		7		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		2		1						1		1																						1		1

		8		2		38		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1																		4		5		4				1										1																3								1												5		2		2		5		5		3		5		3						アーティスト関係というイメージがある

		9		1		34		3		14		1		1		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1								1														3										1				1		1				4		2		2		4		4		4		4		4						興味のあるジャンルでないと特に印象に残らない

		10		1		38		3		13		1		1		3		13				2		4						1														5		5		5								1		1		1		1																3																		1		4		3		3		3		3		3		3		3						うるさいことが多い

		11		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						1		1		1																3		1		1				1																										1

		12		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1																		2		1		1		1		1		1																						1

		13		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																						1

		14		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1				1						1		1														1

		15		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		3		1		1				1																																						1		新都心

		16		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2				1																2				1				1																																						1		あしびなー

		17		2		36		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1				1						1																3						1				1		1								5		2		2		5		5		3		5		2						出会い系などいかがわしいものは、音もうるさいし、あんまり好きではない。

		18		1		37		3		13		1		1		3		13				2		4								1												5		5		5								1																						3		1		1				1												4		2		2		5		5		4		3		4						情報量が多いと覚えにくいので、印象的な一つの情報があれば良いと思います。

		19		1		26		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		4				1		1				1				1		1		1		1		1								3		1												1						2		1		2		2		2		2		2		1						目立つ。

		20		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3												1								2		1																												1		1										1

		21		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2																										1				1

		22		2		37		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2		1														1														1				1

		23		1		33		3		47		2		1		3		47																																																																																																						1		1		1								1								2		1		1				1						1		1		1														1		1

		24		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		5		5		1						1																						3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						特にない。

		25		2		49		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1				1						1		1														1																1		新都心

		26		1		39		3		13		1		1		3		13				2		4		1																		3		5		5								1																						3								1												5		5		5		5		5		5		5		5						その場ではインパクトがあるが、すぐに忘れてしまう

		27		2		35		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																5		5		5		1				1		1																						3		1								1						1				5		3		3		5		5		5		5		3						音楽を爆音で流していることも多いので、街中で電話をしている時は迷惑。

		28		1		29		2		14		1		1		2		14		1		1		2		1				1														2		2		2		1		1		1		1						1																2		1		1				1												3		2		2		3		3		2		3		3						どうしても、表向きがよくない業界の広告イメージがある

		29		1		39		3		13		1		1		3		13				1		1		1		1																1		1		1		1																												1																		1		3		3		3		3		3		3		3		3						ない

		30		1		28		2		14		1		1		2		14		1		4		3						1														3		3		4								1		1																				2		1												1						3		4		2		3		3		4		3		2						特になし

		31		1		36		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3				1																2		1		1																										1		1

		32		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		2				1				1																								1

		33		1		35		3		13		1		1		3		13				2		2		1										1								4		5		5		1		1				1																						3		1		1																4		1		1		3		3		1		3		3						音楽を流しながらだと迷惑だけどそうでないなら目立つし良いと思う。

		34		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		1								1		1																						1

		35		2		38		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		2		5		5								1																						2				1																3		1		2		5		5		1		5		3						好きな歌手の　告知広告だと　見てみたい気が　する

		36		2		39		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1		1																2		2		2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								2		1		1						1		1		1						5		1		2		5		2		2		5		2						一目見て広告内容がダイレクトに伝わるのでとても良いと思います。運転手さんもちょっと気になって見てしまいます。

		37		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1																						3								1												3		3		3		3		3		3		3		3						その物自体はインパクトがあるが、内容は正直全く見ない

		38		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1		1																2		1						1				1																		1

		39		1		42		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1																1																		1																1								1

		40		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1		1		1						1																1		1						1		1						1				5		2		2		5		5		3		5		5						出会い系は胡散臭いとしか思えない。音楽の広告は発売日前後なのかなと気になる。

		41		2		29		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		4		5		5		1		1				1																						3				1		1		1		1										5		1		1		5		5		3		5		3						音が大きくてびっくりする。静かな街だとうるさいと感じる。

		42		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1																		4								1										1																												1		おもろ町

		43		2		36		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1																						3		1																		5		2		3		5		5		5		5		5						写真や文字は大きくインパクトがあるほうが印象に残ります

		44		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3												1								2								1																						1

		45		2		34		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																2		5		5		1		1				1		1						1														2		1		1				1		1				1		1				5		2		2		5		5		3		5		5						繁華街を走っているイメージ。渋谷や秋葉原でよく見かけるイメージ。音が大きすぎてうるさいイメージ。

		46		2		26		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3								1												5		2		3		5		4		4		5		5						騒がしい印象。

		47		2		38		3		13		1		2		3		13				1		3		1																		2		5		5				1				1		1																				3				1		1		1		1		1				1				5		1		1		5		3		3		5		3						音楽アーティストのアドトラックはしっかりと音量調整されているので、好感が持てるのですが、出会い系サイト類のアドトラックは、大音量なので、仕事にも支障が出る（大通り沿いに会社があるので）。

		48		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1		1																2		5		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								2																		1		3		2		2		3		3		3		3		3						アドトラックは、芸能人の新曲や映画等のPRとして行われているイメージがある。

		49		2		26		2		13		1		2		2		13				4		5														1						5		5		5				1				1																						3				1								1								5		2		2		3		4		3		5		2						どんな会社なのかまったくイメージがわきません。

		50		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1																2		1																1																												1		新都心

		51		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1																								1

		52		1		36		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		3		5		5								1																						3		1																		3		2		2		3		3		3		4		4						派手

		53		1		37		3		13		1		1		3		13				2		2		1				1														5		5		5		1		1				1																						3										1						1				2		3		5		3		2		3		2		2						特にない

		54		1		39		3		14		1		1		3		14		1		1		3		1		1																3		4		5								1																						3		1								1										4		1		2		4		4		2		4		3						派手。大げさ。邪魔。

		55		1		29		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1				1												2		2		2		1		1																										1		1																		3		2		2		3		2		2		2		2						目立っていい

		56		2		28		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		2		1																												1				1

		57		2		27		2		14		1		2		2		14		1		1		3		1																		3		5		5		1																												3		1																		2		2		2		2		2		3		3		3						インパクトがある

		58		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																3								1																																						1		あしびなー

		59		2		38		3		13		1		2		3		13				4		3				1																5		5		5								1																						3						1		1		1										2		2		2		2		2		2		2		2						しぶやや新宿でよくみかけます。広告媒体としては面白いけど、渋滞の原因にもなっているではないかとおもいます。

		60		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1				1																										1		1

		61		2		27		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5		1						1																						3										1										5		2		2		5		5		5		5		5						嫌でも目に入る

		62		1		29		2		13		1		1		2		13				1		2		1		1																2		3		5		1								1				1		1		1		1		1								3		1		1						1		1								5		2		2		5		4		3		5		3						公序良俗に反する広告が多い

		63		1		24		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1														1								3				1				1												5		4		3		5		5		3		5		5						広告の為とはいえ大音量をかき鳴らすのはどうかと思う。

		64		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1																		4																										1				1		1		1		1				1

		65		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		1		1						1						1				1																1										1

		66		1		24		2		13		1		1		2		13				1		1		1		1		1														1		2		2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		3		3						印象に残るが、同時に資源の無駄遣いだと思う。タクシー代わりに無料で運送してほしい。

		67		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1		1														1												1				1

		68		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1								1								2		2		2		1		1		1		1						1								1								1		1		1				1		1				1		1				2		2		2		2		2		2		2		2						キャバクラやパチンコ屋さんの広告が多いので、あまりいい印象ではないけれど、歌手の新曲の広告もあるので、そういうところはいいかなと思います。

		69		1		39		3		13		1		1		3		13				2		3		1		1		1														5		5		5		1		1				1																						3		1		1						1										4		2		2		3		3		2		5		5						金がかかっている

		70		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		4		5		5		1						1																						2		1		1				1								1				3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		71		2		31		3		13		1		2		3		13				1		2		1																		4		2		3		1		1				1		1				1																3				1										1						2		2		2		2		2		2		2		2						夜のお仕事系は、あまり風景によくない

		72		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3		1		1																										1														1

		73		2		29		2		13		1		2		2		13				3		5								1		1										2		2		4		1		1														1												2		1		1				1		1				1		1				5		3		2		4		3		3		4		3						通過時の音楽がうるさい。

		74		2		32		3		14		1		2		3		14		1		1		3		1																		5		5		5		1		1																										3		1														1				5		1		1		3		2		2		5		2						ない

		75		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1																3		1		1				1																								1		1

		76		1		37		3		14		1		1		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1																										3				1																5		2		2		4		4		4		4		3						制作費

		77		1		29		2		13		1		1		2		13				4		6		1																		5		5		5																										1				3																		1		5		5		5		5		5		5		5		5						興味がない

		78		2		32		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1																		5		5		5		1				1		1										1												3		1																		3		2		2		3		3		3		3		3						印象に残りやすい。

		79		2		39		3		13		1		2		3		13				2		2		1																		5		5		5		1				1		1		1				1						1										3		1						1		1		1								3		1		2		5		4		3		5		3						出会い系などの広告は見たくない

		80		2		30		3		13		1		2		3		13				1		3		1																		2		2		5		1		1																										1		1		1																3		3		3		3		3		3		3		3						目立つ

		81		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3								1												2		1										1																		1				1				1

		82		2		31		3		14		1		2		3		14		1		4		3						1														4		4		3												1																		3										1										5		5		5		5		5		5		5		5						なし

		83		1		26		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1																5		5		5																										1				3		1																		4		2		3		4		3		2		4		3						うるさいのは勘弁してほしいと思う。

		84		1		28		2		13		1		1		2		13				2		4								1												5		5		5				1				1						1				1												3										1				1						5		2		2		5		5		5		5		5						トラックに貼る広告はイメージが悪くなるのでやめた方がよい

		85		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1																		2								1																										1		1

		86		2		35		3		14		1		2		3		14		1		1		3		1				1														4		5		5				1				1																						3								1		1						1				3		1		1		4		4		3		4		2						特に何も感じない

		87		2		46		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3						1																								1

		88		1		14		1		14		1		1		1		14		1		4		3																1		なんだろう		5		5		5								1										1												3		1														1				5		2		2		5		5		3		5		5						よくわからない

		89		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						1		1		1		1		1												2		1		1		1		1		1						1				1										1		1		1										1

		90		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																4		5		5		1		1				1										1												3		1		1				1								1				4		1		2		5		5		3		5		2						渋谷や新宿、都内に居る時にしか見かけない気がする。もっと色んな所を走ったら面白いのに、とは思います。

		91		1		21		2		13		1		1		2		13				1		6																1		うるさい		2		5		5				1				1																						1										1		1		1		1				5		4		5		5		5		4		5		4						邪魔だしうるさいし、あれを見て商品に興味を持ったことがない。車両を変えるとかもっとおしゃれで落ち着いた雰囲気を出してほしい。

		92		1		35		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		2		1						1				1						1												1				1		1				1		1		1

		93		1		20		2		13		1		1		2		13				4		2		1		1																3		3		4		1																		1										3		1		1												1				5		2		2		5		4		3		3		4						インパクト有ると思います

		94		1		34		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3		1				1										1		1		1														1

		95		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						2		1																		2		1		1																										1

		96		2		37		3		13		1		2		3		13				3		3						1														3		3		5		1																												3		1																		3		4		5		3		4		4		4		2						馴染みやすく庶民的なかんじ

		97		2		28		2		13		1		2		2		13				1		2				1																4		5		5				1		1								1		1														2						1		1		1		1				1				4		2		2		4		4		4		4		2						環境によくないのでやめてほしい

		98		2		31		3		14		1		2		3		14		1		2		2						1														2		4		5								1																						2		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						派手

		99		2		28		2		13		1		2		2		13				4		3		1		1																5		5		5		1						1										1												3		1																		5		1		2		5		5		3		2		5						アイドルの宣伝に使われてるイメージ

		100		1		39		3		13		1		1		3		13				2		4						1														3		5		5																										1				3																		1		4		4		4		4		4		4		3		4						目立つだけで自分はあまり印象がない

		101		1		19		1		14		1		1		1		14		1		3		2						1														4		5		5								1																						2										1										2		2		3		2		3		2		2		3						かっこいい。

		102		1		45		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1																												1		1

		103		2		19		1		13		1		2		1		13				1		1		1		1				1												2		2		4		1		1		1		1						1		1		1												1		1		1		1				1						1				5		1		1		5		5		5		5		1						都会

		104		2		25		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		2		5		5		1		1				1						1		1														3				1				1		1						1				3		2		2		3		3		3		3		3						渋谷界隈を走ってるイメージ

		105		2		22		2		14		1		2		2		14		1		2		4												1								5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3		1		1										1						4		2		2		4		4		2		4		4						なし

		106		2		22		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1						インパクトがあり、目立つものが多い

		107		2		25		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5				1				1																						3				1				1				1								5		2		5		5		5		2		5		5						出会い系等を多く宣伝しているイメージ。

		108		1		22		2		13		1		1		2		13				2		2		1				1		1		1				1						2		2		2		1						1						1				1				1								2		1		1				1						1						2		1		1		2		3		3		4		4						インパクトがある広告と面白さも加わり信頼性があるのと、親しみやすさや共感できる内容が相応しいと思います。

		109		2		22		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1																						3																		1		5		2		2		5		4		3		4		5						トラックが走るのに燃料がかかると考えてしまうので、あまり好感が持てない

		110		2		39		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1		1																4		3		5		1		1				1						1						1										3		1		1																4		2		2		5		4		2		5		2						結構遠くからでもはっきりと分かるので、宣伝力は大きいと思う。

		111		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1																		2								1		1		1																		1

		112		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1						1				1								1		1		1				1		1				1								1								1														1

		113		1		32		3		13		1		1		3		13				2		4						1														5		5		5																										1				3				1																4		4		3		4		4		3		4		4						価格競争力が弱い

		114		2		22		2		13		1		2		2		13				3		4								1												5		5		5																										1				3		1		1																5		1		1		5		5		1		5		5						かっこいい

		115		1		30		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5		1						1																						3						1				1		1								3		2		2		3		4		3		3		3						特にない

		116		2		28		2		13		1		2		2		13				1		1		1																		1		1		1				1		1																								1		1		1						1										1		1		1		1		1		1		1		1						華やか

		117		1		23		2		13		1		1		2		13				2		1		1		1				1												2		2		2		1		1																										3				1						1										1		1		2		2		1		3		2		1						清潔なイメージ

		118		1		28		2		13		1		1		2		13				2		4								1												4		3		4		1						1																						3		1																		3		3		3		3		3		3		3		3						インパクトがもっとほしい

		119		1		27		2		13		1		1		2		13				2		5						1														5		5		5																										1				3																		1		4		4		4		4		4		4		4		4						特になし

		120		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1												1								1		2		1																				1										2		1																		3		1		1		5		5		5		5		5						音楽関係のモノが好き

		121		2		20		2		13		1		2		2		13				1		2				1																3		4		5																										1				3		1																		3		2		2		2		2		2		2		2						ない

		122		2		31		3		13		1		2		3		13				1		1		1																		2		5		5		1												1																3		1		1								1								3		2		2		3		4		3		2		3						きらびやかでお水系だと引く。

		123		2		28		2		13		1		2		2		13				1		2		1		1								1								2		3		4		1		1				1																						1		1												1		1				2		2		1		4		4		2		4		5						インパクトが強い、音が大きい

		124		1		31		3		13		1		1		3		13				2		1										1										1		4		4												1																		1		1		1		1		1		1		1				1				2		5		1		1		5		1		1		1						ない

		125		1		38		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1																1		1						1												1										1

		126		2		30		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1										1												3										1										2		2		2		4		3		3		4		3						あまり見ない

		127		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		3								1																										1

		128		2		34		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1				1						1																3		1										1		1						5		3		3		5		5		3		5		4						排気ガスが出るからいまいち。やめてほしいかな

		129		1		16		1		13		1		1		1		13				3		3		1																		5		5		5																										1				3										1										3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		130		1		18		1		13		1		1		1		13				2		2		1																		2		2		2				1																										1		1																		2		3		2		3		3		3		3		3						派手

		131		1		35		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		2		2		2		1																												2		1																		4		2		2		3		3		3		3		3						特にない

		132		2		37		3		13		1		2		3		13				4		3		1		1																3		3		5		1						1						1																3		1								1				1						5		1		2		3		3		3		3		3		2		基本、人の顔が載っていたら気になる		都心だとそんなにスピードも出していないから、止まっていたら見ると思う。

		133		1		28		2		13		1		1		2		13				4		3		1																		5		5		5		1		1				1																						3		1																		4		3		3		4		4		4		4		3						大きくてインパクトがあるイメージ。

		134		2		27		2		13		1		2		2		13				1		1		1				1														1		1		2		1						1																						1		1		1																3		1		1		3		2		2		3		3						コストがいくらかかっているのかしりたい。

		135		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1		1		1				1				1		1												1		1		1										1

		136		2		38		3		13		1		2		3		13				2		2				1																4		5		5		1																				1								3		1										1		1						4		2		2		4		3		3		4		4						なし

		137		1		28		2		14		1		1		2		14		1		2		3		1																		5		5		5		1																												3		1																		3		3		3		3		3		3		2		3						派手

		138		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		2		1						1										1												1

		139		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1		1								1		1														1

		140		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		4		1																		5		5		5								1		1				1						1										3										1		1								4		4		2		5		4		2		5		4						有楽町で見たような気がする。

		141		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1				1														1		1		1		1		1										1														1		1

		142		2		34		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1																						2						1				1										3		2		2		4		4		4		5		5						なし

		143		1		37		3		13		1		1		3		13				1		1		1		1		1														3		2		4		1		1				1						1				1												3		1								1						1				4		1		1		3		4		4		4		2						たまに走るのは効果があるけど、たくさん走っているとインパクトが薄れる。

		144		1		37		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1																2		1														1														1		1												1

		145		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3						1		1												2		2		5		1		1				1																						3		1		1																3		1		1		3		3		3		4		2						エコではない

		146		2		19		1		13		1		2		1		13				1		2		1																		2		5		4				1				1																						2		1																		4		1		2		5		4		4		4		4						大音量で音楽を流しながらアーティストの宣伝をしている

		147		2		24		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1		1						1								2		2		3		1		1				1						1		1						1								2		1		1		1		1		1		1		1						3		1		1		3		3		1		3		2						瞬間的な印象が強く、記憶に残りやすいと思う。

		148		2		27		2		14		1		2		2		14		1		1		2		1																		2		5		5		1		1				1																						3				1				1												4		2		2		4		2		2		4		2						広告費が高くつきそう

		149		2		38		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																3		5		5		1		1				1						1																3		1		1		1		1		1		1		1		1				5		1		2		5		5		2		5		2						目をひく

		150		1		24		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1								1								2		4		4		1		1														1				1								3		1		1						1										4		1		2		4		2		1		4		3						インパクトがあり広告宣伝媒体

		151		1		40		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1		1																2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1												1		1						1		1

		152		2		38		3		13		1		2		3		13				1		2		1		1				1				1								2		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								2								1		1		1				1				4		2		2		5		4		2		5		3						騒音が凄いので若干迷惑

		153		1		38		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3								1		1										3		1		1														1												1				1

		154		1		38		3		14		1		1		3		14		1		3		3				1																4		5		5								1																						3												1								3		2		2		4		3		2		4		3						特に無い

		155		2		30		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1						1						1										3		1																		5		2		2		5		5		5		5		2						音楽が流れたりするのでうるさい。

		156		2		31		3		13		1		2		3		13				2		2		1		1																2		2		2		1		1		1								1		1														2		1		1										1						2		2		2		2		2		2		2		2						インパクトがある

		157		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1																		2		1						1																						1				1

		158		2		19		1		13		1		2		1		13				1		1		1																		2		4		5		1																												3		1																		4		1		4		3		3		3		3		3						大きい、インパクトがある

		159		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1		1		1		1		1								1										1				1		1				1		1

		160		1		27		2		13		1		1		2		13				4		5		1																		5		5		5								1																						3		1		1																5		2		2		5		5		5		5		5						出会い系やキャバクラ・ホスト系の広告がよく出されているイメージがある

		161		2		23		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1																2		5		5		1		1										1																2				1		1		1		1						1				5		1		2		2		4		2		5		2						印象には残るけど興味が無いものだとうるさく感じる

		162		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		1								1		1																																1		1

		163		2		43		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3		1		1																										1		1												1

		164		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		3				1																5		5		5								1																						3				1				1												5		3		3		3		3		3		4		3						特にない

		165		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1										1								1								2				1										1						5		2		2		5		5		3		5		3						出会い系や風俗が多すぎ。パチンコも（風俗業界ですが）どうなの？って思う

		166		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1				1														5		5		4		1								1				1																2										1		1				1				2		1		2		5		5		2		5		5						渋谷

		167		2		28		2		14		1		2		2		14		1		1		3		1																		2		5		5		1		1		1		1						1		1						1								2		1		1						1										5		2		2		3		5		3		3		5						好きなアーティストのものであればとても印象に残る。ただ音楽を一緒に流していると、その音楽のテイストは理解できるけれど細かい音楽の印象は残らないと思う。

		168		1		32		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3														1						2																										1				1

		169		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1						1																						1

		170		2		24		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		5		5		5		1						1																						3		1						1								1				5		2		2		5		5		5		5		2						音楽を流すときはほどほどの音量にしてほしい。大きすぎると耳障りで不快に感じるので、かえって悪い印象を持ってしまう。

		171		2		21		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		2		5		5		1						1		1												1								3		1		1				1								1				4		2		2		4		5		2		5		3						渋谷などで見ると目立つし、目を引くから印象的。ただ電話中に通られると、音楽などの影響で会話を中断しなくてはならず、何回か困ったことがある。トラックの中に何が入っているのか気になることもある。

		172		1		35		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		3		5		3								1																						3																		1		5		3		3		5		4		2		5		4						にぎやか

		173		2		27		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3		1						1												5		2		3		4		5		5		5		5						特になし

		174		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1																1										3		1																		4		1		3		4		4		4		4		4						派手なイメージで、大音量で音楽をかけて走行している

		175		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		2		5		5		1		1		1		1		1				1		1				1		1								2																		1		4		2		2		4		3		3		4		4						目立つ

		176		1		34		3		13		1		1		3		13				1		3						1														5		5		5				1				1																						3						1				1						1				5		2		2		4		5		2		5		5						音がうるさい

		177		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1				1																3		1		1				1																						1														1

		178		2		37		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2				1																2		1		1		1		1																						1				1

		179		1		24		2		14		1		1		2		14		1		1		3		1																		5		5		5		1						1														1								3		1		1		1		1		1		1		1						3		2		2		2		2		2		2		2						大きさも大きいので印象に残りやすいと思うが、結局本人の興味のないことの場合忘れてしまうことが多いと思う。

		180		2		32		3		13		1		2		3		13				2		3				1																3		2		4		1		1														1		1										2		1		1				1		1		1								5		2		2		2		2		2		2		2						広告費が気になる

		181		1		39		3		14		1		1		3		14		1		1		2		1		1		1														2		4		5		1						1						1								1								2				1		1		1		1		1								5		2		2		4		4		2		5		3						目新しさがなくなった。いつも見かける求人誌なんかは、見たくも無い、という感じ。ただ、目立つので、目はいってしまう。

		182		1		29		2		13		1		1		2		13				2		4		1																		5		5		5								1														1								2																		1		4		2		2		5		4		3		4		4						印象に残るかどうかは別として、インパクトはある。

		183		2		36		3		13		1		2		3		13				4		1		1																		5		5		5				1				1																						3																1				5		1		1		5		5		1		5		2						特に興味はない

		184		1		31		3		13		1		1		3		13				4		5								1												5		5		5								1																						3		1		1		1				1										3		2		2		4		3		3		4		3						とくになし

		185		1		28		2		13		1		1		2		13				2		5		1																		5		5		5		1		1										1																3								1		1										3		3		3		3		3		3		3		3						大音量で宣伝するものが多い印象で、目立ったもん勝ちの理念が拭えない

		186		1		27		2		13		1		1		2		13				2		3		1																		4		5		5								1										1												3						1				1										5		2		2		5		5		2		5		3						見た時には、珍しいと思うがその場を離れて広告の内容を覚えていることはほとんどない。

		187		2		29		2		13		1		2		2		13				2		2		1						1												2		2		2		1		1																										2						1				1		1		1		1				5		1		1		2		2		2		2		2						興味を持ちやすい

		188		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1		1								1								1		1						1																						1														1

		189		1		43		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1												1		1						1																																						1		那覇新都心

		190		1		34		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5								1																						3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						ない

		191		1		21		2		13		1		1		2		13				2		3		1																		3		5		5		1		1				1				1										1								2				1						1						1				5		2		2		3		3		5		5		5						とくにない

		192		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1				1		1																						1

		193		2		24		2		14		1		2		2		14		1		2		1		1		1																2		2		2		1		1		1		1		1		1		1								1								3		1		1		1				1		1		1						5		1		1		5		5		1		5		1						動く広告なので、細かい文字などは読み取れない場合が多く、とにかく目を引き、記憶に残る事が大事だと思う。

		194		1		26		2		14		1		1		2		14		1		3		4								1												5		5		5																										1				3																		1		5		2		2		3		2		3		3		3						印象に残りやすい

		195		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1				1														5		5		5				1		1		1		1				1				1		1										3								1		1				1						4		4		4		4		4		4		4		4						あまり良いイメージがない。どんな広告が載っていたか、ほとんど覚えてないけどかっこいいとかかわいいとか綺麗とかそういう感じがしたことがないような気がする。どっちかというと、うるさいイメージ。ガチャガチャしたイメージがある。

		196		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																4		5		5		1		1				1										1												3						1		1		1		1								3		2		2		3		3		3		3		2						都心部しか見かけない。

		197		2		29		2		13		1		2		2		13				4		4		1																		4		5		5		1																												3				1						1				1						5		2		2		5		2		3		5		4						インパクトがある

		198		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		1								1																										1

		199		2		33		3		13		1		2		3		13				4		4						1														5		5		5																		1												3		1																		3		3		3		4		4		3		4		4						都心で走ってるのは見かけた気がするがその他の地域では見られないので印象に残りにくい

		200		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1		1						1												1		1		1						1								1																1														1		1				1		4		3		3		3		2		3		1						面白い

		201		2		21		2		13		1		2		2		13				2		1		1		1		1						1								4		4		4																										1				3		1		1				1				1		1						5		2		2		5		2		2		5		2						なし

		202		2		28		2		13		1		2		2		13				1		3				1																5		5		5		1		1		1		1						1																3																1				2		3		3		2		2		2		2		2						音楽の広告はよく見かけるので、あまり印象に残らないのが事実。音楽が流れているものは少しうるさく感じる。

		203		1		24		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1														1								3		1		1																3		1		2		3		3		3		3		3						・インパクトがあるため、記憶に残りやすい。しかし、細かな情報までは分からない。

		204		1		36		3		13		1		1		3		13				1		1				1		1														1		1		2						1						1																		1		1								1						1				1		1		1		2		2		3		3		3						なし

		205		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		4		5		5				1				1																						2		1												1		1				4		2		3		2		3		2		2		3						安っぽくいかがわしい広告が多いイメージがあります。

		206		1		24		2		13		1		1		2		13				2		1		1		1																2		2		4		1						1						1																1		1								1				1						2		2		2		1		3		2		1		4						運転する人は大変だろうなと思う。

		207		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		4																										1																1

		208		2		23		2		13		1		2		2		13				2		5		1																		5		5		5				1				1						1																3		1												1						5		1		1		5		5		5		5		5						インパクトが強いと見入ってしまい、人にぶつかったりして危険。

		209		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1												1		1						1																						1												1		1

		210		2		26		2		14		1		2		2		14		1		2		2				1		1														2		2		3		1		1				1						1																3				1				1		1						1				3		2		2		2		1		2		3		3						音楽が流れていると、目の前を通った時に耳が痛いことがある

		211		2		33		3		13		1		2		3		13				2		1		1																		2		2		3										1																				2				1		1				1										2		2		2		2		2		2		2		2						目立つ

		212		2		20		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		5		5		5																										1				3		1												1						4		2		3		4		5		4		5		2						水商売などの広告はやめてほしい

		213		2		35		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		4		5		5								1																						3		1																		3		2		4		2		3		3		3		3						なし

		214		2		31		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5		1		1				1																						3										1										5		5		3		5		5		5		5		5						出会い系の宣伝が多い気がして好感が持てない

		215		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1				1		1						2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								1				1						1				1

		216		2		35		3		13		1		2		3		13				1		2		1		1								1								2		2		4		1		1				1						1		1						1								2		1																		2		1		1		3		3		2		4		3						何か楽しそうな企画なのかなという期待感が生じる。

		217		1		32		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		4		5		1																												2												1		1						5		2		2		5		4		3		5		4						特になし

		218		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3						1														3								1																										1

		219		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5								1										1												3		1																		4		2		2		4		4		2		4		3						音がうるさい

		220		1		40		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2								1												1		1						1																						1		1										1

		221		2		28		2		14		1		2		2		14		1		1		2		1																		3		2		3				1																										2				1						1										2		2		2		4		3		3		4		4						可愛いのがよい

		222		1		38		3		13		1		1		3		13				2		3												1								4		5		4		1						1																						3		1		1				1						1						2		3		3		5		5		4		5		4						実際に時給はいくらなのか

		223		2		33		3		13		1		2		3		13				2		5		1																		5		5		5								1										1												3		1		1						1						1				3		3		3		2		3		3		2		3						あまり上品な内容のものを見たことがないので良い印象がない。

		224		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3								1				1		1																1

		225		1		29		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1				1												3		5		5		1						1										1												3		1		1		1		1						1		1				4		2		4		1		3		3		1		1						普通の広告よりは動いていたり、珍しい分記憶に残りやすいと思う。

		226		1		26		2		14		1		1		2		14		1		2		3						1														2		3		2						1		1																						2		1																		2		2		3		1		2		3		3		2						　ほんとに良い宣伝をしてくれる車というイメージがあります。

		227		2		19		1		13		1		2		1		13				4		3		1						1												4		5		5		1		1																		1								2				1				1								1				4		2		2		3		3		2		3		3						特になし

		228		1		15		1		13		1		1		1		13				2		5		1																		5		5		5																										1				3																		1		5		5		5		5		5		5		5		5						特になし

		229		2		29		2		13		1		2		2		13				2		2				1																5		3		3		1																												2								1		1										2		2		2		2		2		2		2		2						特になし

		230		1		44		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1																		2								1																						1		1		1		1				1

		231		2		29		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1														3										1										2		2		2		2		2		2		2		2						出会い系の宣伝が多いような

		232		2		32		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1		1														5		5		5		1		1				1						1		1														2		1		1				1		1		1		1						3		1		1		3		3		1		3		3						ミュージシャンなどのものは興味を持って見るが、キャバクラやホストなどは興味がないので見ていない。大音量で音楽を流しながら走っているのを見かけると、「うるさい。」と思う。

		233		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																										1		那覇メインプレイス、南風原ジャスコ

		234		2		20		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		4		3		5		1						1																						2		1		1																4		1		3		4		4		3		4		4						音楽がかかっているとつい見てしまうので、印象に残る。

		235		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		1		1		1																1		2		5		1						1																						2		1																		5		2		2		5		5		1		5		3						お菓子の新商品なんかもいい

		236		2		24		2		14		1		2		2		14		1		2		2		1																		4		5		5		1		1				1		1		1		1		1														3		1		1																5		2		2		5		5		2		5		3						音楽などを大音量で流すのはやめてほしい。

		237		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1																3		5		5		1						1						1																3										1										5		3		2		5		5		5		5		5						実際に見た時はとてもインパクトがあるが、すぐに忘れている。

		238		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3								1												3								1																																		1

		239		1		17		1		14		1		1		1		14		1		2		2		1		1		1		1												2		4		4		1		1				1								1						1								2		1		1		1		1		1		1		1		1				3		2		2		3		3		2		3		2						目立つので印象に残る。

		240		1		24		2		13		1		1		2		13				2		4		1																		5		5		5																										1				3		1																		4		2		2		4		4		4		4		4						特になし

		241		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1		1														2		3		4		1		1				1						1				1												3		1		1												1				4		1		1		4		4		1		5		1		3		雑誌		とても、目立ちインパクトがある

		242		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		4		1																		4		5		5				1				1																						3				1				1		1										4		2		3		5		1		2		2		5						ヤンキーが乗っていそうで怖いイメージしかない。

		243		1		32		3		13		1		1		3		13				1		3		1		1																2		2		2				1		1		1				1																		2		1		1				1												3		2		2		1		2		3		4		2		3		業界や商品によるのではなく、音や装飾できまる		騒々しいだけのものが多いので他のものと違うものが走っていると目を引く

		244		2		27		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		1		2		3		1																												2		1																		2		2		1		3		3		3		3		3						特になし

		245		2		17		1		13		1		2		1		13				2		4										1										5		5		5								1																						3		1																		4		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		246		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1																										1

		247		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1																		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1										1		1										1

		248		2		37		3		14		1		2		3		14		1		4		3		1																		5		5		5								1		1										1										3		1				1		1		1										4		2		2		3		3		3		4		3						分からない

		249		2		18		1		13		1		2		1		13				4		5														1						3		5		5																						1								3										1										3		3		4		3		3		3		4		3						なし

		250		1		24		2		13		1		1		2		13				1		1		1																		4		4		5		1		1		1		1						1								1								2		1																		4		1		1		2		4		1		2		3						インパクトはあるが内容がわかりずらい。

		251		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1		1														1										1				1

		252		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1																4		5		5		1				1		1						1								1								3		1		1				1												2		1		3		3		3		3		3		3						印象に残る

		253		2		32		3		13		1		2		3		13				2		4		1																		5		5		5								1										1												3		1																		4		2		3		4		4		4		4		4						がちゃがちゃしているイメージ

		254		2		25		2		14		1		2		2		14		1		2		3						1														4		4		4								1																						3																1				4		4		2		4		4		4		4		4						音があったほうがいい

		255		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2				1																2		1																												1		1												1

		256		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		1		1						1								1														1

		257		2		25		2		47		2		2		2		47																																																																																																						2		1		1				1												1		1		1				1		1		1				1		1		1																						1

		258		2		20		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1																2		3		3		1		1				1		1				1						1										2		1								1										5		2		1		2		2		1		4		1						目立つ。BGMがうるさい

		259		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1		1														4		5		5		1		1		1						1		1		1		1		1		1								3		1		1				1				1		1						4		1		2		4		2		2		4		3						インパクトがあるが、騒がしいイメージがある。

		260		2		37		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1																		1								3				1				1												5		5		5		5		5		5		5		5						特にないです

		261		2		21		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5		1										1																		3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						目立つ

		262		2		30		3		13		1		2		3		13				2		2				1																2		2		2		1																												3		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2						キャバクラとかのイメージ

		263		1		30		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5										1																				3								1		1										2		2		3		2		3		3		2		3						ド派手なイオンとセット

		264		1		38		3		13		1		1		3		13				2		2		1		1																5		5		5		1						1						1				1												3		1																		3		2		2		2		2		2		2		3						渋谷や原宿など、若者が集まる場所で広告対象を決めて走らせるのであれば、それなりに効果があるように思える。

		265		2		23		2		13		1		2		2		13				1		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3						1		1		1		1		1						2		1		1		2		2		2		2		2						パチンコや出会い系サイトなどのいかがわしい広告をする場所。

		266		2		38		3		13		1		2		3		13				3		3		1																		1		2		2								1																						3		1																		3		3		3		3		3		3		3		3						ない

		267		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1				1		1						1		1		1														1												1		天久新都心

		268		1		21		2		14		1		1		2		14		1		2		3		1																		4		4		5																										1				3		1																		2		5		4		3		4		5		4		5						うるさく光が強いので目障り

		269		1		14		1		13		1		1		1		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3		1		1				1												5		2		2		5		4		3		5		3						車での移動スピードを考えると、できるだけ印象に残りやすいインパクトのある広告にしないと印象に残らないと思います。

		270		2		36		3		13		1		2		3		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3												1								5		3		2		5		5		5		5		5						特になし

		271		1		29		2		14		1		1		2		14		1		1		1		1		1		1														1		1		2		1		1		1		1						1		1		1		1		1								1		1		1		1		1		1		1				1				5		1		1		5		2		1		5		2						走行マナーをきちんと守っているならいいと思う。ときどき、運転手がぶすっとした顔をしているときは、不愉快に感じる。

		272		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		4		5		5				1		1		1						1				1												3		1		1				1		1										5		2		3		5		5		5		5		3						インパクトが強い。音楽を流している車もあるがうるさいので少し不快に感じる時もある。

		273		2		18		1		14		1		2		1		14		1		1		3		1		1																5		5		5				1										1								1								3						1		1		1		1				1				3		3		2		2		2		2		3		2						都内都市部でしか見かけないので、走っているのを見ると都会にいる実感がわく

		274		1		28		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																2		4		4		1						1														1								2				1				1								1				3		1		2		3		3		2		3		3						音楽やナレーションも一緒に聞こえてきて嫌でも目について記憶に残る

		275		1		21		2		13		1		1		2		13				4		5								1												5		5		4																										1				3		1		1																4		3		2		3		3		3		3		3						特になし

		276		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1		1														3						1						1		1						1										1				1		1						1

		277		2		27		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3				1		1														4						1						1		1		1														1		1				1		1				1

		278		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3				1																										1

		279		1		19		1		13		1		1		1		13				2		2		1		1																2		2		2								1																						2		1				1														3		3		2		3		3		3		2		3						特になし

		280		2		37		3		14		1		2		3		14		1		4		3								1												5		5		5		1		1				1						1																3				1				1												5		2		2		5		5		2		5		5						派手な感じがして、つい目で追ってしまう。

		281		2		19		1		13		1		2		1		13				2		3		1																		5		5		5		1		1				1						1		1				1										1								1		1						1				2		1		1		1		1		1		1		1						町で見かけるとかなりの確率で気づく。インパクトがある。

		282		1		24		2		14		1		1		2		14		1		4		3				1																5		5		5																										1				3				1				1												1		5		5		5		5		2		2		5						面白いと思う

		283		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		3		5		5								1										1												3		1												1						5		2		2		5		4		3		5		5						基本、景観を汚すような、良くないイメージを持っている。

		284		1		22		2		13		1		1		2		13				2		2		1						1												3		2		3		1		1				1				1																		3		1						1								1				2		1		1		4		4		4		4		2						いんぱくとがあり、いいと思う

		285		2		27		2		13		1		2		2		13				1		3		1		1																2		5		4		1		1				1						1		1														3		1		1		1		1		1				1		1				5		2		2		5		4		3		4		2						ＥＸＩＬＥとかＡＫＢのトラックをよく渋谷で見かける気がします！！興味のあることだと印象に残りやすいと思います

		286		2		16		1		47		2		2		1		47																																																																																																						3						1														5														1																				1

		287		1		20		2		13		1		1		2		13				3		6		1																		5		5		5								1																						3								1		1										5		4		2		4		4		3		5		5						邪魔

		288		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2												1								3								1																										1

		289		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3														1						1								1																								1

		290		2		29		2		13		1		2		2		13				1		2		1		1																4		5		5		1		1				1		1				1								1								1		1				1		1		1										4		2		1		5		4		2		5		2						同じ広告のトラックを同じ日に頻繁に見る事が有るが、出会い系の広告だと良いイメージではないのでゲンナリする。

		291		2		28		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		5		5		5				1		1		1						1																3				1						1										5		2		2		5		5		5		5		5						広告だけのトラックだと、出会い系やマンガ喫茶のものしか見たことがなく、好印象を抱いたことは一度もない。広告＋音楽が流れるようなアーティスト系のトラックは、とにかく音楽がうるさすぎて、いつも煩わしい気分になる。

		292		1		15		1		14		1		1		1		14		1		2		2				1																3		5		5																										1				3		1																		5		5		5		5		5		5		5		5						ない

		293		1		37		3		14		1		1		3		14		1		2		2		1		1																2		5		2		1		1		1		1		1																				2		1		1		1		1		1		1				1				2		1		1		3		3		2		3		3						アドトラック自体はすでに珍しいものではない。印象に残るかどうかは広告自体の内容によるだろう。

		294		2		19		1		14		1		2		1		14		1		1		3		1																		2		4		5				1		1		1						1																3				1		1		1		1										3		1		2		4		4		2		5		3						アーティストが貼ってあるトラックが新曲をながしながら走っている信号待ちとかだったら見て内容がわかるけど、走行中は過ぎ去って行く感じでさっきの派手なトラックなんだろうぐらいにしかならない

		295		1		34		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		1						1		1										1		1										1				1

		296		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		1								1																										1

		297		2		21		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1		1														2		2		2		1		1				1										1												2		1						1				1				1				2		1		2		1		3		2		1		2						目立つ

		298		2		24		2		47		2		2		2		47																																																																																																						1		1		1		1														1				1				1																						1		1

		299		2		21		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1		1																4		4		5								1								1														2						1				1		1								5		2		2		5		3		2		5		4						アドトラックというと爆音で音楽を流しているイメージです。

		300		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								1

		301		2		34		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2				1																																										1		新都心

		302		1		39		3		13		1		1		3		13				4		4								1												5		5		5				1				1										1		1		1								2		1		1						1		1		1						3		3		3		2		3		3		2		3						正直あまり気にした事が無いが、時々ちらっと見るくらいですね。

		303		2		33		3		13		1		2		3		13				1		2		1				1														2		2		4						1		1						1				1												2				1		1		1		1		1								5		3		1		5		4		2		5		4						商品やサービスを広告するインパクトのあるアドトラックでも、若い人をターゲットにしたものが多い気がするので、ほとんどのものが興味深く感じない。

		304		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		4		5		5		1		1												1						1								3		1		1				1				1								5		2		2		5		4		2		5		4						思いがけず目にするので印象に残る

		305		2		23		2		13		1		2		2		13				1		6						1														5		5		5				1																										3																1				1		1		5		5		5		5		5		5						音がうるさくて目立つ

		306		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1		1		1				1						1				1												1		1														1		奥武山公園

		307		2		19		1		13		1		2		1		13				2		1		1																		2		4		4		1																												2		1																		4		1		2		4		4		4		4		4						印象的

		308		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		4		5																										1				3								1												5		2		2		5		4		3		5		5						インパクトが強く通ると注目するが、その場限りですぐ忘れる

		309		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1				1														2		2		3		1		1				1																						3		1		1																5		2		5		3		3		4		3		3						派手

		310		2		32		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1						1		1				1										3								1		1		1								5		5		3		5		5		3		5		5						都会でしか見ることができないという印象

		311		2		28		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		3		5		5		1																				1								3				1				1												4		2		2		3		3		3		3		3						女性に対して、出会い系のさくらを推奨するようなドカドカと騒ぎ立てているイメージしかありません。たまにジュースの宣伝カーなどみかけると安心します。うるさいのはいやです。

		312		1		20		2		14		1		1		2		14		1		1		1		1		1																5		2		5		1						1								1														2		1																		5		1		2		1		5		1		2		1						きらびやか

		313		1		34		3		14		1		1		3		14		1		2		1		1		1				1		1										2		2		3		1		1										1		1		1		1		1								2		1						1						1						3		3		2		3		1		3		3		3						派手でとても良いアピールだと思う。

		314		1		18		1		13		1		1		1		13				1		1		1																		1		1		3		1																												2								1		1										5		2		2		5		1		5		5		5						表示が見易い

		315		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1						1				1								2										1		1				1																		1		1				1

		316		2		24		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		2		1						1																								1

		317		1		22		2		47		2		1		2		47																																																																																																						3		1																		2																										1				1		1		1

		318		2		27		2		13		1		2		2		13				1		1		1																		4		5		5		1		1				1						1																3		1		1				1												2		2		2		2		2		2		2		2						音楽がうるさいなという印象しかない

		319		2		19		1		13		1		2		1		13				2		2				1						1										2		4		5								1																						2				1				1												2		1		2		2		2		2		3		3						メジャー

		320		1		32		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5																										1				3				1																5		5		2		5		5		3		5		5						おもしろい

		321		1		22		2		14		1		1		2		14		1		3		4		1																		5		5		5																										1				3		1																		3		2		2		3		3		3		3		3						音楽関係の宣伝だと、うるさくてうっとうしいときがある。

		322		1		47		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1																		1		1		1				1				1						1		1										1																1		新都心

		323		1		29		2		13		1		1		2		13				1		2								1												3		3		3						1																								2		1																		2		3		4		3		3		3		3		3						特になし

		324		2		16		1		14		1		2		1		14		1		1		1		1		1																2		2		2		1		1				1																						2		1		1						1										5		1		1		5		5		5		5		5						画期的な宣伝方法だと思う

		325		1		25		2		14		1		1		2		14		1		4		3		1		1																5		5		5																										1				3		1								1										3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		326		1		27		2		47		2		1		2		47																																																																																																						2		1		1						1										2										1						1				1										1				1		1

		327		1		28		2		14		1		1		2		14		1		1		3		1																		5		5		5				1				1						1				1												3																		1		3		2		2		3		3		3		3		3						結構インパクトはあると思う。周辺を回っているので複数回見かけることがある。あまり興味のない広告や不快に思うような広告だと複数回見ることになるのでいらっとすることがある。あと音を結構大音量で出すものもある。これもあまり興味のないものだとしつこいと感じてしまう。

		328		2		19		1		13		1		2		1		13				2		2		1																		4		5		5		1		1																		1								3										1										5		2		1		2		4		2		4		5						うるさい

		329		1		23		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1				1												2		4		4		1												1								1								3		1						1												4		3		3		2		2		3		2		2						目立つので良い試みと思うが、燃料代など無駄も多いか

		330		2		19		1		14		1		2		1		14		1		2		3		1																		5		5		5																										1				3								1												3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		331		1		27		2		13		1		1		2		13				2		3						1														3		3		4						1																								3																		1		3		3		3		3		3		3		3		3						効率的

		332		2		25		2		13		1		2		2		13				4		3		1		1																4		5		5																										1				3								1												2		2		2		2		2		2		2		2						インパクトがスゴいある！

		333		1		34		3		13		1		1		3		13				1		2		1																		2		5		5		1										1		1																3																		1		5		2		4		4		4		2		4		3						印象には残るが、良い印象ではない。

		334		2		24		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1																2		2		2		1		1				1						1																2		1		1				1												4		2		2		4		4		2		4		2						音楽などが流れていると印象に残りやすいと思う

		335		1		33		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																												1

		336		1		18		1		14		1		1		1		14		1		2		3		1		1																5		5		5																										1				3				1				1		1										5		2		3		5		5		3		5		5						金のかかる割に、宣伝効果の低いイメージ

		337		2		19		1		14		1		2		1		14		1		2		2				1																2		5		5		1				1		1																						3				1				1												5		1		1		5		5		5		5		5						環境に悪いのでいらない

		338		2		35		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1		1				1		1				1						1		1																						1

		339		2		30		3		13		1		2		3		13				1		2		1																		4		4		4		1						1						1																3		1																		4		1		1		5		4		4		5		2						広告だけなら良いが、たまに音楽（音）が非常に大きいアドトラックがあり、不快に感じることがある。

		340		1		27		2		13		1		1		2		13				1		1				1																3		5		5		1		1				1						1				1												2																		1		5		2		1		5		5		5		5		5						音が大きいのやびっくりするのは良くないと思う

		341		2		16		1		13		1		2		1		13				2		2		1																		3		5		5		1		1				1						1		1		1				1								3		1																		3		1		1		3		2		2		3		1						大きな音を流しているようなイメージがある。

		342		2		27		2		13		1		2		2		13				1		3				1		1														2		2		3		1		1				1						1				1				1								2		1				1		1		1		1				1				4		2		1		3		3		2		3		1		2		化粧品		印象には残るが、良い印象ではない

		343		2		16		1		13		1		2		1		13				2		1		1		1		1		1												4		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								2		1		1		1		1		1		1		1		1				2		1		1		1		1		1		1		1						音楽をガンガンにかけて走っているのはちょっと迷惑なので辞めて欲しいです。

		344		2		15		1		13		1		2		1		13				2		2		1		1																4		5		5		1						1																						3		1		1																4		2		1		5		4		4		5		5						出会い系や、アイドル関連がおおい

		345		1		18		1		47		2		1		1		47																																																																																																						2		1																		3																										1																				1		新都心

		346		2		25		2		13		1		2		2		13				4		4		1						1												5		5		5				1		1		1		1				1		1		1		1										3				1				1		1		1				1				4		1		1		4		4		4		4		3						アドトラックと言われると、アーティストか出会い系のイメージしかないです。音楽が大きいことが多いのであんまりいい印象はないです。

		347		2		24		2		13		1		2		2		13				2		3								1												5		4		4				1																										3								1		1		1				1				5		1		1		5		5		1		5		5						出会い系サイトの広告かな？と車を見ただけで思う

		348		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		3				1		1		1																										1

		349		2		27		2		13		1		2		2		13				2		1		1		1																2		5		5		1				1		1						1								1								3		1				1				1		1		1		1				2		1		1		1		2		3		4		2						音が大きいのでビックリする。出会い系などが多い気がするのであまりいい印象はない。

		350		1		20		2		13		1		1		2		13				2		4																1		ただのでかい広告		5		5		5				1				1																						3																		1		5		2		3		4		4		3		4		4						とくにない





GT表

		M_SEX		性別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		男性		138		39.4%

				2		女性		212		60.6%

		M_AGE		年齢別

								Ｎ

				全体				350

				最大値(MAX)				49.0

				最小値(MIN)				14.0

				平均値(AVE)				30.9

				中央値(MED)				31.0

		M_AGE_G		年齢別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		10歳～19歳		34		9.7%

				2		20歳～29歳		128		36.6%

				3		30歳～39歳		149		42.6%

				4		40歳～49歳		39		11.1%

		M_PREF		都道府県別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		北海道		0		0.0%

				2		青森県		0		0.0%

				3		岩手県		0		0.0%

				4		宮城県		0		0.0%

				5		秋田県		0		0.0%

				6		山形県		0		0.0%

				7		福島県		0		0.0%

				8		茨城県		0		0.0%

				9		栃木県		0		0.0%

				10		群馬県		0		0.0%

				11		埼玉県		0		0.0%

				12		千葉県		0		0.0%

				13		東京都		174		49.7%

				14		神奈川県		76		21.7%

				15		新潟県		0		0.0%

				16		富山県		0		0.0%

				17		石川県		0		0.0%

				18		福井県		0		0.0%

				19		山梨県		0		0.0%

				20		長野県		0		0.0%

				21		岐阜県		0		0.0%

				22		静岡県		0		0.0%

				23		愛知県		0		0.0%

				24		三重県		0		0.0%

				25		滋賀県		0		0.0%

				26		京都府		0		0.0%

				27		大阪府		0		0.0%

				28		兵庫県		0		0.0%

				29		奈良県		0		0.0%

				30		和歌山県		0		0.0%

				31		鳥取県		0		0.0%

				32		島根県		0		0.0%

				33		岡山県		0		0.0%

				34		広島県		0		0.0%

				35		山口県		0		0.0%

				36		徳島県		0		0.0%

				37		香川県		0		0.0%

				38		愛媛県		0		0.0%

				39		高知県		0		0.0%

				40		福岡県		0		0.0%

				41		佐賀県		0		0.0%

				42		長崎県		0		0.0%

				43		熊本県		0		0.0%

				44		大分県		0		0.0%

				45		宮崎県		0		0.0%

				46		鹿児島県		0		0.0%

				47		沖縄県		100		28.6%

				48		海外		0		0.0%

		PREF_CATE		地域カテ

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		関東（東京・神奈川）		250		71.4%

				2		沖縄		100		28.6%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		男性		138		39.4%

				2		女性		212		60.6%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		10代		34		9.7%

				2		20代		128		36.6%

				3		30代		149		42.6%

				4		40代		39		11.1%

				5		50代		0		0.0%

				6		60代以上		0		0.0%

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		北海道		0		0.0%

				2		青森県		0		0.0%

				3		岩手県		0		0.0%

				4		宮城県		0		0.0%

				5		秋田県		0		0.0%

				6		山形県		0		0.0%

				7		福島県		0		0.0%

				8		茨城県		0		0.0%

				9		栃木県		0		0.0%

				10		群馬県		0		0.0%

				11		埼玉県		0		0.0%

				12		千葉県		0		0.0%

				13		東京都		174		49.7%

				14		神奈川県		76		21.7%

				15		新潟県		0		0.0%

				16		富山県		0		0.0%

				17		石川県		0		0.0%

				18		福井県		0		0.0%

				19		山梨県		0		0.0%

				20		長野県		0		0.0%

				21		岐阜県		0		0.0%

				22		静岡県		0		0.0%

				23		愛知県		0		0.0%

				24		三重県		0		0.0%

				25		滋賀県		0		0.0%

				26		京都府		0		0.0%

				27		大阪府		0		0.0%

				28		兵庫県		0		0.0%

				29		奈良県		0		0.0%

				30		和歌山県		0		0.0%

				31		鳥取県		0		0.0%

				32		島根県		0		0.0%

				33		岡山県		0		0.0%

				34		広島県		0		0.0%

				35		山口県		0		0.0%

				36		徳島県		0		0.0%

				37		香川県		0		0.0%

				38		愛媛県		0		0.0%

				39		高知県		0		0.0%

				40		福岡県		0		0.0%

				41		佐賀県		0		0.0%

				42		長崎県		0		0.0%

				43		熊本県		0		0.0%

				44		大分県		0		0.0%

				45		宮崎県		0		0.0%

				46		鹿児島県		0		0.0%

				47		沖縄県		100		28.6%

				48		海外		0		0.0%

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		76		100.0%

				1		行くことがある		76		100.0%

				2		行くことはない		0		0.0%

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく見かける		69		27.6%

				2		何度か見たことがある		146		58.4%

				3		１度だけ見たことがある		10		4.0%

				4		見たような気がする		25		10.0%

				5		見たことはない		0		0.0%

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残った		37		14.8%

				2		印象に残った		57		22.8%

				3		まあ印象に残った		109		43.6%

				4		あまり印象に残らなかった		32		12.8%

				5		印象に残らなかった		11		4.4%

				6		全く印象に残らなかった		4		1.6%

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		インパクトがある		193		77.2%

				2		記憶に残る		92		36.8%

				3		内容が理解できる		43		17.2%

				4		親しみやすい		29		11.6%

				5		信頼できる		7		2.8%

				6		説得力がある		12		4.8%

				7		共感できる		4		1.6%

				8		その他		3		1.2%

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく話題にする		14		5.6%

				2		何度か話題にしたことがある		65		26.0%

				3		１度だけ話題にしたことがある		27		10.8%

				4		話題にしたような気がする		42		16.8%

				5		話題にしたことはない		102		40.8%

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく検索する		8		3.2%

				2		何度か検索したことがある		43		17.2%

				3		１度だけ検索したことがある		15		6.0%

				4		検索したような気がする		25		10.0%

				5		検索したことはない		159		63.6%

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく行く		5		2.0%

				2		何度か行ったことがある		25		10.0%

				3		１度だけ行ったことがある		16		6.4%

				4		行ったような気がする		30		12.0%

				5		行ったことはない		174		69.6%

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		アドトラック		133		53.2%

				2		街頭ビジョン		112		44.8%

				3		雑誌広告		44		17.6%

				4		テレビＣＭ		161		64.4%

				5		新聞広告		27		10.8%

				6		ラジオＣＭ		15		6.0%

				7		電車の中吊り		82		32.8%

				8		屋外広告		36		14.4%

				9		インターネット広告		46		18.4%

				10		チラシ広告		30		12.0%

				11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		48		19.2%

				12		その他		0		0.0%

				13		特に印象に残る広告はない		25		10.0%

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		自分で書き込みをしたことがある		20		8.0%

				2		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		64		25.6%

				3		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない		166		66.4%

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		アドトラック		142		56.8%

				2		ビジョン付きトラック		102		40.8%

				3		アメリカンバン		40		16.0%

				4		スケルトントラック		90		36.0%

				5		ロンドンバス		100		40.0%

				6		ケーブルカーバス		50		20.0%

				7		観光バス		47		18.8%

				8		ハマーリムジン		59		23.6%

				9		好感が持てる車両はない		17		6.8%

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		8		3.2%

				2		印象に残る		39		15.6%

				3		どちらともいえない		59		23.6%

				4		あまり印象に残らない		56		22.4%

				5		印象に残らない		88		35.2%

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		65		26.0%

				2		印象に残る		122		48.8%

				3		どちらともいえない		39		15.6%

				4		あまり印象に残らない		12		4.8%

				5		印象に残らない		12		4.8%

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		48		19.2%

				2		印象に残る		127		50.8%

				3		どちらともいえない		52		20.8%

				4		あまり印象に残らない		10		4.0%

				5		印象に残らない		13		5.2%

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		13		5.2%

				2		印象に残る		37		14.8%

				3		どちらともいえない		70		28.0%

				4		あまり印象に残らない		46		18.4%

				5		印象に残らない		84		33.6%

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		10		4.0%

				2		印象に残る		41		16.4%

				3		どちらともいえない		76		30.4%

				4		あまり印象に残らない		61		24.4%

				5		印象に残らない		62		24.8%

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		21		8.4%

				2		印象に残る		74		29.6%

				3		どちらともいえない		99		39.6%

				4		あまり印象に残らない		27		10.8%

				5		印象に残らない		29		11.6%

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		8		3.2%

				2		印象に残る		35		14.0%

				3		どちらともいえない		63		25.2%

				4		あまり印象に残らない		55		22.0%

				5		印象に残らない		89		35.6%

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		16		6.4%

				2		印象に残る		53		21.2%

				3		どちらともいえない		95		38.0%

				4		あまり印象に残らない		35		14.0%

				5		印象に残らない		51		20.4%

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

								Ｎ		％

						全体		4		100.0%

				1		とても印象に残る		0		0.0%

				2		印象に残る		2		50.0%

				3		どちらともいえない		2		50.0%

				4		あまり印象に残らない		0		0.0%

				5		印象に残らない		0		0.0%

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		どのようなものか内容まで知っている		12		12.0%

				2		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		40		40.0%

				3		知らない		48		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		インパクトがありそう		82		82.0%

				2		記憶に残りそう		39		39.0%

				3		内容が理解できそう		11		11.0%

				4		親しみやすそう		12		12.0%

				5		信頼できそう		3		3.0%

				6		説得力がありそう		12		12.0%

				7		共感できそう		4		4.0%

				8		その他		0		0.0%

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		良いと思う		30		30.0%

				2		どちらかと言えば良いと思う		42		42.0%

				3		どちらでもない		23		23.0%

				4		どちらかと言えば良くないと思う		4		4.0%

				5		良くないと思う		1		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		アドトラック		59		59.0%

				2		街頭ビジョン		42		42.0%

				3		雑誌広告		20		20.0%

				4		テレビＣＭ		66		66.0%

				5		新聞広告		18		18.0%

				6		ラジオＣＭ		16		16.0%

				7		電車の中吊り		15		15.0%

				8		屋外広告		19		19.0%

				9		インターネット広告		25		25.0%

				10		チラシ広告		18		18.0%

				11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		4		4.0%

				12		その他		0		0.0%

				13		特に印象に残る広告はない		6		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		国際通り		55		55.0%

				2		沖縄空港		27		27.0%

				3		アメリカンビレッジ		41		41.0%

				4		コザゲート通り		11		11.0%

				5		琉球村		2		2.0%

				6		中央パークアベニュー		7		7.0%

				7		沖縄コンベンションセンター		15		15.0%

				8		牧志公設市場		16		16.0%

				9		その他		13		13.0%





GTグラフ

		





GTグラフ

		男性

		女性



％

M_SEX.性別(N=350)

0.3942857143

0.6057142857



クロス表【地域カテゴリ別×全問】

		10歳～19歳

		20歳～29歳

		30歳～39歳

		40歳～49歳



％

M_AGE_G.年齢別(N=350)

0.0971428571

0.3657142857

0.4257142857

0.1114285714



クロス表【性_年代×全問】

		北海道

		青森県

		岩手県

		宮城県

		秋田県

		山形県

		福島県

		茨城県

		栃木県

		群馬県

		埼玉県

		千葉県

		東京都

		神奈川県

		新潟県

		富山県

		石川県

		福井県

		山梨県

		長野県

		岐阜県

		静岡県

		愛知県

		三重県

		滋賀県

		京都府

		大阪府

		兵庫県

		奈良県

		和歌山県

		鳥取県

		島根県

		岡山県

		広島県

		山口県

		徳島県

		香川県

		愛媛県

		高知県

		福岡県

		佐賀県

		長崎県

		熊本県

		大分県

		宮崎県

		鹿児島県

		沖縄県

		海外



％

M_PREF.都道府県別(N=350)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4971428571

0.2171428571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2857142857

0



Q2FA

		関東（東京・神奈川）

		沖縄



％

PREF_CATE.地域カテ(N=350)

0.7142857143

0.2857142857



Q9-9FA

		男性

		女性



％

SC1.あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0.3942857143

0.6057142857



Q10

		10代

		20代

		30代

		40代

		50代

		60代以上



％

SC2.あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0.0971428571

0.3657142857

0.4257142857

0.1114285714

0

0



Q14FA

		北海道

		青森県

		岩手県

		宮城県

		秋田県

		山形県

		福島県

		茨城県

		栃木県

		群馬県

		埼玉県

		千葉県

		東京都

		神奈川県

		新潟県

		富山県

		石川県

		福井県

		山梨県

		長野県

		岐阜県

		静岡県

		愛知県

		三重県

		滋賀県

		京都府

		大阪府

		兵庫県

		奈良県

		和歌山県

		鳥取県

		島根県

		岡山県

		広島県

		山口県

		徳島県

		香川県

		愛媛県

		高知県

		福岡県

		佐賀県

		長崎県

		熊本県

		大分県

		宮崎県

		鹿児島県

		沖縄県

		海外



％

SC3.あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4971428571

0.2171428571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2857142857

0



グラフ元データ(GT)

		行くことがある

		行くことはない



％

SC4.あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）(N=76)

1

0



		よく見かける

		何度か見たことがある

		１度だけ見たことがある

		見たような気がする

		見たことはない



％

SC5.あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.276

0.584

0.04

0.1

0



		とても印象に残った

		印象に残った

		まあ印象に残った

		あまり印象に残らなかった

		印象に残らなかった

		全く印象に残らなかった



％

Q1.あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）(N=250)

0.148

0.228

0.436

0.128

0.044

0.016



		インパクトがある

		記憶に残る

		内容が理解できる

		親しみやすい

		信頼できる

		説得力がある

		共感できる

		その他



％

Q2.あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.772

0.368

0.172

0.116

0.028

0.048

0.016

0.012



		よく話題にする

		何度か話題にしたことがある

		１度だけ話題にしたことがある

		話題にしたような気がする

		話題にしたことはない



％

Q3.あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.056

0.26

0.108

0.168

0.408



		よく検索する

		何度か検索したことがある

		１度だけ検索したことがある

		検索したような気がする

		検索したことはない



％

Q4.あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.032

0.172

0.06

0.1

0.636



		よく行く

		何度か行ったことがある

		１度だけ行ったことがある

		行ったような気がする

		行ったことはない



％

Q5.あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.02

0.1

0.064

0.12

0.696



		アドトラック

		街頭ビジョン

		雑誌広告

		テレビＣＭ

		新聞広告

		ラジオＣＭ

		電車の中吊り

		屋外広告

		インターネット広告

		チラシ広告

		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		その他

		特に印象に残る広告はない



％

Q6.あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.532

0.448

0.176

0.644

0.108

0.06

0.328

0.144

0.184

0.12

0.192

0

0.1



		自分で書き込みをしたことがある

		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある

		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない



％

Q7.あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.08

0.256

0.664



		アドトラック

		ビジョン付きトラック

		アメリカンバン

		スケルトントラック

		ロンドンバス

		ケーブルカーバス

		観光バス

		ハマーリムジン

		好感が持てる車両はない



％

Q8.あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.568

0.408

0.16

0.36

0.4

0.2

0.188

0.236

0.068



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-1.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】(N=250)

0.032

0.156

0.236

0.224

0.352



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-2.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】(N=250)

0.26

0.488

0.156

0.048

0.048



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-3.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】(N=250)

0.192

0.508

0.208

0.04

0.052



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-4.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】(N=250)

0.052

0.148

0.28

0.184

0.336



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-5.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】(N=250)

0.04

0.164

0.304

0.244

0.248



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-6.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】(N=250)

0.084

0.296

0.396

0.108

0.116



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-7.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】(N=250)

0.032

0.14

0.252

0.22

0.356



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-8.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】(N=250)

0.064

0.212

0.38

0.14

0.204



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-9.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】(N=4)

0

0.5

0.5

0

0



		どのようなものか内容まで知っている

		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある

		知らない



％

Q11.あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）(N=100)

0.12

0.4

0.48



		インパクトがありそう

		記憶に残りそう

		内容が理解できそう

		親しみやすそう

		信頼できそう

		説得力がありそう

		共感できそう

		その他



％

Q12.あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.82

0.39

0.11

0.12

0.03

0.12

0.04

0



		良いと思う

		どちらかと言えば良いと思う

		どちらでもない

		どちらかと言えば良くないと思う

		良くないと思う



％

Q12SQ.実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）(N=100)

0.3

0.42

0.23

0.04

0.01



		アドトラック

		街頭ビジョン

		雑誌広告

		テレビＣＭ

		新聞広告

		ラジオＣＭ

		電車の中吊り

		屋外広告

		インターネット広告

		チラシ広告

		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		その他

		特に印象に残る広告はない



％

Q13.あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.59

0.42

0.2

0.66

0.18

0.16

0.15

0.19

0.25

0.18

0.04

0

0.06



		国際通り

		沖縄空港

		アメリカンビレッジ

		コザゲート通り

		琉球村

		中央パークアベニュー

		沖縄コンベンションセンター

		牧志公設市場

		その他



％

Q14.あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.55

0.27

0.41

0.11

0.02

0.07

0.15

0.16

0.13



		M_SEX		性別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		男性		女性

				全体		350		138		212

						100.0%		39.4%		60.6%

				関東（東京・神奈川）		250		98		152

						100.0%		39.2%		60.8%

				沖縄		100		40		60

						100.0%		40.0%		60.0%

		M_AGE_G		年齢別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4

						全体		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳

				全体		350		34		128		149		39

						100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%

				関東（東京・神奈川）		250		32		118		100		-

						100.0%		12.8%		47.2%		40.0%		-

				沖縄		100		2		10		49		39

						100.0%		2.0%		10.0%		49.0%		39.0%

		M_PREF		都道府県別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

						全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体		350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				関東（東京・神奈川）		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69.6%		30.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		男性		女性

				全体		350		138		212

						100.0%		39.4%		60.6%

				関東（東京・神奈川）		250		98		152

						100.0%		39.2%		60.8%

				沖縄		100		40		60

						100.0%		40.0%		60.0%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6

						全体		10代		20代		30代		40代		50代		60代以上

				全体		350		34		128		149		39		-		-

						100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%		-		-

				関東（東京・神奈川）		250		32		118		100		-		-		-

						100.0%		12.8%		47.2%		40.0%		-		-		-

				沖縄		100		2		10		49		39		-		-

						100.0%		2.0%		10.0%		49.0%		39.0%		-		-

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

						全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体		350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				関東（東京・神奈川）		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69.6%		30.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		行くことがある		行くことはない

				全体		76		76		-

						100.0%		100.0%		-

				関東（東京・神奈川）		76		76		-

						100.0%		100.0%		-

				沖縄		-		-		-

						-		-		-

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく見かける		何度か見たことがある		１度だけ見たことがある		見たような気がする		見たことはない

				全体		250		69		146		10		25		-

						100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				関東（東京・神奈川）		250		69		146		10		25		-

						100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6

						全体		とても印象に残った		印象に残った		まあ印象に残った		あまり印象に残らなかった		印象に残らなかった		全く印象に残らなかった

				全体		250		37		57		109		32		11		4

						100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				関東（東京・神奈川）		250		37		57		109		32		11		4

						100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8

						全体		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他

				全体		250		193		92		43		29		7		12		4		3

						100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				関東（東京・神奈川）		250		193		92		43		29		7		12		4		3

						100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく話題にする		何度か話題にしたことがある		１度だけ話題にしたことがある		話題にしたような気がする		話題にしたことはない

				全体		250		14		65		27		42		102

						100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				関東（東京・神奈川）		250		14		65		27		42		102

						100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく検索する		何度か検索したことがある		１度だけ検索したことがある		検索したような気がする		検索したことはない

				全体		250		8		43		15		25		159

						100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				関東（東京・神奈川）		250		8		43		15		25		159

						100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく行く		何度か行ったことがある		１度だけ行ったことがある		行ったような気がする		行ったことはない

				全体		250		5		25		16		30		174

						100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				関東（東京・神奈川）		250		5		25		16		30		174

						100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

						全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体		250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

						100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				関東（東京・神奈川）		250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

						100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3

						全体		自分で書き込みをしたことがある		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

				全体		250		20		64		166

						100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				関東（東京・神奈川）		250		20		64		166

						100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				沖縄		-		-		-		-

						-		-		-		-

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9

						全体		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない

				全体		250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

						100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				関東（東京・神奈川）		250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

						100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		8		39		59		56		88

						100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				関東（東京・神奈川）		250		8		39		59		56		88

						100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		65		122		39		12		12

						100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				関東（東京・神奈川）		250		65		122		39		12		12

						100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		48		127		52		10		13

						100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				関東（東京・神奈川）		250		48		127		52		10		13

						100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		13		37		70		46		84

						100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				関東（東京・神奈川）		250		13		37		70		46		84

						100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		10		41		76		61		62

						100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				関東（東京・神奈川）		250		10		41		76		61		62

						100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		21		74		99		27		29

						100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				関東（東京・神奈川）		250		21		74		99		27		29

						100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		8		35		63		55		89

						100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				関東（東京・神奈川）		250		8		35		63		55		89

						100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		16		53		95		35		51

						100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				関東（東京・神奈川）		250		16		53		95		35		51

						100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		4		-		2		2		-		-

						100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				関東（東京・神奈川）		4		-		2		2		-		-

						100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3

						全体		どのようなものか内容まで知っている		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		知らない

				全体		100		12		40		48

						100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-

						-		-		-		-

				沖縄		100		12		40		48

						100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8

						全体		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他

				全体		100		82		39		11		12		3		12		4		-

						100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		82		39		11		12		3		12		4		-

						100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		良いと思う		どちらかと言えば良いと思う		どちらでもない		どちらかと言えば良くないと思う		良くないと思う

				全体		100		30		42		23		4		1

						100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		30		42		23		4		1

						100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

						全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体		100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

						100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

						100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9

						全体		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他

				全体		100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

						100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

						100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%





		M_PREF		都道府県別

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

								全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体				350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				男性				138		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		67		31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48.6%		22.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.0%		41.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.3%		-

						20歳～29歳		50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		35		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		70.0%		26.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.0%		-

						30歳～39歳		59		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		44.1%		22.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		33.9%		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

				女性				212		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		107		45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.5%		21.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.3%		-

				女性		10歳～19歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		59.1%		36.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.5%		-

						20歳～29歳		78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		51		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		65.4%		24.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.3%		-

						30歳～39歳		90		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		43		18		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		47.8%		20.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32.2%		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		PREF_CATE		地域カテ

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		関東（東京・神奈川）		沖縄

				全体				350		250		100

								100.0%		71.4%		28.6%

				男性				138		98		40

								100.0%		71.0%		29.0%

				男性		10歳～19歳		12		11		1

								100.0%		91.7%		8.3%

						20歳～29歳		50		48		2

								100.0%		96.0%		4.0%

						30歳～39歳		59		39		20

								100.0%		66.1%		33.9%

						40歳～49歳		17		-		17

								100.0%		-		100.0%

				女性				212		152		60

								100.0%		71.7%		28.3%

				女性		10歳～19歳		22		21		1

								100.0%		95.5%		4.5%

						20歳～29歳		78		70		8

								100.0%		89.7%		10.3%

						30歳～39歳		90		61		29

								100.0%		67.8%		32.2%

						40歳～49歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		男性		女性

				全体				350		138		212

								100.0%		39.4%		60.6%

				男性				138		138		-

								100.0%		100.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		12		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		50		50		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		59		59		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		17		17		-

								100.0%		100.0%		-

				女性				212		-		212

								100.0%		-		100.0%

				女性		10歳～19歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

						20歳～29歳		78		-		78

								100.0%		-		100.0%

						30歳～39歳		90		-		90

								100.0%		-		100.0%

						40歳～49歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6

								全体		10代		20代		30代		40代		50代		60代以上

				全体				350		34		128		149		39		-		-

								100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%		-		-

				男性				138		12		50		59		17		-		-

								100.0%		8.7%		36.2%		42.8%		12.3%		-		-

				男性		10歳～19歳		12		12		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		50		-		50		-		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-		-

						30歳～39歳		59		-		-		59		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		17		-		-

								100.0%		-		-		-		100.0%		-		-

				女性				212		22		78		90		22		-		-

								100.0%		10.4%		36.8%		42.5%		10.4%		-		-

				女性		10歳～19歳		22		22		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		78		-		78		-		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-		-

						30歳～39歳		90		-		-		90		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		22		-		-

								100.0%		-		-		-		100.0%		-		-

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

								全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体				350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				男性				138		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		67		31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48.6%		22.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.0%		41.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.3%		-

						20歳～29歳		50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		35		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		70.0%		26.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.0%		-

						30歳～39歳		59		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		44.1%		22.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		33.9%		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

				女性				212		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		107		45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.5%		21.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.3%		-

				女性		10歳～19歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		59.1%		36.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.5%		-

						20歳～29歳		78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		51		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		65.4%		24.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.3%		-

						30歳～39歳		90		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		43		18		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		47.8%		20.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32.2%		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		行くことがある		行くことはない

				全体				76		76		-

								100.0%		100.0%		-

				男性				31		31		-

								100.0%		100.0%		-

				男性		10歳～19歳		5		5		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		13		13		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		13		13		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-

								-		-		-

				女性				45		45		-

								100.0%		100.0%		-

				女性		10歳～19歳		8		8		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		19		19		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		18		18		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-

								-		-		-

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく見かける		何度か見たことがある		１度だけ見たことがある		見たような気がする		見たことはない

				全体				250		69		146		10		25		-

								100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				男性				98		21		60		6		11		-

								100.0%		21.4%		61.2%		6.1%		11.2%		-

				男性		10歳～19歳		11		1		7		2		1		-

								100.0%		9.1%		63.6%		18.2%		9.1%		-

						20歳～29歳		48		11		26		3		8		-

								100.0%		22.9%		54.2%		6.3%		16.7%		-

						30歳～39歳		39		9		27		1		2		-

								100.0%		23.1%		69.2%		2.6%		5.1%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		48		86		4		14		-

								100.0%		31.6%		56.6%		2.6%		9.2%		-

				女性		10歳～19歳		21		6		13		-		2		-

								100.0%		28.6%		61.9%		-		9.5%		-

						20歳～29歳		70		28		35		2		5		-

								100.0%		40.0%		50.0%		2.9%		7.1%		-

						30歳～39歳		61		14		38		2		7		-

								100.0%		23.0%		62.3%		3.3%		11.5%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6

								全体		とても印象に残った		印象に残った		まあ印象に残った		あまり印象に残らなかった		印象に残らなかった		全く印象に残らなかった

				全体				250		37		57		109		32		11		4

								100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				男性				98		13		21		40		15		6		3

								100.0%		13.3%		21.4%		40.8%		15.3%		6.1%		3.1%

				男性		10歳～19歳		11		1		5		4		-		1		-

								100.0%		9.1%		45.5%		36.4%		-		9.1%		-

						20歳～29歳		48		7		10		17		7		4		3

								100.0%		14.6%		20.8%		35.4%		14.6%		8.3%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		6		19		8		1		-

								100.0%		12.8%		15.4%		48.7%		20.5%		2.6%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		24		36		69		17		5		1

								100.0%		15.8%		23.7%		45.4%		11.2%		3.3%		0.7%

				女性		10歳～19歳		21		6		6		6		2		1		-

								100.0%		28.6%		28.6%		28.6%		9.5%		4.8%		-

						20歳～29歳		70		15		16		27		8		3		1

								100.0%		21.4%		22.9%		38.6%		11.4%		4.3%		1.4%

						30歳～39歳		61		3		14		36		7		1		-

								100.0%		4.9%		23.0%		59.0%		11.5%		1.6%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8

								全体		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他

				全体				250		193		92		43		29		7		12		4		3

								100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				男性				98		71		37		19		16		3		3		1		3

								100.0%		72.4%		37.8%		19.4%		16.3%		3.1%		3.1%		1.0%		3.1%

				男性		10歳～19歳		11		8		5		2		1		-		-		-		1

								100.0%		72.7%		45.5%		18.2%		9.1%		-		-		-		9.1%

						20歳～29歳		48		35		19		8		11		1		1		1		2

								100.0%		72.9%		39.6%		16.7%		22.9%		2.1%		2.1%		2.1%		4.2%

						30歳～39歳		39		28		13		9		4		2		2		-		-

								100.0%		71.8%		33.3%		23.1%		10.3%		5.1%		5.1%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		122		55		24		13		4		9		3		-

								100.0%		80.3%		36.2%		15.8%		8.6%		2.6%		5.9%		2.0%		-

				女性		10歳～19歳		21		16		9		1		3		2		-		1		-

								100.0%		76.2%		42.9%		4.8%		14.3%		9.5%		-		4.8%		-

						20歳～29歳		70		56		29		12		7		2		7		2		-

								100.0%		80.0%		41.4%		17.1%		10.0%		2.9%		10.0%		2.9%		-

						30歳～39歳		61		50		17		11		3		-		2		-		-

								100.0%		82.0%		27.9%		18.0%		4.9%		-		3.3%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく話題にする		何度か話題にしたことがある		１度だけ話題にしたことがある		話題にしたような気がする		話題にしたことはない

				全体				250		14		65		27		42		102

								100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				男性				98		6		21		15		10		46

								100.0%		6.1%		21.4%		15.3%		10.2%		46.9%

				男性		10歳～19歳		11		1		3		1		1		5

								100.0%		9.1%		27.3%		9.1%		9.1%		45.5%

						20歳～29歳		48		2		11		8		4		23

								100.0%		4.2%		22.9%		16.7%		8.3%		47.9%

						30歳～39歳		39		3		7		6		5		18

								100.0%		7.7%		17.9%		15.4%		12.8%		46.2%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		8		44		12		32		56

								100.0%		5.3%		28.9%		7.9%		21.1%		36.8%

				女性		10歳～19歳		21		1		8		2		5		5

								100.0%		4.8%		38.1%		9.5%		23.8%		23.8%

						20歳～29歳		70		6		22		5		15		22

								100.0%		8.6%		31.4%		7.1%		21.4%		31.4%

						30歳～39歳		61		1		14		5		12		29

								100.0%		1.6%		23.0%		8.2%		19.7%		47.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく検索する		何度か検索したことがある		１度だけ検索したことがある		検索したような気がする		検索したことはない

				全体				250		8		43		15		25		159

								100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				男性				98		4		14		7		11		62

								100.0%		4.1%		14.3%		7.1%		11.2%		63.3%

				男性		10歳～19歳		11		1		2		-		1		7

								100.0%		9.1%		18.2%		-		9.1%		63.6%

						20歳～29歳		48		1		8		7		5		27

								100.0%		2.1%		16.7%		14.6%		10.4%		56.3%

						30歳～39歳		39		2		4		-		5		28

								100.0%		5.1%		10.3%		-		12.8%		71.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		29		8		14		97

								100.0%		2.6%		19.1%		5.3%		9.2%		63.8%

				女性		10歳～19歳		21		-		4		-		4		13

								100.0%		-		19.0%		-		19.0%		61.9%

						20歳～29歳		70		4		14		5		5		42

								100.0%		5.7%		20.0%		7.1%		7.1%		60.0%

						30歳～39歳		61		-		11		3		5		42

								100.0%		-		18.0%		4.9%		8.2%		68.9%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく行く		何度か行ったことがある		１度だけ行ったことがある		行ったような気がする		行ったことはない

				全体				250		5		25		16		30		174

								100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				男性				98		1		13		5		14		65

								100.0%		1.0%		13.3%		5.1%		14.3%		66.3%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		1		1		7

								100.0%		-		18.2%		9.1%		9.1%		63.6%

						20歳～29歳		48		-		7		2		10		29

								100.0%		-		14.6%		4.2%		20.8%		60.4%

						30歳～39歳		39		1		4		2		3		29

								100.0%		2.6%		10.3%		5.1%		7.7%		74.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		12		11		16		109

								100.0%		2.6%		7.9%		7.2%		10.5%		71.7%

				女性		10歳～19歳		21		-		2		-		3		16

								100.0%		-		9.5%		-		14.3%		76.2%

						20歳～29歳		70		4		6		8		7		45

								100.0%		5.7%		8.6%		11.4%		10.0%		64.3%

						30歳～39歳		61		-		4		3		6		48

								100.0%		-		6.6%		4.9%		9.8%		78.7%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

								全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体				250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

								100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				男性				98		44		32		13		58		8		8		21		10		18		9		20		-		18

								100.0%		44.9%		32.7%		13.3%		59.2%		8.2%		8.2%		21.4%		10.2%		18.4%		9.2%		20.4%		-		18.4%

				男性		10歳～19歳		11		3		3		1		5		-		-		1		2		2		1		2		-		4

								100.0%		27.3%		27.3%		9.1%		45.5%		-		-		9.1%		18.2%		18.2%		9.1%		18.2%		-		36.4%

						20歳～29歳		48		25		17		8		27		4		2		13		5		11		5		14		-		10

								100.0%		52.1%		35.4%		16.7%		56.3%		8.3%		4.2%		27.1%		10.4%		22.9%		10.4%		29.2%		-		20.8%

						30歳～39歳		39		16		12		4		26		4		6		7		3		5		3		4		-		4

								100.0%		41.0%		30.8%		10.3%		66.7%		10.3%		15.4%		17.9%		7.7%		12.8%		7.7%		10.3%		-		10.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		89		80		31		103		19		7		61		26		28		21		28		-		7

								100.0%		58.6%		52.6%		20.4%		67.8%		12.5%		4.6%		40.1%		17.1%		18.4%		13.8%		18.4%		-		4.6%

				女性		10歳～19歳		21		12		11		4		14		1		1		6		4		3		2		6		-		1

								100.0%		57.1%		52.4%		19.0%		66.7%		4.8%		4.8%		28.6%		19.0%		14.3%		9.5%		28.6%		-		4.8%

						20歳～29歳		70		47		41		18		46		9		5		32		15		11		9		16		-		5

								100.0%		67.1%		58.6%		25.7%		65.7%		12.9%		7.1%		45.7%		21.4%		15.7%		12.9%		22.9%		-		7.1%

						30歳～39歳		61		30		28		9		43		9		1		23		7		14		10		6		-		1

								100.0%		49.2%		45.9%		14.8%		70.5%		14.8%		1.6%		37.7%		11.5%		23.0%		16.4%		9.8%		-		1.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3

								全体		自分で書き込みをしたことがある		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

				全体				250		20		64		166

								100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				男性				98		9		24		65

								100.0%		9.2%		24.5%		66.3%

				男性		10歳～19歳		11		1		4		6

								100.0%		9.1%		36.4%		54.5%

						20歳～29歳		48		5		11		32

								100.0%		10.4%		22.9%		66.7%

						30歳～39歳		39		3		9		27

								100.0%		7.7%		23.1%		69.2%

						40歳～49歳		-		-		-		-

								-		-		-		-

				女性				152		11		40		101

								100.0%		7.2%		26.3%		66.4%

				女性		10歳～19歳		21		2		7		12

								100.0%		9.5%		33.3%		57.1%

						20歳～29歳		70		7		18		45

								100.0%		10.0%		25.7%		64.3%

						30歳～39歳		61		2		15		44

								100.0%		3.3%		24.6%		72.1%

						40歳～49歳		-		-		-		-

								-		-		-		-

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9

								全体		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない

				全体				250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

								100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				男性				98		56		34		13		26		33		13		16		18		15

								100.0%		57.1%		34.7%		13.3%		26.5%		33.7%		13.3%		16.3%		18.4%		15.3%

				男性		10歳～19歳		11		6		3		2		4		5		1		1		2		1

								100.0%		54.5%		27.3%		18.2%		36.4%		45.5%		9.1%		9.1%		18.2%		9.1%

						20歳～29歳		48		30		17		5		12		14		5		9		8		8

								100.0%		62.5%		35.4%		10.4%		25.0%		29.2%		10.4%		18.8%		16.7%		16.7%

						30歳～39歳		39		20		14		6		10		14		7		6		8		6

								100.0%		51.3%		35.9%		15.4%		25.6%		35.9%		17.9%		15.4%		20.5%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		86		68		27		64		67		37		31		41		2

								100.0%		56.6%		44.7%		17.8%		42.1%		44.1%		24.3%		20.4%		27.0%		1.3%

				女性		10歳～19歳		21		10		10		4		10		9		2		1		5		-

								100.0%		47.6%		47.6%		19.0%		47.6%		42.9%		9.5%		4.8%		23.8%		-

						20歳～29歳		70		39		36		13		32		31		18		17		22		2

								100.0%		55.7%		51.4%		18.6%		45.7%		44.3%		25.7%		24.3%		31.4%		2.9%

						30歳～39歳		61		37		22		10		22		27		17		13		14		-

								100.0%		60.7%		36.1%		16.4%		36.1%		44.3%		27.9%		21.3%		23.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		8		39		59		56		88

								100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				男性				98		4		14		30		21		29

								100.0%		4.1%		14.3%		30.6%		21.4%		29.6%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		3		-		6

								100.0%		-		18.2%		27.3%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		3		7		13		10		15

								100.0%		6.3%		14.6%		27.1%		20.8%		31.3%

						30歳～39歳		39		1		5		14		11		8

								100.0%		2.6%		12.8%		35.9%		28.2%		20.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		25		29		35		59

								100.0%		2.6%		16.4%		19.1%		23.0%		38.8%

				女性		10歳～19歳		21		-		3		5		7		6

								100.0%		-		14.3%		23.8%		33.3%		28.6%

						20歳～29歳		70		4		14		7		17		28

								100.0%		5.7%		20.0%		10.0%		24.3%		40.0%

						30歳～39歳		61		-		8		17		11		25

								100.0%		-		13.1%		27.9%		18.0%		41.0%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		65		122		39		12		12

								100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				男性				98		16		46		21		7		8

								100.0%		16.3%		46.9%		21.4%		7.1%		8.2%

				男性		10歳～19歳		11		-		6		3		-		2

								100.0%		-		54.5%		27.3%		-		18.2%

						20歳～29歳		48		11		20		9		5		3

								100.0%		22.9%		41.7%		18.8%		10.4%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		20		9		2		3

								100.0%		12.8%		51.3%		23.1%		5.1%		7.7%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		49		76		18		5		4

								100.0%		32.2%		50.0%		11.8%		3.3%		2.6%

				女性		10歳～19歳		21		11		5		5		-		-

								100.0%		52.4%		23.8%		23.8%		-		-

						20歳～29歳		70		22		41		4		3		-

								100.0%		31.4%		58.6%		5.7%		4.3%		-

						30歳～39歳		61		16		30		9		2		4

								100.0%		26.2%		49.2%		14.8%		3.3%		6.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		48		127		52		10		13

								100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				男性				98		11		48		26		6		7

								100.0%		11.2%		49.0%		26.5%		6.1%		7.1%

				男性		10歳～19歳		11		-		6		3		-		2

								100.0%		-		54.5%		27.3%		-		18.2%

						20歳～29歳		48		6		24		11		4		3

								100.0%		12.5%		50.0%		22.9%		8.3%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		18		12		2		2

								100.0%		12.8%		46.2%		30.8%		5.1%		5.1%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		37		79		26		4		6

								100.0%		24.3%		52.0%		17.1%		2.6%		3.9%

				女性		10歳～19歳		21		8		7		4		2		-

								100.0%		38.1%		33.3%		19.0%		9.5%		-

						20歳～29歳		70		20		38		9		-		3

								100.0%		28.6%		54.3%		12.9%		-		4.3%

						30歳～39歳		61		9		34		13		2		3

								100.0%		14.8%		55.7%		21.3%		3.3%		4.9%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		13		37		70		46		84

								100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				男性				98		7		12		37		18		24

								100.0%		7.1%		12.2%		37.8%		18.4%		24.5%

				男性		10歳～19歳		11		-		1		4		-		6

								100.0%		-		9.1%		36.4%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		5		6		17		8		12

								100.0%		10.4%		12.5%		35.4%		16.7%		25.0%

						30歳～39歳		39		2		5		16		10		6

								100.0%		5.1%		12.8%		41.0%		25.6%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		6		25		33		28		60

								100.0%		3.9%		16.4%		21.7%		18.4%		39.5%

				女性		10歳～19歳		21		2		3		7		2		7

								100.0%		9.5%		14.3%		33.3%		9.5%		33.3%

						20歳～29歳		70		4		14		12		16		24

								100.0%		5.7%		20.0%		17.1%		22.9%		34.3%

						30歳～39歳		61		-		8		14		10		29

								100.0%		-		13.1%		23.0%		16.4%		47.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		10		41		76		61		62

								100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				男性				98		4		12		40		23		19

								100.0%		4.1%		12.2%		40.8%		23.5%		19.4%

				男性		10歳～19歳		11		1		-		5		1		4

								100.0%		9.1%		-		45.5%		9.1%		36.4%

						20歳～29歳		48		2		8		18		11		9

								100.0%		4.2%		16.7%		37.5%		22.9%		18.8%

						30歳～39歳		39		1		4		17		11		6

								100.0%		2.6%		10.3%		43.6%		28.2%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		6		29		36		38		43

								100.0%		3.9%		19.1%		23.7%		25.0%		28.3%

				女性		10歳～19歳		21		3		3		6		5		4

								100.0%		14.3%		14.3%		28.6%		23.8%		19.0%

						20歳～29歳		70		3		18		14		16		19

								100.0%		4.3%		25.7%		20.0%		22.9%		27.1%

						30歳～39歳		61		-		8		16		17		20

								100.0%		-		13.1%		26.2%		27.9%		32.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		21		74		99		27		29

								100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				男性				98		7		21		48		12		10

								100.0%		7.1%		21.4%		49.0%		12.2%		10.2%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		6		-		3

								100.0%		-		18.2%		54.5%		-		27.3%

						20歳～29歳		48		5		9		22		6		6

								100.0%		10.4%		18.8%		45.8%		12.5%		12.5%

						30歳～39歳		39		2		10		20		6		1

								100.0%		5.1%		25.6%		51.3%		15.4%		2.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		14		53		51		15		19

								100.0%		9.2%		34.9%		33.6%		9.9%		12.5%

				女性		10歳～19歳		21		3		7		5		3		3

								100.0%		14.3%		33.3%		23.8%		14.3%		14.3%

						20歳～29歳		70		8		29		18		6		9

								100.0%		11.4%		41.4%		25.7%		8.6%		12.9%

						30歳～39歳		61		3		17		28		6		7

								100.0%		4.9%		27.9%		45.9%		9.8%		11.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		8		35		63		55		89

								100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				男性				98		3		16		34		20		25

								100.0%		3.1%		16.3%		34.7%		20.4%		25.5%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		3		-		6

								100.0%		-		18.2%		27.3%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		2		9		16		10		11

								100.0%		4.2%		18.8%		33.3%		20.8%		22.9%

						30歳～39歳		39		1		5		15		10		8

								100.0%		2.6%		12.8%		38.5%		25.6%		20.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		5		19		29		35		64

								100.0%		3.3%		12.5%		19.1%		23.0%		42.1%

				女性		10歳～19歳		21		2		1		7		5		6

								100.0%		9.5%		4.8%		33.3%		23.8%		28.6%

						20歳～29歳		70		3		10		13		17		27

								100.0%		4.3%		14.3%		18.6%		24.3%		38.6%

						30歳～39歳		61		-		8		9		13		31

								100.0%		-		13.1%		14.8%		21.3%		50.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		16		53		95		35		51

								100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				男性				98		5		11		48		16		18

								100.0%		5.1%		11.2%		49.0%		16.3%		18.4%

				男性		10歳～19歳		11		-		1		5		-		5

								100.0%		-		9.1%		45.5%		-		45.5%

						20歳～29歳		48		4		7		20		8		9

								100.0%		8.3%		14.6%		41.7%		16.7%		18.8%

						30歳～39歳		39		1		3		23		8		4

								100.0%		2.6%		7.7%		59.0%		20.5%		10.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		11		42		47		19		33

								100.0%		7.2%		27.6%		30.9%		12.5%		21.7%

				女性		10歳～19歳		21		4		1		9		2		5

								100.0%		19.0%		4.8%		42.9%		9.5%		23.8%

						20歳～29歳		70		7		22		16		10		15

								100.0%		10.0%		31.4%		22.9%		14.3%		21.4%

						30歳～39歳		61		-		19		22		7		13

								100.0%		-		31.1%		36.1%		11.5%		21.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				4		-		2		2		-		-

								100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				男性				1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

				男性		10歳～19歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						30歳～39歳		1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				3		-		2		1		-		-

								100.0%		-		66.7%		33.3%		-		-

				女性		10歳～19歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		2		-		1		1		-		-

								100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

						30歳～39歳		1		-		1		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3

								全体		どのようなものか内容まで知っている		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		知らない

				全体				100		12		40		48

								100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

				男性				40		5		16		19

								100.0%		12.5%		40.0%		47.5%

				男性		10歳～19歳		1		-		1		-

								100.0%		-		100.0%		-

						20歳～29歳		2		-		1		1

								100.0%		-		50.0%		50.0%

						30歳～39歳		20		2		6		12

								100.0%		10.0%		30.0%		60.0%

						40歳～49歳		17		3		8		6

								100.0%		17.6%		47.1%		35.3%

				女性				60		7		24		29

								100.0%		11.7%		40.0%		48.3%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1

								100.0%		-		-		100.0%

						20歳～29歳		8		2		2		4

								100.0%		25.0%		25.0%		50.0%

						30歳～39歳		29		4		11		14

								100.0%		13.8%		37.9%		48.3%

						40歳～49歳		22		1		11		10

								100.0%		4.5%		50.0%		45.5%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8

								全体		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他

				全体				100		82		39		11		12		3		12		4		-

								100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

				男性				40		29		15		2		5		2		5		2		-

								100.0%		72.5%		37.5%		5.0%		12.5%		5.0%		12.5%		5.0%		-

				男性		10歳～19歳		1		1		-		-		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		2		2		1		-		-		1		-		-		-

								100.0%		100.0%		50.0%		-		-		50.0%		-		-		-

						30歳～39歳		20		15		7		1		3		1		2		1		-

								100.0%		75.0%		35.0%		5.0%		15.0%		5.0%		10.0%		5.0%		-

						40歳～49歳		17		11		7		1		2		-		3		1		-

								100.0%		64.7%		41.2%		5.9%		11.8%		-		17.6%		5.9%		-

				女性				60		53		24		9		7		1		7		2		-

								100.0%		88.3%		40.0%		15.0%		11.7%		1.7%		11.7%		3.3%		-

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		7		4		2		1		-		-		-		-

								100.0%		87.5%		50.0%		25.0%		12.5%		-		-		-		-

						30歳～39歳		29		25		11		2		2		1		4		1		-

								100.0%		86.2%		37.9%		6.9%		6.9%		3.4%		13.8%		3.4%		-

						40歳～49歳		22		21		9		4		4		-		3		1		-

								100.0%		95.5%		40.9%		18.2%		18.2%		-		13.6%		4.5%		-

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		良いと思う		どちらかと言えば良いと思う		どちらでもない		どちらかと言えば良くないと思う		良くないと思う

				全体				100		30		42		23		4		1

								100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

				男性				40		10		20		9		1		-

								100.0%		25.0%		50.0%		22.5%		2.5%		-

				男性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

						20歳～29歳		2		-		2		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-

						30歳～39歳		20		4		9		7		-		-

								100.0%		20.0%		45.0%		35.0%		-		-

						40歳～49歳		17		6		9		1		1		-

								100.0%		35.3%		52.9%		5.9%		5.9%		-

				女性				60		20		22		14		3		1

								100.0%		33.3%		36.7%		23.3%		5.0%		1.7%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		8		2		3		1		2		-

								100.0%		25.0%		37.5%		12.5%		25.0%		-

						30歳～39歳		29		11		8		9		1		-

								100.0%		37.9%		27.6%		31.0%		3.4%		-

						40歳～49歳		22		7		11		4		-		-

								100.0%		31.8%		50.0%		18.2%		-		-

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

								全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体				100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

								100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

				男性				40		20		10		5		23		6		8		5		7		12		8		1		-		3

								100.0%		50.0%		25.0%		12.5%		57.5%		15.0%		20.0%		12.5%		17.5%		30.0%		20.0%		2.5%		-		7.5%

				男性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		2		-		-		-		-		1		-		-		1		-		1		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		50.0%		-		-		50.0%		-		50.0%		-		-		50.0%

						30歳～39歳		20		11		5		4		12		3		6		4		5		7		5		-		-		1

								100.0%		55.0%		25.0%		20.0%		60.0%		15.0%		30.0%		20.0%		25.0%		35.0%		25.0%		-		-		5.0%

						40歳～49歳		17		9		5		1		11		2		2		1		1		5		2		1		-		-

								100.0%		52.9%		29.4%		5.9%		64.7%		11.8%		11.8%		5.9%		5.9%		29.4%		11.8%		5.9%		-		-

				女性				60		39		32		15		43		12		8		10		12		13		10		3		-		3

								100.0%		65.0%		53.3%		25.0%		71.7%		20.0%		13.3%		16.7%		20.0%		21.7%		16.7%		5.0%		-		5.0%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		100.0%		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		5		4		1		4		1		2		1		2		1		1		-		-		1

								100.0%		62.5%		50.0%		12.5%		50.0%		12.5%		25.0%		12.5%		25.0%		12.5%		12.5%		-		-		12.5%

						30歳～39歳		29		18		16		9		20		4		6		4		4		7		5		1		-		2

								100.0%		62.1%		55.2%		31.0%		69.0%		13.8%		20.7%		13.8%		13.8%		24.1%		17.2%		3.4%		-		6.9%

						40歳～49歳		22		16		12		5		19		7		-		4		6		5		4		2		-		-

								100.0%		72.7%		54.5%		22.7%		86.4%		31.8%		-		18.2%		27.3%		22.7%		18.2%		9.1%		-		-

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9

								全体		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他

				全体				100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

								100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%

				男性				40		23		13		17		8		-		4		8		4		4

								100.0%		57.5%		32.5%		42.5%		20.0%		-		10.0%		20.0%		10.0%		10.0%

				男性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		2		2		1		2		1		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		50.0%		100.0%		50.0%		-		-		-		-		-

						30歳～39歳		20		12		6		8		4		-		3		4		2		-

								100.0%		60.0%		30.0%		40.0%		20.0%		-		15.0%		20.0%		10.0%		-

						40歳～49歳		17		9		6		7		3		-		1		4		2		3

								100.0%		52.9%		35.3%		41.2%		17.6%		-		5.9%		23.5%		11.8%		17.6%

				女性				60		32		14		24		3		2		3		7		12		9

								100.0%		53.3%		23.3%		40.0%		5.0%		3.3%		5.0%		11.7%		20.0%		15.0%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		4		3		2		1		1		-		3		-		-

								100.0%		50.0%		37.5%		25.0%		12.5%		12.5%		-		37.5%		-		-

						30歳～39歳		29		15		6		13		2		1		2		2		5		6

								100.0%		51.7%		20.7%		44.8%		6.9%		3.4%		6.9%		6.9%		17.2%		20.7%

						40歳～49歳		22		13		5		8		-		-		1		2		7		3

								100.0%		59.1%		22.7%		36.4%		-		-		4.5%		9.1%		31.8%		13.6%





		Q2FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		88		男性		14才		神奈川県		なんだろう

		91		男性		21才		東京都		うるさい

		350		男性		20才		東京都		ただのでかい広告





		Q9-9FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		132		女性		37才		東京都		基本、人の顔が載っていたら気になる

		241		女性		29才		神奈川県		雑誌

		243		男性		32才		東京都		業界や商品によるのではなく、音や装飾できまる

		342		女性		27才		東京都		化粧品





		Q10		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		2		男性		36才		東京都		目立つが一瞬で忘れがち

		4		女性		29才		東京都		内容によって好き嫌いが激しい

		5		女性		37才		東京都		なし

		8		女性		38才		神奈川県		アーティスト関係というイメージがある

		9		男性		34才		神奈川県		興味のあるジャンルでないと特に印象に残らない

		10		男性		38才		東京都		うるさいことが多い

		17		女性		36才		東京都		出会い系などいかがわしいものは、音もうるさいし、あんまり好きではない。

		18		男性		37才		東京都		情報量が多いと覚えにくいので、印象的な一つの情報があれば良いと思います。

		19		男性		26才		東京都		目立つ。

		24		男性		38才		神奈川県		特にない。

		26		男性		39才		東京都		その場ではインパクトがあるが、すぐに忘れてしまう

		27		女性		35才		東京都		音楽を爆音で流していることも多いので、街中で電話をしている時は迷惑。

		28		男性		29才		神奈川県		どうしても、表向きがよくない業界の広告イメージがある

		29		男性		39才		東京都		ない

		30		男性		28才		神奈川県		特になし

		33		男性		35才		東京都		音楽を流しながらだと迷惑だけどそうでないなら目立つし良いと思う。

		35		女性		38才		神奈川県		好きな歌手の　告知広告だと　見てみたい気が　する

		36		女性		39才		神奈川県		一目見て広告内容がダイレクトに伝わるのでとても良いと思います。運転手さんもちょっと気になって見てしまいます。

		37		男性		38才		神奈川県		その物自体はインパクトがあるが、内容は正直全く見ない

		40		女性		34才		東京都		出会い系は胡散臭いとしか思えない。音楽の広告は発売日前後なのかなと気になる。

		41		女性		29才		東京都		音が大きくてびっくりする。静かな街だとうるさいと感じる。

		43		女性		36才		神奈川県		写真や文字は大きくインパクトがあるほうが印象に残ります

		45		女性		34才		東京都		繁華街を走っているイメージ。渋谷や秋葉原でよく見かけるイメージ。音が大きすぎてうるさいイメージ。

		46		女性		26才		東京都		騒がしい印象。

		47		女性		38才		東京都		音楽アーティストのアドトラックはしっかりと音量調整されているので、好感が持てるのですが、出会い系サイト類のアドトラックは、大音量なので、仕事にも支障が出る（大通り沿いに会社があるので）。

		48		男性		38才		神奈川県		アドトラックは、芸能人の新曲や映画等のPRとして行われているイメージがある。

		49		女性		26才		東京都		どんな会社なのかまったくイメージがわきません。

		52		男性		36才		東京都		派手

		53		男性		37才		東京都		特にない

		54		男性		39才		神奈川県		派手。大げさ。邪魔。

		55		男性		29才		東京都		目立っていい

		57		女性		27才		神奈川県		インパクトがある

		59		女性		38才		東京都		しぶやや新宿でよくみかけます。広告媒体としては面白いけど、渋滞の原因にもなっているではないかとおもいます。

		61		女性		27才		東京都		嫌でも目に入る

		62		男性		29才		東京都		公序良俗に反する広告が多い

		63		男性		24才		東京都		広告の為とはいえ大音量をかき鳴らすのはどうかと思う。

		66		男性		24才		東京都		印象に残るが、同時に資源の無駄遣いだと思う。タクシー代わりに無料で運送してほしい。

		68		女性		29才		神奈川県		キャバクラやパチンコ屋さんの広告が多いので、あまりいい印象ではないけれど、歌手の新曲の広告もあるので、そういうところはいいかなと思います。

		69		男性		39才		東京都		金がかかっている

		70		女性		37才		東京都		特になし

		71		女性		31才		東京都		夜のお仕事系は、あまり風景によくない

		73		女性		29才		東京都		通過時の音楽がうるさい。

		74		女性		32才		神奈川県		ない

		76		男性		37才		神奈川県		制作費

		77		男性		29才		東京都		興味がない

		78		女性		32才		神奈川県		印象に残りやすい。

		79		女性		39才		東京都		出会い系などの広告は見たくない

		80		女性		30才		東京都		目立つ

		82		女性		31才		神奈川県		なし

		83		男性		26才		東京都		うるさいのは勘弁してほしいと思う。

		84		男性		28才		東京都		トラックに貼る広告はイメージが悪くなるのでやめた方がよい

		86		女性		35才		神奈川県		特に何も感じない

		88		男性		14才		神奈川県		よくわからない

		90		女性		37才		東京都		渋谷や新宿、都内に居る時にしか見かけない気がする。もっと色んな所を走ったら面白いのに、とは思います。

		91		男性		21才		東京都		邪魔だしうるさいし、あれを見て商品に興味を持ったことがない。車両を変えるとかもっとおしゃれで落ち着いた雰囲気を出してほしい。

		93		男性		20才		東京都		インパクト有ると思います

		96		女性		37才		東京都		馴染みやすく庶民的なかんじ

		97		女性		28才		東京都		環境によくないのでやめてほしい

		98		女性		31才		神奈川県		派手

		99		女性		28才		東京都		アイドルの宣伝に使われてるイメージ

		100		男性		39才		東京都		目立つだけで自分はあまり印象がない

		101		男性		19才		神奈川県		かっこいい。

		103		女性		19才		東京都		都会

		104		女性		25才		東京都		渋谷界隈を走ってるイメージ

		105		女性		22才		神奈川県		なし

		106		女性		22才		東京都		インパクトがあり、目立つものが多い

		107		女性		25才		東京都		出会い系等を多く宣伝しているイメージ。

		108		男性		22才		東京都		インパクトがある広告と面白さも加わり信頼性があるのと、親しみやすさや共感できる内容が相応しいと思います。

		109		女性		22才		東京都		トラックが走るのに燃料がかかると考えてしまうので、あまり好感が持てない

		110		女性		39才		神奈川県		結構遠くからでもはっきりと分かるので、宣伝力は大きいと思う。

		113		男性		32才		東京都		価格競争力が弱い

		114		女性		22才		東京都		かっこいい

		115		男性		30才		東京都		特にない

		116		女性		28才		東京都		華やか

		117		男性		23才		東京都		清潔なイメージ

		118		男性		28才		東京都		インパクトがもっとほしい

		119		男性		27才		東京都		特になし

		120		女性		23才		東京都		音楽関係のモノが好き

		121		女性		20才		東京都		ない

		122		女性		31才		東京都		きらびやかでお水系だと引く。

		123		女性		28才		東京都		インパクトが強い、音が大きい

		124		男性		31才		東京都		ない

		126		女性		30才		神奈川県		あまり見ない

		128		女性		34才		神奈川県		排気ガスが出るからいまいち。やめてほしいかな

		129		男性		16才		東京都		特になし

		130		男性		18才		東京都		派手

		131		男性		35才		神奈川県		特にない

		132		女性		37才		東京都		都心だとそんなにスピードも出していないから、止まっていたら見ると思う。

		133		男性		28才		東京都		大きくてインパクトがあるイメージ。

		134		女性		27才		東京都		コストがいくらかかっているのかしりたい。

		136		女性		38才		東京都		なし

		137		男性		28才		神奈川県		派手

		140		女性		29才		神奈川県		有楽町で見たような気がする。

		142		女性		34才		神奈川県		なし

		143		男性		37才		東京都		たまに走るのは効果があるけど、たくさん走っているとインパクトが薄れる。

		145		女性		38才		東京都		エコではない

		146		女性		19才		東京都		大音量で音楽を流しながらアーティストの宣伝をしている

		147		女性		24才		神奈川県		瞬間的な印象が強く、記憶に残りやすいと思う。

		148		女性		27才		神奈川県		広告費が高くつきそう

		149		女性		38才		東京都		目をひく

		150		男性		24才		東京都		インパクトがあり広告宣伝媒体

		152		女性		38才		東京都		騒音が凄いので若干迷惑

		154		男性		38才		神奈川県		特に無い

		155		女性		30才		神奈川県		音楽が流れたりするのでうるさい。

		156		女性		31才		東京都		インパクトがある

		158		女性		19才		東京都		大きい、インパクトがある

		160		男性		27才		東京都		出会い系やキャバクラ・ホスト系の広告がよく出されているイメージがある

		161		女性		23才		東京都		印象には残るけど興味が無いものだとうるさく感じる

		164		女性		18才		神奈川県		特にない

		165		女性		38才		東京都		出会い系や風俗が多すぎ。パチンコも（風俗業界ですが）どうなの？って思う

		166		女性		34才		東京都		渋谷

		167		女性		28才		神奈川県		好きなアーティストのものであればとても印象に残る。ただ音楽を一緒に流していると、その音楽のテイストは理解できるけれど細かい音楽の印象は残らないと思う。

		170		女性		24才		東京都		音楽を流すときはほどほどの音量にしてほしい。大きすぎると耳障りで不快に感じるので、かえって悪い印象を持ってしまう。

		171		女性		21才		東京都		渋谷などで見ると目立つし、目を引くから印象的。ただ電話中に通られると、音楽などの影響で会話を中断しなくてはならず、何回か困ったことがある。トラックの中に何が入っているのか気になることもある。

		172		男性		35才		東京都		にぎやか

		173		女性		27才		東京都		特になし

		174		女性		34才		東京都		派手なイメージで、大音量で音楽をかけて走行している

		175		女性		28才		東京都		目立つ

		176		男性		34才		東京都		音がうるさい

		179		男性		24才		神奈川県		大きさも大きいので印象に残りやすいと思うが、結局本人の興味のないことの場合忘れてしまうことが多いと思う。

		180		女性		32才		東京都		広告費が気になる

		181		男性		39才		神奈川県		目新しさがなくなった。いつも見かける求人誌なんかは、見たくも無い、という感じ。ただ、目立つので、目はいってしまう。

		182		男性		29才		東京都		印象に残るかどうかは別として、インパクトはある。

		183		女性		36才		東京都		特に興味はない

		184		男性		31才		東京都		とくになし

		185		男性		28才		東京都		大音量で宣伝するものが多い印象で、目立ったもん勝ちの理念が拭えない

		186		男性		27才		東京都		見た時には、珍しいと思うがその場を離れて広告の内容を覚えていることはほとんどない。

		187		女性		29才		東京都		興味を持ちやすい

		190		男性		34才		東京都		ない

		191		男性		21才		東京都		とくにない

		193		女性		24才		神奈川県		動く広告なので、細かい文字などは読み取れない場合が多く、とにかく目を引き、記憶に残る事が大事だと思う。

		194		男性		26才		神奈川県		印象に残りやすい

		195		女性		37才		東京都		あまり良いイメージがない。どんな広告が載っていたか、ほとんど覚えてないけどかっこいいとかかわいいとか綺麗とかそういう感じがしたことがないような気がする。どっちかというと、うるさいイメージ。ガチャガチャしたイメージがある。

		196		女性		37才		東京都		都心部しか見かけない。

		197		女性		29才		東京都		インパクトがある

		199		女性		33才		東京都		都心で走ってるのは見かけた気がするがその他の地域では見られないので印象に残りにくい

		200		女性		23才		東京都		面白い

		201		女性		21才		東京都		なし

		202		女性		28才		東京都		音楽の広告はよく見かけるので、あまり印象に残らないのが事実。音楽が流れているものは少しうるさく感じる。

		203		男性		24才		東京都		・インパクトがあるため、記憶に残りやすい。しかし、細かな情報までは分からない。

		204		男性		36才		東京都		なし

		205		男性		38才		神奈川県		安っぽくいかがわしい広告が多いイメージがあります。

		206		男性		24才		東京都		運転する人は大変だろうなと思う。

		208		女性		23才		東京都		インパクトが強いと見入ってしまい、人にぶつかったりして危険。

		210		女性		26才		神奈川県		音楽が流れていると、目の前を通った時に耳が痛いことがある

		211		女性		33才		東京都		目立つ

		212		女性		20才		神奈川県		水商売などの広告はやめてほしい

		213		女性		35才		東京都		なし

		214		女性		31才		東京都		出会い系の宣伝が多い気がして好感が持てない

		216		女性		35才		東京都		何か楽しそうな企画なのかなという期待感が生じる。

		217		男性		32才		神奈川県		特になし

		219		女性		37才		東京都		音がうるさい

		221		女性		28才		神奈川県		可愛いのがよい

		222		男性		38才		東京都		実際に時給はいくらなのか

		223		女性		33才		東京都		あまり上品な内容のものを見たことがないので良い印象がない。

		225		男性		29才		東京都		普通の広告よりは動いていたり、珍しい分記憶に残りやすいと思う。

		226		男性		26才		神奈川県		　ほんとに良い宣伝をしてくれる車というイメージがあります。

		227		女性		19才		東京都		特になし

		228		男性		15才		東京都		特になし

		229		女性		29才		東京都		特になし

		231		女性		29才		東京都		出会い系の宣伝が多いような

		232		女性		32才		東京都		ミュージシャンなどのものは興味を持って見るが、キャバクラやホストなどは興味がないので見ていない。大音量で音楽を流しながら走っているのを見かけると、「うるさい。」と思う。

		234		女性		20才		東京都		音楽がかかっているとつい見てしまうので、印象に残る。

		235		女性		18才		神奈川県		お菓子の新商品なんかもいい

		236		女性		24才		神奈川県		音楽などを大音量で流すのはやめてほしい。

		237		女性		29才		神奈川県		実際に見た時はとてもインパクトがあるが、すぐに忘れている。

		239		男性		17才		神奈川県		目立つので印象に残る。

		240		男性		24才		東京都		特になし

		241		女性		29才		神奈川県		とても、目立ちインパクトがある

		242		女性		18才		神奈川県		ヤンキーが乗っていそうで怖いイメージしかない。

		243		男性		32才		東京都		騒々しいだけのものが多いので他のものと違うものが走っていると目を引く

		244		女性		27才		神奈川県		特になし

		245		女性		17才		東京都		特になし

		248		女性		37才		神奈川県		分からない

		249		女性		18才		東京都		なし

		250		男性		24才		東京都		インパクトはあるが内容がわかりずらい。

		252		女性		23才		東京都		印象に残る

		253		女性		32才		東京都		がちゃがちゃしているイメージ

		254		女性		25才		神奈川県		音があったほうがいい

		258		女性		20才		東京都		目立つ。BGMがうるさい

		259		女性		28才		東京都		インパクトがあるが、騒がしいイメージがある。

		260		女性		37才		神奈川県		特にないです

		261		女性		21才		東京都		目立つ

		262		女性		30才		東京都		キャバクラとかのイメージ

		263		男性		30才		東京都		ド派手なイオンとセット

		264		男性		38才		東京都		渋谷や原宿など、若者が集まる場所で広告対象を決めて走らせるのであれば、それなりに効果があるように思える。

		265		女性		23才		東京都		パチンコや出会い系サイトなどのいかがわしい広告をする場所。

		266		女性		38才		東京都		ない

		268		男性		21才		神奈川県		うるさく光が強いので目障り

		269		男性		14才		東京都		車での移動スピードを考えると、できるだけ印象に残りやすいインパクトのある広告にしないと印象に残らないと思います。

		270		女性		36才		東京都		特になし

		271		男性		29才		神奈川県		走行マナーをきちんと守っているならいいと思う。ときどき、運転手がぶすっとした顔をしているときは、不愉快に感じる。

		272		女性		28才		東京都		インパクトが強い。音楽を流している車もあるがうるさいので少し不快に感じる時もある。

		273		女性		18才		神奈川県		都内都市部でしか見かけないので、走っているのを見ると都会にいる実感がわく

		274		男性		28才		東京都		音楽やナレーションも一緒に聞こえてきて嫌でも目について記憶に残る

		275		男性		21才		東京都		特になし

		279		男性		19才		東京都		特になし

		280		女性		37才		神奈川県		派手な感じがして、つい目で追ってしまう。

		281		女性		19才		東京都		町で見かけるとかなりの確率で気づく。インパクトがある。

		282		男性		24才		神奈川県		面白いと思う

		283		女性		38才		東京都		基本、景観を汚すような、良くないイメージを持っている。

		284		男性		22才		東京都		いんぱくとがあり、いいと思う

		285		女性		27才		東京都		ＥＸＩＬＥとかＡＫＢのトラックをよく渋谷で見かける気がします！！興味のあることだと印象に残りやすいと思います

		287		男性		20才		東京都		邪魔

		290		女性		29才		東京都		同じ広告のトラックを同じ日に頻繁に見る事が有るが、出会い系の広告だと良いイメージではないのでゲンナリする。

		291		女性		28才		東京都		広告だけのトラックだと、出会い系やマンガ喫茶のものしか見たことがなく、好印象を抱いたことは一度もない。広告＋音楽が流れるようなアーティスト系のトラックは、とにかく音楽がうるさすぎて、いつも煩わしい気分になる。

		292		男性		15才		神奈川県		ない

		293		男性		37才		神奈川県		アドトラック自体はすでに珍しいものではない。印象に残るかどうかは広告自体の内容によるだろう。

		294		女性		19才		神奈川県		アーティストが貼ってあるトラックが新曲をながしながら走っている信号待ちとかだったら見て内容がわかるけど、走行中は過ぎ去って行く感じでさっきの派手なトラックなんだろうぐらいにしかならない

		297		女性		21才		東京都		目立つ

		299		女性		21才		神奈川県		アドトラックというと爆音で音楽を流しているイメージです。

		302		男性		39才		東京都		正直あまり気にした事が無いが、時々ちらっと見るくらいですね。

		303		女性		33才		東京都		商品やサービスを広告するインパクトのあるアドトラックでも、若い人をターゲットにしたものが多い気がするので、ほとんどのものが興味深く感じない。

		304		女性		29才		神奈川県		思いがけず目にするので印象に残る

		305		女性		23才		東京都		音がうるさくて目立つ

		307		女性		19才		東京都		印象的

		308		女性		38才		東京都		インパクトが強く通ると注目するが、その場限りですぐ忘れる

		309		女性		29才		神奈川県		派手

		310		女性		32才		神奈川県		都会でしか見ることができないという印象

		311		女性		28才		東京都		女性に対して、出会い系のさくらを推奨するようなドカドカと騒ぎ立てているイメージしかありません。たまにジュースの宣伝カーなどみかけると安心します。うるさいのはいやです。

		312		男性		20才		神奈川県		きらびやか

		313		男性		34才		神奈川県		派手でとても良いアピールだと思う。

		314		男性		18才		東京都		表示が見易い

		318		女性		27才		東京都		音楽がうるさいなという印象しかない

		319		女性		19才		東京都		メジャー

		320		男性		32才		東京都		おもしろい

		321		男性		22才		神奈川県		音楽関係の宣伝だと、うるさくてうっとうしいときがある。

		323		男性		29才		東京都		特になし

		324		女性		16才		神奈川県		画期的な宣伝方法だと思う

		325		男性		25才		神奈川県		特になし

		327		男性		28才		神奈川県		結構インパクトはあると思う。周辺を回っているので複数回見かけることがある。あまり興味のない広告や不快に思うような広告だと複数回見ることになるのでいらっとすることがある。あと音を結構大音量で出すものもある。これもあまり興味のないものだとしつこいと感じてしまう。

		328		女性		19才		東京都		うるさい

		329		男性		23才		東京都		目立つので良い試みと思うが、燃料代など無駄も多いか

		330		女性		19才		神奈川県		特になし

		331		男性		27才		東京都		効率的

		332		女性		25才		東京都		インパクトがスゴいある！

		333		男性		34才		東京都		印象には残るが、良い印象ではない。

		334		女性		24才		東京都		音楽などが流れていると印象に残りやすいと思う

		336		男性		18才		神奈川県		金のかかる割に、宣伝効果の低いイメージ

		337		女性		19才		神奈川県		環境に悪いのでいらない

		339		女性		30才		東京都		広告だけなら良いが、たまに音楽（音）が非常に大きいアドトラックがあり、不快に感じることがある。

		340		男性		27才		東京都		音が大きいのやびっくりするのは良くないと思う

		341		女性		16才		東京都		大きな音を流しているようなイメージがある。

		342		女性		27才		東京都		印象には残るが、良い印象ではない

		343		女性		16才		東京都		音楽をガンガンにかけて走っているのはちょっと迷惑なので辞めて欲しいです。

		344		女性		15才		東京都		出会い系や、アイドル関連がおおい

		346		女性		25才		東京都		アドトラックと言われると、アーティストか出会い系のイメージしかないです。音楽が大きいことが多いのであんまりいい印象はないです。

		347		女性		24才		東京都		出会い系サイトの広告かな？と車を見ただけで思う

		349		女性		27才		東京都		音が大きいのでビックリする。出会い系などが多い気がするのであまりいい印象はない。

		350		男性		20才		東京都		とくにない





		Q14FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】

		15		女性		39才		沖縄県		新都心

		16		女性		44才		沖縄県		あしびなー

		25		女性		49才		沖縄県		新都心

		42		男性		41才		沖縄県		おもろ町

		50		女性		33才		沖縄県		新都心

		58		女性		38才		沖縄県		あしびなー

		189		男性		43才		沖縄県		那覇新都心

		233		女性		31才		沖縄県		那覇メインプレイス、南風原ジャスコ

		267		女性		44才		沖縄県		天久新都心

		301		女性		34才		沖縄県		新都心

		306		女性		32才		沖縄県		奥武山公園

		322		男性		47才		沖縄県		新都心

		345		男性		18才		沖縄県		新都心





		M_SEX		性別

								％

						男性		39.4%

						女性		60.6%

		M_AGE_G		年齢別

								％

						10歳～19歳		9.7%

						20歳～29歳		36.6%

						30歳～39歳		42.6%

						40歳～49歳		11.1%

		M_PREF		都道府県別

								％

						北海道		0.0%

						青森県		0.0%

						岩手県		0.0%

						宮城県		0.0%

						秋田県		0.0%

						山形県		0.0%

						福島県		0.0%

						茨城県		0.0%

						栃木県		0.0%

						群馬県		0.0%

						埼玉県		0.0%

						千葉県		0.0%

						東京都		49.7%

						神奈川県		21.7%

						新潟県		0.0%

						富山県		0.0%

						石川県		0.0%

						福井県		0.0%

						山梨県		0.0%

						長野県		0.0%

						岐阜県		0.0%

						静岡県		0.0%

						愛知県		0.0%

						三重県		0.0%

						滋賀県		0.0%

						京都府		0.0%

						大阪府		0.0%

						兵庫県		0.0%

						奈良県		0.0%

						和歌山県		0.0%

						鳥取県		0.0%

						島根県		0.0%

						岡山県		0.0%

						広島県		0.0%

						山口県		0.0%

						徳島県		0.0%

						香川県		0.0%

						愛媛県		0.0%

						高知県		0.0%

						福岡県		0.0%

						佐賀県		0.0%

						長崎県		0.0%

						熊本県		0.0%

						大分県		0.0%

						宮崎県		0.0%

						鹿児島県		0.0%

						沖縄県		28.6%

						海外		0.0%

		PREF_CATE		地域カテ

								％

						関東（東京・神奈川）		71.4%

						沖縄		28.6%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						男性		39.4%

						女性		60.6%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						10代		9.7%

						20代		36.6%

						30代		42.6%

						40代		11.1%

						50代		0.0%

						60代以上		0.0%

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						北海道		0.0%

						青森県		0.0%

						岩手県		0.0%

						宮城県		0.0%

						秋田県		0.0%

						山形県		0.0%

						福島県		0.0%

						茨城県		0.0%

						栃木県		0.0%

						群馬県		0.0%

						埼玉県		0.0%

						千葉県		0.0%

						東京都		49.7%

						神奈川県		21.7%

						新潟県		0.0%

						富山県		0.0%

						石川県		0.0%

						福井県		0.0%

						山梨県		0.0%

						長野県		0.0%

						岐阜県		0.0%

						静岡県		0.0%

						愛知県		0.0%

						三重県		0.0%

						滋賀県		0.0%

						京都府		0.0%

						大阪府		0.0%

						兵庫県		0.0%

						奈良県		0.0%

						和歌山県		0.0%

						鳥取県		0.0%

						島根県		0.0%

						岡山県		0.0%

						広島県		0.0%

						山口県		0.0%

						徳島県		0.0%

						香川県		0.0%

						愛媛県		0.0%

						高知県		0.0%

						福岡県		0.0%

						佐賀県		0.0%

						長崎県		0.0%

						熊本県		0.0%

						大分県		0.0%

						宮崎県		0.0%

						鹿児島県		0.0%

						沖縄県		28.6%

						海外		0.0%

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						行くことがある		100.0%

						行くことはない		0.0%

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく見かける		27.6%

						何度か見たことがある		58.4%

						１度だけ見たことがある		4.0%

						見たような気がする		10.0%

						見たことはない		0.0%

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

								％

						とても印象に残った		14.8%

						印象に残った		22.8%

						まあ印象に残った		43.6%

						あまり印象に残らなかった		12.8%

						印象に残らなかった		4.4%

						全く印象に残らなかった		1.6%

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

								％

						インパクトがある		77.2%

						記憶に残る		36.8%

						内容が理解できる		17.2%

						親しみやすい		11.6%

						信頼できる		2.8%

						説得力がある		4.8%

						共感できる		1.6%

						その他		1.2%

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく話題にする		5.6%

						何度か話題にしたことがある		26.0%

						１度だけ話題にしたことがある		10.8%

						話題にしたような気がする		16.8%

						話題にしたことはない		40.8%

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく検索する		3.2%

						何度か検索したことがある		17.2%

						１度だけ検索したことがある		6.0%

						検索したような気がする		10.0%

						検索したことはない		63.6%

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく行く		2.0%

						何度か行ったことがある		10.0%

						１度だけ行ったことがある		6.4%

						行ったような気がする		12.0%

						行ったことはない		69.6%

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		53.2%

						街頭ビジョン		44.8%

						雑誌広告		17.6%

						テレビＣＭ		64.4%

						新聞広告		10.8%

						ラジオＣＭ		6.0%

						電車の中吊り		32.8%

						屋外広告		14.4%

						インターネット広告		18.4%

						チラシ広告		12.0%

						駅構内の電子看板（サイネージ広告）		19.2%

						その他		0.0%

						特に印象に残る広告はない		10.0%

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						自分で書き込みをしたことがある		8.0%

						自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		25.6%

						自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない		66.4%

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		56.8%

						ビジョン付きトラック		40.8%

						アメリカンバン		16.0%

						スケルトントラック		36.0%

						ロンドンバス		40.0%

						ケーブルカーバス		20.0%

						観光バス		18.8%

						ハマーリムジン		23.6%

						好感が持てる車両はない		6.8%

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

								％

						とても印象に残る		3.2%

						印象に残る		15.6%

						どちらともいえない		23.6%

						あまり印象に残らない		22.4%

						印象に残らない		35.2%

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

								％

						とても印象に残る		26.0%

						印象に残る		48.8%

						どちらともいえない		15.6%

						あまり印象に残らない		4.8%

						印象に残らない		4.8%

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

								％

						とても印象に残る		19.2%

						印象に残る		50.8%

						どちらともいえない		20.8%

						あまり印象に残らない		4.0%

						印象に残らない		5.2%

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

								％

						とても印象に残る		5.2%

						印象に残る		14.8%

						どちらともいえない		28.0%

						あまり印象に残らない		18.4%

						印象に残らない		33.6%

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

								％

						とても印象に残る		4.0%

						印象に残る		16.4%

						どちらともいえない		30.4%

						あまり印象に残らない		24.4%

						印象に残らない		24.8%

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

								％

						とても印象に残る		8.4%

						印象に残る		29.6%

						どちらともいえない		39.6%

						あまり印象に残らない		10.8%

						印象に残らない		11.6%

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

								％

						とても印象に残る		3.2%

						印象に残る		14.0%

						どちらともいえない		25.2%

						あまり印象に残らない		22.0%

						印象に残らない		35.6%

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

								％

						とても印象に残る		6.4%

						印象に残る		21.2%

						どちらともいえない		38.0%

						あまり印象に残らない		14.0%

						印象に残らない		20.4%

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

								％

						とても印象に残る		0.0%

						印象に残る		50.0%

						どちらともいえない		50.0%

						あまり印象に残らない		0.0%

						印象に残らない		0.0%

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

								％

						どのようなものか内容まで知っている		12.0%

						どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		40.0%

						知らない		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

								％

						インパクトがありそう		82.0%

						記憶に残りそう		39.0%

						内容が理解できそう		11.0%

						親しみやすそう		12.0%

						信頼できそう		3.0%

						説得力がありそう		12.0%

						共感できそう		4.0%

						その他		0.0%

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

								％

						良いと思う		30.0%

						どちらかと言えば良いと思う		42.0%

						どちらでもない		23.0%

						どちらかと言えば良くないと思う		4.0%

						良くないと思う		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		59.0%

						街頭ビジョン		42.0%

						雑誌広告		20.0%

						テレビＣＭ		66.0%

						新聞広告		18.0%

						ラジオＣＭ		16.0%

						電車の中吊り		15.0%

						屋外広告		19.0%

						インターネット広告		25.0%

						チラシ広告		18.0%

						駅構内の電子看板（サイネージ広告）		4.0%

						その他		0.0%

						特に印象に残る広告はない		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

								％

						国際通り		55.0%

						沖縄空港		27.0%

						アメリカンビレッジ		41.0%

						コザゲート通り		11.0%

						琉球村		2.0%

						中央パークアベニュー		7.0%

						沖縄コンベンションセンター		15.0%

						牧志公設市場		16.0%

						その他		13.0%








Graph1

		自分で書き込みをしたことがある

		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある

		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない
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調査概要

		

		「広告に関するアンケート」

		■調査対象者

		地域		東京、神奈川、沖縄

		性別		男女

		年齢		10代～40代

		その他条件

		■調査方法

		株式会社ネオマーケティングが運営するアンケート専門サイト「アイリサーチ」を用いたＷｅｂアンケート方式

		■調査期間

		2014年3月27日(木)～2014年3月31日(月)

		■有効回答数

		350サンプル

		■調査項目

		設問番号		質問タイプ		質問内容

		ID		FA		ID

		M_SEX		SA		性別

		M_AGE		SN		年齢別

		M_AGE_G		SA		年齢別

		M_PREF		SA		都道府県別

		PREF_CATE		SA		地域カテ

		SC1		SA		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		SC2		SA		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		SC3		SA		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		SC4		SA		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		SC5		SA		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		Q1		SA		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		Q2		MA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		Q2FA		FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		Q3		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q4		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q5		SA		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q6		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q6FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q7		SA		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q8		MA		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		Q9-1		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		Q9-2		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		Q9-3		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		Q9-4		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		Q9-5		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		Q9-6		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		Q9-7		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		Q9-8		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		Q9-9		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		Q9-9FA		FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		Q10		FA		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		Q11		SA		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		Q12		MA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		Q12FA		FA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】

		Q12SQ		SA		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		Q13		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q13FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q14		MA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		Q14FA		FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】





設問データ

		ID		FA		ID

		M_SEX		SA		性別

		M_SEX		1		男性

		M_SEX		2		女性

		M_AGE		SN		年齢別

		M_AGE_G		SA		年齢別

		M_AGE_G		1		10歳～19歳

		M_AGE_G		2		20歳～29歳

		M_AGE_G		3		30歳～39歳

		M_AGE_G		4		40歳～49歳

		M_PREF		SA		都道府県別

		M_PREF		1		北海道

		M_PREF		2		青森県

		M_PREF		3		岩手県

		M_PREF		4		宮城県

		M_PREF		5		秋田県

		M_PREF		6		山形県

		M_PREF		7		福島県

		M_PREF		8		茨城県

		M_PREF		9		栃木県

		M_PREF		10		群馬県

		M_PREF		11		埼玉県

		M_PREF		12		千葉県

		M_PREF		13		東京都

		M_PREF		14		神奈川県

		M_PREF		15		新潟県

		M_PREF		16		富山県

		M_PREF		17		石川県

		M_PREF		18		福井県

		M_PREF		19		山梨県

		M_PREF		20		長野県

		M_PREF		21		岐阜県

		M_PREF		22		静岡県

		M_PREF		23		愛知県

		M_PREF		24		三重県

		M_PREF		25		滋賀県

		M_PREF		26		京都府

		M_PREF		27		大阪府

		M_PREF		28		兵庫県

		M_PREF		29		奈良県

		M_PREF		30		和歌山県

		M_PREF		31		鳥取県

		M_PREF		32		島根県

		M_PREF		33		岡山県

		M_PREF		34		広島県

		M_PREF		35		山口県

		M_PREF		36		徳島県

		M_PREF		37		香川県

		M_PREF		38		愛媛県

		M_PREF		39		高知県

		M_PREF		40		福岡県

		M_PREF		41		佐賀県

		M_PREF		42		長崎県

		M_PREF		43		熊本県

		M_PREF		44		大分県

		M_PREF		45		宮崎県

		M_PREF		46		鹿児島県

		M_PREF		47		沖縄県

		M_PREF		48		海外

		PREF_CATE		SA		地域カテ

		PREF_CATE		1		関東（東京・神奈川）

		PREF_CATE		2		沖縄

		SC1		SA		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		SC1		1		男性

		SC1		2		女性

		SC2		SA		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		SC2		1		10代

		SC2		2		20代

		SC2		3		30代

		SC2		4		40代

		SC2		5		50代

		SC2		6		60代以上

		SC3		SA		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		SC3		1		北海道

		SC3		2		青森県

		SC3		3		岩手県

		SC3		4		宮城県

		SC3		5		秋田県

		SC3		6		山形県

		SC3		7		福島県

		SC3		8		茨城県

		SC3		9		栃木県

		SC3		10		群馬県

		SC3		11		埼玉県

		SC3		12		千葉県

		SC3		13		東京都

		SC3		14		神奈川県

		SC3		15		新潟県

		SC3		16		富山県

		SC3		17		石川県

		SC3		18		福井県

		SC3		19		山梨県

		SC3		20		長野県

		SC3		21		岐阜県

		SC3		22		静岡県

		SC3		23		愛知県

		SC3		24		三重県

		SC3		25		滋賀県

		SC3		26		京都府

		SC3		27		大阪府

		SC3		28		兵庫県

		SC3		29		奈良県

		SC3		30		和歌山県

		SC3		31		鳥取県

		SC3		32		島根県

		SC3		33		岡山県

		SC3		34		広島県

		SC3		35		山口県

		SC3		36		徳島県

		SC3		37		香川県

		SC3		38		愛媛県

		SC3		39		高知県

		SC3		40		福岡県

		SC3		41		佐賀県

		SC3		42		長崎県

		SC3		43		熊本県

		SC3		44		大分県

		SC3		45		宮崎県

		SC3		46		鹿児島県

		SC3		47		沖縄県

		SC3		48		海外

		SC4		SA		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		SC4		1		行くことがある

		SC4		2		行くことはない

		SC5		SA		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		SC5		1		よく見かける

		SC5		2		何度か見たことがある

		SC5		3		１度だけ見たことがある

		SC5		4		見たような気がする

		SC5		5		見たことはない

		Q1		SA		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		Q1		1		とても印象に残った

		Q1		2		印象に残った

		Q1		3		まあ印象に残った

		Q1		4		あまり印象に残らなかった

		Q1		5		印象に残らなかった

		Q1		6		全く印象に残らなかった

		Q2		MA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		Q2		1		インパクトがある

		Q2		2		記憶に残る

		Q2		3		内容が理解できる

		Q2		4		親しみやすい

		Q2		5		信頼できる

		Q2		6		説得力がある

		Q2		7		共感できる

		Q2		8		その他

		Q2FA		FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		Q3		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q3		1		よく話題にする

		Q3		2		何度か話題にしたことがある

		Q3		3		１度だけ話題にしたことがある

		Q3		4		話題にしたような気がする

		Q3		5		話題にしたことはない

		Q4		SA		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q4		1		よく検索する

		Q4		2		何度か検索したことがある

		Q4		3		１度だけ検索したことがある

		Q4		4		検索したような気がする

		Q4		5		検索したことはない

		Q5		SA		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q5		1		よく行く

		Q5		2		何度か行ったことがある

		Q5		3		１度だけ行ったことがある

		Q5		4		行ったような気がする

		Q5		5		行ったことはない

		Q6		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q6		1		アドトラック

		Q6		2		街頭ビジョン

		Q6		3		雑誌広告

		Q6		4		テレビＣＭ

		Q6		5		新聞広告

		Q6		6		ラジオＣＭ

		Q6		7		電車の中吊り

		Q6		8		屋外広告

		Q6		9		インターネット広告

		Q6		10		チラシ広告

		Q6		11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		Q6		12		その他

		Q6		13		特に印象に残る広告はない

		Q6FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q7		SA		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		Q7		1		自分で書き込みをしたことがある

		Q7		2		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある

		Q7		3		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

		Q8		MA		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		Q8		1		アドトラック

		Q8		2		ビジョン付きトラック

		Q8		3		アメリカンバン

		Q8		4		スケルトントラック

		Q8		5		ロンドンバス

		Q8		6		ケーブルカーバス

		Q8		7		観光バス

		Q8		8		ハマーリムジン

		Q8		9		好感が持てる車両はない

		Q9-1		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		Q9-1		1		とても印象に残る

		Q9-1		2		印象に残る

		Q9-1		3		どちらともいえない

		Q9-1		4		あまり印象に残らない

		Q9-1		5		印象に残らない

		Q9-2		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		Q9-2		1		とても印象に残る

		Q9-2		2		印象に残る

		Q9-2		3		どちらともいえない

		Q9-2		4		あまり印象に残らない

		Q9-2		5		印象に残らない

		Q9-3		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		Q9-3		1		とても印象に残る

		Q9-3		2		印象に残る

		Q9-3		3		どちらともいえない

		Q9-3		4		あまり印象に残らない

		Q9-3		5		印象に残らない

		Q9-4		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		Q9-4		1		とても印象に残る

		Q9-4		2		印象に残る

		Q9-4		3		どちらともいえない

		Q9-4		4		あまり印象に残らない

		Q9-4		5		印象に残らない

		Q9-5		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		Q9-5		1		とても印象に残る

		Q9-5		2		印象に残る

		Q9-5		3		どちらともいえない

		Q9-5		4		あまり印象に残らない

		Q9-5		5		印象に残らない

		Q9-6		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		Q9-6		1		とても印象に残る

		Q9-6		2		印象に残る

		Q9-6		3		どちらともいえない

		Q9-6		4		あまり印象に残らない

		Q9-6		5		印象に残らない

		Q9-7		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		Q9-7		1		とても印象に残る

		Q9-7		2		印象に残る

		Q9-7		3		どちらともいえない

		Q9-7		4		あまり印象に残らない

		Q9-7		5		印象に残らない

		Q9-8		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		Q9-8		1		とても印象に残る

		Q9-8		2		印象に残る

		Q9-8		3		どちらともいえない

		Q9-8		4		あまり印象に残らない

		Q9-8		5		印象に残らない

		Q9-9		SA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		Q9-9		1		とても印象に残る

		Q9-9		2		印象に残る

		Q9-9		3		どちらともいえない

		Q9-9		4		あまり印象に残らない

		Q9-9		5		印象に残らない

		Q9-9FA		FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		Q10		FA		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		Q11		SA		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		Q11		1		どのようなものか内容まで知っている

		Q11		2		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある

		Q11		3		知らない

		Q12		MA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		Q12		1		インパクトがありそう

		Q12		2		記憶に残りそう

		Q12		3		内容が理解できそう

		Q12		4		親しみやすそう

		Q12		5		信頼できそう

		Q12		6		説得力がありそう

		Q12		7		共感できそう

		Q12		8		その他

		Q12FA		FA		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】

		Q12SQ		SA		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		Q12SQ		1		良いと思う

		Q12SQ		2		どちらかと言えば良いと思う

		Q12SQ		3		どちらでもない

		Q12SQ		4		どちらかと言えば良くないと思う

		Q12SQ		5		良くないと思う

		Q13		MA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		Q13		1		アドトラック

		Q13		2		街頭ビジョン

		Q13		3		雑誌広告

		Q13		4		テレビＣＭ

		Q13		5		新聞広告

		Q13		6		ラジオＣＭ

		Q13		7		電車の中吊り

		Q13		8		屋外広告

		Q13		9		インターネット広告

		Q13		10		チラシ広告

		Q13		11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		Q13		12		その他

		Q13		13		特に印象に残る広告はない

		Q13FA		FA		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】

		Q14		MA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		Q14		1		国際通り

		Q14		2		沖縄空港

		Q14		3		アメリカンビレッジ

		Q14		4		コザゲート通り

		Q14		5		琉球村

		Q14		6		中央パークアベニュー

		Q14		7		沖縄コンベンションセンター

		Q14		8		牧志公設市場

		Q14		9		その他

		Q14FA		FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】





ローデータ

		ID		M_SEX		M_AGE		M_AGE_G		M_PREF		PREF_CATE		SC1		SC2		SC3		SC4		SC5		Q1		Q2_1		Q2_2		Q2_3		Q2_4		Q2_5		Q2_6		Q2_7		Q2_8		Q2FA		Q3		Q4		Q5		Q6_1		Q6_2		Q6_3		Q6_4		Q6_5		Q6_6		Q6_7		Q6_8		Q6_9		Q6_10		Q6_11		Q6_12		Q6_13		Q6FA		Q7		Q8_1		Q8_2		Q8_3		Q8_4		Q8_5		Q8_6		Q8_7		Q8_8		Q8_9		Q9-1		Q9-2		Q9-3		Q9-4		Q9-5		Q9-6		Q9-7		Q9-8		Q9-9		Q9-9FA		Q10		Q11		Q12_1		Q12_2		Q12_3		Q12_4		Q12_5		Q12_6		Q12_7		Q12_8		Q12FA		Q12SQ		Q13_1		Q13_2		Q13_3		Q13_4		Q13_5		Q13_6		Q13_7		Q13_8		Q13_9		Q13_10		Q13_11		Q13_12		Q13_13		Q13FA		Q14_1		Q14_2		Q14_3		Q14_4		Q14_5		Q14_6		Q14_7		Q14_8		Q14_9		Q14FA

		ID		性別		年齢別		年齢別		都道府県別		地域カテ		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。【その他】		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。【その他】		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】

		1		1		37		3		47		2		1		3		47																																																																																																						1				1																1																		1																						1

		2		1		36		3		13		1		1		3		13				1		3		1		1																4		4		5																										1				3		1		1																3		3		3		3		3		3		3		3						目立つが一瞬で忘れがち

		3		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																																				1

		4		2		29		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		2		2		5		1																												2				1																4		3		2		2		2		2		4		4						内容によって好き嫌いが激しい

		5		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3						1														4		4		5		1																												3		1																		4		2		2		4		4		2		4		3						なし

		6		1		45		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1																										1

		7		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		2		1						1		1																						1		1

		8		2		38		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1																		4		5		4				1										1																3								1												5		2		2		5		5		3		5		3						アーティスト関係というイメージがある

		9		1		34		3		14		1		1		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1								1														3										1				1		1				4		2		2		4		4		4		4		4						興味のあるジャンルでないと特に印象に残らない

		10		1		38		3		13		1		1		3		13				2		4						1														5		5		5								1		1		1		1																3																		1		4		3		3		3		3		3		3		3						うるさいことが多い

		11		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						1		1		1																3		1		1				1																										1

		12		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1																		2		1		1		1		1		1																						1

		13		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																						1

		14		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1				1						1		1														1

		15		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		3		1		1				1																																						1		新都心

		16		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2				1																2				1				1																																						1		あしびなー

		17		2		36		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1				1						1																3						1				1		1								5		2		2		5		5		3		5		2						出会い系などいかがわしいものは、音もうるさいし、あんまり好きではない。

		18		1		37		3		13		1		1		3		13				2		4								1												5		5		5								1																						3		1		1				1												4		2		2		5		5		4		3		4						情報量が多いと覚えにくいので、印象的な一つの情報があれば良いと思います。

		19		1		26		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		4				1		1				1				1		1		1		1		1								3		1												1						2		1		2		2		2		2		2		1						目立つ。

		20		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3												1								2		1																												1		1										1

		21		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2																										1				1

		22		2		37		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2		1														1														1				1

		23		1		33		3		47		2		1		3		47																																																																																																						1		1		1								1								2		1		1				1						1		1		1														1		1

		24		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		5		5		1						1																						3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						特にない。

		25		2		49		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1																2		1		1				1						1		1														1																1		新都心

		26		1		39		3		13		1		1		3		13				2		4		1																		3		5		5								1																						3								1												5		5		5		5		5		5		5		5						その場ではインパクトがあるが、すぐに忘れてしまう

		27		2		35		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																5		5		5		1				1		1																						3		1								1						1				5		3		3		5		5		5		5		3						音楽を爆音で流していることも多いので、街中で電話をしている時は迷惑。

		28		1		29		2		14		1		1		2		14		1		1		2		1				1														2		2		2		1		1		1		1						1																2		1		1				1												3		2		2		3		3		2		3		3						どうしても、表向きがよくない業界の広告イメージがある

		29		1		39		3		13		1		1		3		13				1		1		1		1																1		1		1		1																												1																		1		3		3		3		3		3		3		3		3						ない

		30		1		28		2		14		1		1		2		14		1		4		3						1														3		3		4								1		1																				2		1												1						3		4		2		3		3		4		3		2						特になし

		31		1		36		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3				1																2		1		1																										1		1

		32		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		2				1				1																								1

		33		1		35		3		13		1		1		3		13				2		2		1										1								4		5		5		1		1				1																						3		1		1																4		1		1		3		3		1		3		3						音楽を流しながらだと迷惑だけどそうでないなら目立つし良いと思う。

		34		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		1								1		1																						1

		35		2		38		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		2		5		5								1																						2				1																3		1		2		5		5		1		5		3						好きな歌手の　告知広告だと　見てみたい気が　する

		36		2		39		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1		1																2		2		2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								2		1		1						1		1		1						5		1		2		5		2		2		5		2						一目見て広告内容がダイレクトに伝わるのでとても良いと思います。運転手さんもちょっと気になって見てしまいます。

		37		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1																						3								1												3		3		3		3		3		3		3		3						その物自体はインパクトがあるが、内容は正直全く見ない

		38		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1		1																2		1						1				1																		1

		39		1		42		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1																1																		1																1								1

		40		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1		1		1						1																1		1						1		1						1				5		2		2		5		5		3		5		5						出会い系は胡散臭いとしか思えない。音楽の広告は発売日前後なのかなと気になる。

		41		2		29		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		4		5		5		1		1				1																						3				1		1		1		1										5		1		1		5		5		3		5		3						音が大きくてびっくりする。静かな街だとうるさいと感じる。

		42		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1																		4								1										1																												1		おもろ町

		43		2		36		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1																						3		1																		5		2		3		5		5		5		5		5						写真や文字は大きくインパクトがあるほうが印象に残ります

		44		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3												1								2								1																						1

		45		2		34		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																2		5		5		1		1				1		1						1														2		1		1				1		1				1		1				5		2		2		5		5		3		5		5						繁華街を走っているイメージ。渋谷や秋葉原でよく見かけるイメージ。音が大きすぎてうるさいイメージ。

		46		2		26		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3								1												5		2		3		5		4		4		5		5						騒がしい印象。

		47		2		38		3		13		1		2		3		13				1		3		1																		2		5		5				1				1		1																				3				1		1		1		1		1				1				5		1		1		5		3		3		5		3						音楽アーティストのアドトラックはしっかりと音量調整されているので、好感が持てるのですが、出会い系サイト類のアドトラックは、大音量なので、仕事にも支障が出る（大通り沿いに会社があるので）。

		48		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1		1																2		5		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								2																		1		3		2		2		3		3		3		3		3						アドトラックは、芸能人の新曲や映画等のPRとして行われているイメージがある。

		49		2		26		2		13		1		2		2		13				4		5														1						5		5		5				1				1																						3				1								1								5		2		2		3		4		3		5		2						どんな会社なのかまったくイメージがわきません。

		50		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1																2		1																1																												1		新都心

		51		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1																								1

		52		1		36		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		3		5		5								1																						3		1																		3		2		2		3		3		3		4		4						派手

		53		1		37		3		13		1		1		3		13				2		2		1				1														5		5		5		1		1				1																						3										1						1				2		3		5		3		2		3		2		2						特にない

		54		1		39		3		14		1		1		3		14		1		1		3		1		1																3		4		5								1																						3		1								1										4		1		2		4		4		2		4		3						派手。大げさ。邪魔。

		55		1		29		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1				1												2		2		2		1		1																										1		1																		3		2		2		3		2		2		2		2						目立っていい

		56		2		28		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		2		1																												1				1

		57		2		27		2		14		1		2		2		14		1		1		3		1																		3		5		5		1																												3		1																		2		2		2		2		2		3		3		3						インパクトがある

		58		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																3								1																																						1		あしびなー

		59		2		38		3		13		1		2		3		13				4		3				1																5		5		5								1																						3						1		1		1										2		2		2		2		2		2		2		2						しぶやや新宿でよくみかけます。広告媒体としては面白いけど、渋滞の原因にもなっているではないかとおもいます。

		60		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1				1																										1		1

		61		2		27		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5		1						1																						3										1										5		2		2		5		5		5		5		5						嫌でも目に入る

		62		1		29		2		13		1		1		2		13				1		2		1		1																2		3		5		1								1				1		1		1		1		1								3		1		1						1		1								5		2		2		5		4		3		5		3						公序良俗に反する広告が多い

		63		1		24		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1														1								3				1				1												5		4		3		5		5		3		5		5						広告の為とはいえ大音量をかき鳴らすのはどうかと思う。

		64		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1																		4																										1				1		1		1		1				1

		65		2		30		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		1		1						1						1				1																1										1

		66		1		24		2		13		1		1		2		13				1		1		1		1		1														1		2		2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								1		1		1		1				1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		3		3						印象に残るが、同時に資源の無駄遣いだと思う。タクシー代わりに無料で運送してほしい。

		67		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1		1														1												1				1

		68		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1								1								2		2		2		1		1		1		1						1								1								1		1		1				1		1				1		1				2		2		2		2		2		2		2		2						キャバクラやパチンコ屋さんの広告が多いので、あまりいい印象ではないけれど、歌手の新曲の広告もあるので、そういうところはいいかなと思います。

		69		1		39		3		13		1		1		3		13				2		3		1		1		1														5		5		5		1		1				1																						3		1		1						1										4		2		2		3		3		2		5		5						金がかかっている

		70		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		4		5		5		1						1																						2		1		1				1								1				3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		71		2		31		3		13		1		2		3		13				1		2		1																		4		2		3		1		1				1		1				1																3				1										1						2		2		2		2		2		2		2		2						夜のお仕事系は、あまり風景によくない

		72		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3		1		1																										1														1

		73		2		29		2		13		1		2		2		13				3		5								1		1										2		2		4		1		1														1												2		1		1				1		1				1		1				5		3		2		4		3		3		4		3						通過時の音楽がうるさい。

		74		2		32		3		14		1		2		3		14		1		1		3		1																		5		5		5		1		1																										3		1														1				5		1		1		3		2		2		5		2						ない

		75		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1																3		1		1				1																								1		1

		76		1		37		3		14		1		1		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1																										3				1																5		2		2		4		4		4		4		3						制作費

		77		1		29		2		13		1		1		2		13				4		6		1																		5		5		5																										1				3																		1		5		5		5		5		5		5		5		5						興味がない

		78		2		32		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1																		5		5		5		1				1		1										1												3		1																		3		2		2		3		3		3		3		3						印象に残りやすい。

		79		2		39		3		13		1		2		3		13				2		2		1																		5		5		5		1				1		1		1				1						1										3		1						1		1		1								3		1		2		5		4		3		5		3						出会い系などの広告は見たくない

		80		2		30		3		13		1		2		3		13				1		3		1																		2		2		5		1		1																										1		1		1																3		3		3		3		3		3		3		3						目立つ

		81		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3								1												2		1										1																		1				1				1

		82		2		31		3		14		1		2		3		14		1		4		3						1														4		4		3												1																		3										1										5		5		5		5		5		5		5		5						なし

		83		1		26		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1																5		5		5																										1				3		1																		4		2		3		4		3		2		4		3						うるさいのは勘弁してほしいと思う。

		84		1		28		2		13		1		1		2		13				2		4								1												5		5		5				1				1						1				1												3										1				1						5		2		2		5		5		5		5		5						トラックに貼る広告はイメージが悪くなるのでやめた方がよい

		85		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1																		2								1																										1		1

		86		2		35		3		14		1		2		3		14		1		1		3		1				1														4		5		5				1				1																						3								1		1						1				3		1		1		4		4		3		4		2						特に何も感じない

		87		2		46		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3						1																								1

		88		1		14		1		14		1		1		1		14		1		4		3																1		なんだろう		5		5		5								1										1												3		1														1				5		2		2		5		5		3		5		5						よくわからない

		89		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						1		1		1		1		1												2		1		1		1		1		1						1				1										1		1		1										1

		90		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																4		5		5		1		1				1										1												3		1		1				1								1				4		1		2		5		5		3		5		2						渋谷や新宿、都内に居る時にしか見かけない気がする。もっと色んな所を走ったら面白いのに、とは思います。

		91		1		21		2		13		1		1		2		13				1		6																1		うるさい		2		5		5				1				1																						1										1		1		1		1				5		4		5		5		5		4		5		4						邪魔だしうるさいし、あれを見て商品に興味を持ったことがない。車両を変えるとかもっとおしゃれで落ち着いた雰囲気を出してほしい。

		92		1		35		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		2		1						1				1						1												1				1		1				1		1		1

		93		1		20		2		13		1		1		2		13				4		2		1		1																3		3		4		1																		1										3		1		1												1				5		2		2		5		4		3		3		4						インパクト有ると思います

		94		1		34		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3		1				1										1		1		1														1

		95		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						2		1																		2		1		1																										1

		96		2		37		3		13		1		2		3		13				3		3						1														3		3		5		1																												3		1																		3		4		5		3		4		4		4		2						馴染みやすく庶民的なかんじ

		97		2		28		2		13		1		2		2		13				1		2				1																4		5		5				1		1								1		1														2						1		1		1		1				1				4		2		2		4		4		4		4		2						環境によくないのでやめてほしい

		98		2		31		3		14		1		2		3		14		1		2		2						1														2		4		5								1																						2		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						派手

		99		2		28		2		13		1		2		2		13				4		3		1		1																5		5		5		1						1										1												3		1																		5		1		2		5		5		3		2		5						アイドルの宣伝に使われてるイメージ

		100		1		39		3		13		1		1		3		13				2		4						1														3		5		5																										1				3																		1		4		4		4		4		4		4		3		4						目立つだけで自分はあまり印象がない

		101		1		19		1		14		1		1		1		14		1		3		2						1														4		5		5								1																						2										1										2		2		3		2		3		2		2		3						かっこいい。

		102		1		45		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1																												1		1

		103		2		19		1		13		1		2		1		13				1		1		1		1				1												2		2		4		1		1		1		1						1		1		1												1		1		1		1				1						1				5		1		1		5		5		5		5		1						都会

		104		2		25		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		2		5		5		1		1				1						1		1														3				1				1		1						1				3		2		2		3		3		3		3		3						渋谷界隈を走ってるイメージ

		105		2		22		2		14		1		2		2		14		1		2		4												1								5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3		1		1										1						4		2		2		4		4		2		4		4						なし

		106		2		22		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1						インパクトがあり、目立つものが多い

		107		2		25		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5				1				1																						3				1				1				1								5		2		5		5		5		2		5		5						出会い系等を多く宣伝しているイメージ。

		108		1		22		2		13		1		1		2		13				2		2		1				1		1		1				1						2		2		2		1						1						1				1				1								2		1		1				1						1						2		1		1		2		3		3		4		4						インパクトがある広告と面白さも加わり信頼性があるのと、親しみやすさや共感できる内容が相応しいと思います。

		109		2		22		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1																						3																		1		5		2		2		5		4		3		4		5						トラックが走るのに燃料がかかると考えてしまうので、あまり好感が持てない

		110		2		39		3		14		1		2		3		14		1		2		2		1		1																4		3		5		1		1				1						1						1										3		1		1																4		2		2		5		4		2		5		2						結構遠くからでもはっきりと分かるので、宣伝力は大きいと思う。

		111		1		48		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3		1																		2								1		1		1																		1

		112		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1						1				1								1		1		1				1		1				1								1								1														1

		113		1		32		3		13		1		1		3		13				2		4						1														5		5		5																										1				3				1																4		4		3		4		4		3		4		4						価格競争力が弱い

		114		2		22		2		13		1		2		2		13				3		4								1												5		5		5																										1				3		1		1																5		1		1		5		5		1		5		5						かっこいい

		115		1		30		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5		1						1																						3						1				1		1								3		2		2		3		4		3		3		3						特にない

		116		2		28		2		13		1		2		2		13				1		1		1																		1		1		1				1		1																								1		1		1						1										1		1		1		1		1		1		1		1						華やか

		117		1		23		2		13		1		1		2		13				2		1		1		1				1												2		2		2		1		1																										3				1						1										1		1		2		2		1		3		2		1						清潔なイメージ

		118		1		28		2		13		1		1		2		13				2		4								1												4		3		4		1						1																						3		1																		3		3		3		3		3		3		3		3						インパクトがもっとほしい

		119		1		27		2		13		1		1		2		13				2		5						1														5		5		5																										1				3																		1		4		4		4		4		4		4		4		4						特になし

		120		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1												1								1		2		1																				1										2		1																		3		1		1		5		5		5		5		5						音楽関係のモノが好き

		121		2		20		2		13		1		2		2		13				1		2				1																3		4		5																										1				3		1																		3		2		2		2		2		2		2		2						ない

		122		2		31		3		13		1		2		3		13				1		1		1																		2		5		5		1												1																3		1		1								1								3		2		2		3		4		3		2		3						きらびやかでお水系だと引く。

		123		2		28		2		13		1		2		2		13				1		2		1		1								1								2		3		4		1		1				1																						1		1												1		1				2		2		1		4		4		2		4		5						インパクトが強い、音が大きい

		124		1		31		3		13		1		1		3		13				2		1										1										1		4		4												1																		1		1		1		1		1		1		1				1				2		5		1		1		5		1		1		1						ない

		125		1		38		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1																1		1						1												1										1

		126		2		30		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1										1												3										1										2		2		2		4		3		3		4		3						あまり見ない

		127		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		3								1																										1

		128		2		34		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1				1						1																3		1										1		1						5		3		3		5		5		3		5		4						排気ガスが出るからいまいち。やめてほしいかな

		129		1		16		1		13		1		1		1		13				3		3		1																		5		5		5																										1				3										1										3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		130		1		18		1		13		1		1		1		13				2		2		1																		2		2		2				1																										1		1																		2		3		2		3		3		3		3		3						派手

		131		1		35		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		2		2		2		1																												2		1																		4		2		2		3		3		3		3		3						特にない

		132		2		37		3		13		1		2		3		13				4		3		1		1																3		3		5		1						1						1																3		1								1				1						5		1		2		3		3		3		3		3		2		基本、人の顔が載っていたら気になる		都心だとそんなにスピードも出していないから、止まっていたら見ると思う。

		133		1		28		2		13		1		1		2		13				4		3		1																		5		5		5		1		1				1																						3		1																		4		3		3		4		4		4		4		3						大きくてインパクトがあるイメージ。

		134		2		27		2		13		1		2		2		13				1		1		1				1														1		1		2		1						1																						1		1		1																3		1		1		3		2		2		3		3						コストがいくらかかっているのかしりたい。

		135		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1		1		1				1				1		1												1		1		1										1

		136		2		38		3		13		1		2		3		13				2		2				1																4		5		5		1																				1								3		1										1		1						4		2		2		4		3		3		4		4						なし

		137		1		28		2		14		1		1		2		14		1		2		3		1																		5		5		5		1																												3		1																		3		3		3		3		3		3		2		3						派手

		138		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		2		1						1										1												1

		139		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1		1								1		1														1

		140		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		4		1																		5		5		5								1		1				1						1										3										1		1								4		4		2		5		4		2		5		4						有楽町で見たような気がする。

		141		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1				1														1		1		1		1		1										1														1		1

		142		2		34		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1																						2						1				1										3		2		2		4		4		4		5		5						なし

		143		1		37		3		13		1		1		3		13				1		1		1		1		1														3		2		4		1		1				1						1				1												3		1								1						1				4		1		1		3		4		4		4		2						たまに走るのは効果があるけど、たくさん走っているとインパクトが薄れる。

		144		1		37		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1																2		1														1														1		1												1

		145		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3						1		1												2		2		5		1		1				1																						3		1		1																3		1		1		3		3		3		4		2						エコではない

		146		2		19		1		13		1		2		1		13				1		2		1																		2		5		4				1				1																						2		1																		4		1		2		5		4		4		4		4						大音量で音楽を流しながらアーティストの宣伝をしている

		147		2		24		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1		1						1								2		2		3		1		1				1						1		1						1								2		1		1		1		1		1		1		1						3		1		1		3		3		1		3		2						瞬間的な印象が強く、記憶に残りやすいと思う。

		148		2		27		2		14		1		2		2		14		1		1		2		1																		2		5		5		1		1				1																						3				1				1												4		2		2		4		2		2		4		2						広告費が高くつきそう

		149		2		38		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1																3		5		5		1		1				1						1																3		1		1		1		1		1		1		1		1				5		1		2		5		5		2		5		2						目をひく

		150		1		24		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1								1								2		4		4		1		1														1				1								3		1		1						1										4		1		2		4		2		1		4		3						インパクトがあり広告宣伝媒体

		151		1		40		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1		1																2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1												1		1						1		1

		152		2		38		3		13		1		2		3		13				1		2		1		1				1				1								2		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								2								1		1		1				1				4		2		2		5		4		2		5		3						騒音が凄いので若干迷惑

		153		1		38		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3								1		1										3		1		1														1												1				1

		154		1		38		3		14		1		1		3		14		1		3		3				1																4		5		5								1																						3												1								3		2		2		4		3		2		4		3						特に無い

		155		2		30		3		14		1		2		3		14		1		2		3		1																		5		5		5								1						1						1										3		1																		5		2		2		5		5		5		5		2						音楽が流れたりするのでうるさい。

		156		2		31		3		13		1		2		3		13				2		2		1		1																2		2		2		1		1		1								1		1														2		1		1										1						2		2		2		2		2		2		2		2						インパクトがある

		157		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1																		2		1						1																						1				1

		158		2		19		1		13		1		2		1		13				1		1		1																		2		4		5		1																												3		1																		4		1		4		3		3		3		3		3						大きい、インパクトがある

		159		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1		1		1		1		1								1										1				1		1				1		1

		160		1		27		2		13		1		1		2		13				4		5		1																		5		5		5								1																						3		1		1																5		2		2		5		5		5		5		5						出会い系やキャバクラ・ホスト系の広告がよく出されているイメージがある

		161		2		23		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1																2		5		5		1		1										1																2				1		1		1		1						1				5		1		2		2		4		2		5		2						印象には残るけど興味が無いものだとうるさく感じる

		162		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		1								1		1																																1		1

		163		2		43		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		3		1		1																										1		1												1

		164		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		3				1																5		5		5								1																						3				1				1												5		3		3		3		3		3		4		3						特にない

		165		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5				1										1								1								2				1										1						5		2		2		5		5		3		5		3						出会い系や風俗が多すぎ。パチンコも（風俗業界ですが）どうなの？って思う

		166		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1				1														5		5		4		1								1				1																2										1		1				1				2		1		2		5		5		2		5		5						渋谷

		167		2		28		2		14		1		2		2		14		1		1		3		1																		2		5		5		1		1		1		1						1		1						1								2		1		1						1										5		2		2		3		5		3		3		5						好きなアーティストのものであればとても印象に残る。ただ音楽を一緒に流していると、その音楽のテイストは理解できるけれど細かい音楽の印象は残らないと思う。

		168		1		32		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3														1						2																										1				1

		169		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1						1																						1

		170		2		24		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		5		5		5		1						1																						3		1						1								1				5		2		2		5		5		5		5		2						音楽を流すときはほどほどの音量にしてほしい。大きすぎると耳障りで不快に感じるので、かえって悪い印象を持ってしまう。

		171		2		21		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		2		5		5		1						1		1												1								3		1		1				1								1				4		2		2		4		5		2		5		3						渋谷などで見ると目立つし、目を引くから印象的。ただ電話中に通られると、音楽などの影響で会話を中断しなくてはならず、何回か困ったことがある。トラックの中に何が入っているのか気になることもある。

		172		1		35		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		3		5		3								1																						3																		1		5		3		3		5		4		2		5		4						にぎやか

		173		2		27		2		13		1		2		2		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3		1						1												5		2		3		4		5		5		5		5						特になし

		174		2		34		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1																1										3		1																		4		1		3		4		4		4		4		4						派手なイメージで、大音量で音楽をかけて走行している

		175		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		2		5		5		1		1		1		1		1				1		1				1		1								2																		1		4		2		2		4		3		3		4		4						目立つ

		176		1		34		3		13		1		1		3		13				1		3						1														5		5		5				1				1																						3						1				1						1				5		2		2		4		5		2		5		5						音がうるさい

		177		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1				1																3		1		1				1																						1														1

		178		2		37		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2				1																2		1		1		1		1																						1				1

		179		1		24		2		14		1		1		2		14		1		1		3		1																		5		5		5		1						1														1								3		1		1		1		1		1		1		1						3		2		2		2		2		2		2		2						大きさも大きいので印象に残りやすいと思うが、結局本人の興味のないことの場合忘れてしまうことが多いと思う。

		180		2		32		3		13		1		2		3		13				2		3				1																3		2		4		1		1														1		1										2		1		1				1		1		1								5		2		2		2		2		2		2		2						広告費が気になる

		181		1		39		3		14		1		1		3		14		1		1		2		1		1		1														2		4		5		1						1						1								1								2				1		1		1		1		1								5		2		2		4		4		2		5		3						目新しさがなくなった。いつも見かける求人誌なんかは、見たくも無い、という感じ。ただ、目立つので、目はいってしまう。

		182		1		29		2		13		1		1		2		13				2		4		1																		5		5		5								1														1								2																		1		4		2		2		5		4		3		4		4						印象に残るかどうかは別として、インパクトはある。

		183		2		36		3		13		1		2		3		13				4		1		1																		5		5		5				1				1																						3																1				5		1		1		5		5		1		5		2						特に興味はない

		184		1		31		3		13		1		1		3		13				4		5								1												5		5		5								1																						3		1		1		1				1										3		2		2		4		3		3		4		3						とくになし

		185		1		28		2		13		1		1		2		13				2		5		1																		5		5		5		1		1										1																3								1		1										3		3		3		3		3		3		3		3						大音量で宣伝するものが多い印象で、目立ったもん勝ちの理念が拭えない

		186		1		27		2		13		1		1		2		13				2		3		1																		4		5		5								1										1												3						1				1										5		2		2		5		5		2		5		3						見た時には、珍しいと思うがその場を離れて広告の内容を覚えていることはほとんどない。

		187		2		29		2		13		1		2		2		13				2		2		1						1												2		2		2		1		1																										2						1				1		1		1		1				5		1		1		2		2		2		2		2						興味を持ちやすい

		188		2		39		3		47		2		2		3		47																																																																																																						1		1		1								1								1		1						1																						1														1

		189		1		43		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1												1		1						1																																						1		那覇新都心

		190		1		34		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5								1																						3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						ない

		191		1		21		2		13		1		1		2		13				2		3		1																		3		5		5		1		1				1				1										1								2				1						1						1				5		2		2		3		3		5		5		5						とくにない

		192		2		45		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1		1																2		1				1		1																						1

		193		2		24		2		14		1		2		2		14		1		2		1		1		1																2		2		2		1		1		1		1		1		1		1								1								3		1		1		1				1		1		1						5		1		1		5		5		1		5		1						動く広告なので、細かい文字などは読み取れない場合が多く、とにかく目を引き、記憶に残る事が大事だと思う。

		194		1		26		2		14		1		1		2		14		1		3		4								1												5		5		5																										1				3																		1		5		2		2		3		2		3		3		3						印象に残りやすい

		195		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1				1														5		5		5				1		1		1		1				1				1		1										3								1		1				1						4		4		4		4		4		4		4		4						あまり良いイメージがない。どんな広告が載っていたか、ほとんど覚えてないけどかっこいいとかかわいいとか綺麗とかそういう感じがしたことがないような気がする。どっちかというと、うるさいイメージ。ガチャガチャしたイメージがある。

		196		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1		1																4		5		5		1		1				1										1												3						1		1		1		1								3		2		2		3		3		3		3		2						都心部しか見かけない。

		197		2		29		2		13		1		2		2		13				4		4		1																		4		5		5		1																												3				1						1				1						5		2		2		5		2		3		5		4						インパクトがある

		198		2		42		4		47		2		2		4		47																																																																																																						3		1																		1								1																										1

		199		2		33		3		13		1		2		3		13				4		4						1														5		5		5																		1												3		1																		3		3		3		4		4		3		4		4						都心で走ってるのは見かけた気がするがその他の地域では見られないので印象に残りにくい

		200		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1		1						1												1		1		1						1								1																1														1		1				1		4		3		3		3		2		3		1						面白い

		201		2		21		2		13		1		2		2		13				2		1		1		1		1						1								4		4		4																										1				3		1		1				1				1		1						5		2		2		5		2		2		5		2						なし

		202		2		28		2		13		1		2		2		13				1		3				1																5		5		5		1		1		1		1						1																3																1				2		3		3		2		2		2		2		2						音楽の広告はよく見かけるので、あまり印象に残らないのが事実。音楽が流れているものは少しうるさく感じる。

		203		1		24		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1						1														1								3		1		1																3		1		2		3		3		3		3		3						・インパクトがあるため、記憶に残りやすい。しかし、細かな情報までは分からない。

		204		1		36		3		13		1		1		3		13				1		1				1		1														1		1		2						1						1																		1		1								1						1				1		1		1		2		2		3		3		3						なし

		205		1		38		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		4		5		5				1				1																						2		1												1		1				4		2		3		2		3		2		2		3						安っぽくいかがわしい広告が多いイメージがあります。

		206		1		24		2		13		1		1		2		13				2		1		1		1																2		2		4		1						1						1																1		1								1				1						2		2		2		1		3		2		1		4						運転する人は大変だろうなと思う。

		207		2		29		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		4																										1																1

		208		2		23		2		13		1		2		2		13				2		5		1																		5		5		5				1				1						1																3		1												1						5		1		1		5		5		5		5		5						インパクトが強いと見入ってしまい、人にぶつかったりして危険。

		209		2		40		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1												1		1						1																						1												1		1

		210		2		26		2		14		1		2		2		14		1		2		2				1		1														2		2		3		1		1				1						1																3				1				1		1						1				3		2		2		2		1		2		3		3						音楽が流れていると、目の前を通った時に耳が痛いことがある

		211		2		33		3		13		1		2		3		13				2		1		1																		2		2		3										1																				2				1		1				1										2		2		2		2		2		2		2		2						目立つ

		212		2		20		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		5		5		5																										1				3		1												1						4		2		3		4		5		4		5		2						水商売などの広告はやめてほしい

		213		2		35		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		4		5		5								1																						3		1																		3		2		4		2		3		3		3		3						なし

		214		2		31		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5		1		1				1																						3										1										5		5		3		5		5		5		5		5						出会い系の宣伝が多い気がして好感が持てない

		215		2		48		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1		1		1				1		1						2		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1								1				1						1				1

		216		2		35		3		13		1		2		3		13				1		2		1		1								1								2		2		4		1		1				1						1		1						1								2		1																		2		1		1		3		3		2		4		3						何か楽しそうな企画なのかなという期待感が生じる。

		217		1		32		3		14		1		1		3		14		1		2		3		1																		5		4		5		1																												2												1		1						5		2		2		5		4		3		5		4						特になし

		218		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3						1														3								1																										1

		219		2		37		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		5		5								1										1												3		1																		4		2		2		4		4		2		4		3						音がうるさい

		220		1		40		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2								1												1		1						1																						1		1										1

		221		2		28		2		14		1		2		2		14		1		1		2		1																		3		2		3				1																										2				1						1										2		2		2		4		3		3		4		4						可愛いのがよい

		222		1		38		3		13		1		1		3		13				2		3												1								4		5		4		1						1																						3		1		1				1						1						2		3		3		5		5		4		5		4						実際に時給はいくらなのか

		223		2		33		3		13		1		2		3		13				2		5		1																		5		5		5								1										1												3		1		1						1						1				3		3		3		2		3		3		2		3						あまり上品な内容のものを見たことがないので良い印象がない。

		224		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3								1				1		1																1

		225		1		29		2		13		1		1		2		13				2		2		1		1				1												3		5		5		1						1										1												3		1		1		1		1						1		1				4		2		4		1		3		3		1		1						普通の広告よりは動いていたり、珍しい分記憶に残りやすいと思う。

		226		1		26		2		14		1		1		2		14		1		2		3						1														2		3		2						1		1																						2		1																		2		2		3		1		2		3		3		2						　ほんとに良い宣伝をしてくれる車というイメージがあります。

		227		2		19		1		13		1		2		1		13				4		3		1						1												4		5		5		1		1																		1								2				1				1								1				4		2		2		3		3		2		3		3						特になし

		228		1		15		1		13		1		1		1		13				2		5		1																		5		5		5																										1				3																		1		5		5		5		5		5		5		5		5						特になし

		229		2		29		2		13		1		2		2		13				2		2				1																5		3		3		1																												2								1		1										2		2		2		2		2		2		2		2						特になし

		230		1		44		4		47		2		1		4		47																																																																																																						1		1																		2								1																						1		1		1		1				1

		231		2		29		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1														3										1										2		2		2		2		2		2		2		2						出会い系の宣伝が多いような

		232		2		32		3		13		1		2		3		13				1		3		1		1		1														5		5		5		1		1				1						1		1														2		1		1				1		1		1		1						3		1		1		3		3		1		3		3						ミュージシャンなどのものは興味を持って見るが、キャバクラやホストなどは興味がないので見ていない。大音量で音楽を流しながら走っているのを見かけると、「うるさい。」と思う。

		233		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																										1		那覇メインプレイス、南風原ジャスコ

		234		2		20		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		4		3		5		1						1																						2		1		1																4		1		3		4		4		3		4		4						音楽がかかっているとつい見てしまうので、印象に残る。

		235		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		1		1		1																1		2		5		1						1																						2		1																		5		2		2		5		5		1		5		3						お菓子の新商品なんかもいい

		236		2		24		2		14		1		2		2		14		1		2		2		1																		4		5		5		1		1				1		1		1		1		1														3		1		1																5		2		2		5		5		2		5		3						音楽などを大音量で流すのはやめてほしい。

		237		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1																3		5		5		1						1						1																3										1										5		3		2		5		5		5		5		5						実際に見た時はとてもインパクトがあるが、すぐに忘れている。

		238		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3								1												3								1																																		1

		239		1		17		1		14		1		1		1		14		1		2		2		1		1		1		1												2		4		4		1		1				1								1						1								2		1		1		1		1		1		1		1		1				3		2		2		3		3		2		3		2						目立つので印象に残る。

		240		1		24		2		13		1		1		2		13				2		4		1																		5		5		5																										1				3		1																		4		2		2		4		4		4		4		4						特になし

		241		2		29		2		14		1		2		2		14		1		1		1		1		1		1														2		3		4		1		1				1						1				1												3		1		1												1				4		1		1		4		4		1		5		1		3		雑誌		とても、目立ちインパクトがある

		242		2		18		1		14		1		2		1		14		1		2		4		1																		4		5		5				1				1																						3				1				1		1										4		2		3		5		1		2		2		5						ヤンキーが乗っていそうで怖いイメージしかない。

		243		1		32		3		13		1		1		3		13				1		3		1		1																2		2		2				1		1		1				1																		2		1		1				1												3		2		2		1		2		3		4		2		3		業界や商品によるのではなく、音や装飾できまる		騒々しいだけのものが多いので他のものと違うものが走っていると目を引く

		244		2		27		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		1		2		3		1																												2		1																		2		2		1		3		3		3		3		3						特になし

		245		2		17		1		13		1		2		1		13				2		4										1										5		5		5								1																						3		1																		4		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		246		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2		1		1				1																										1

		247		1		39		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1																		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1										1		1										1

		248		2		37		3		14		1		2		3		14		1		4		3		1																		5		5		5								1		1										1										3		1				1		1		1										4		2		2		3		3		3		4		3						分からない

		249		2		18		1		13		1		2		1		13				4		5														1						3		5		5																						1								3										1										3		3		4		3		3		3		4		3						なし

		250		1		24		2		13		1		1		2		13				1		1		1																		4		4		5		1		1		1		1						1								1								2		1																		4		1		1		2		4		1		2		3						インパクトはあるが内容がわかりずらい。

		251		2		31		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1		1																1		1		1		1														1										1				1

		252		2		23		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1																4		5		5		1				1		1						1								1								3		1		1				1												2		1		3		3		3		3		3		3						印象に残る

		253		2		32		3		13		1		2		3		13				2		4		1																		5		5		5								1										1												3		1																		4		2		3		4		4		4		4		4						がちゃがちゃしているイメージ

		254		2		25		2		14		1		2		2		14		1		2		3						1														4		4		4								1																						3																1				4		4		2		4		4		4		4		4						音があったほうがいい

		255		1		41		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2				1																2		1																												1		1												1

		256		2		47		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1																		1		1						1								1														1

		257		2		25		2		47		2		2		2		47																																																																																																						2		1		1				1												1		1		1				1		1		1				1		1		1																						1

		258		2		20		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1																2		3		3		1		1				1		1				1						1										2		1								1										5		2		1		2		2		1		4		1						目立つ。BGMがうるさい

		259		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1		1		1														4		5		5		1		1		1						1		1		1		1		1		1								3		1		1				1				1		1						4		1		2		4		2		2		4		3						インパクトがあるが、騒がしいイメージがある。

		260		2		37		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5				1																		1								3				1				1												5		5		5		5		5		5		5		5						特にないです

		261		2		21		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		5		5		5		1										1																		3		1																		3		2		3		3		3		3		3		3						目立つ

		262		2		30		3		13		1		2		3		13				2		2				1																2		2		2		1																												3		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2						キャバクラとかのイメージ

		263		1		30		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5										1																				3								1		1										2		2		3		2		3		3		2		3						ド派手なイオンとセット

		264		1		38		3		13		1		1		3		13				2		2		1		1																5		5		5		1						1						1				1												3		1																		3		2		2		2		2		2		2		3						渋谷や原宿など、若者が集まる場所で広告対象を決めて走らせるのであれば、それなりに効果があるように思える。

		265		2		23		2		13		1		2		2		13				1		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3						1		1		1		1		1						2		1		1		2		2		2		2		2						パチンコや出会い系サイトなどのいかがわしい広告をする場所。

		266		2		38		3		13		1		2		3		13				3		3		1																		1		2		2								1																						3		1																		3		3		3		3		3		3		3		3						ない

		267		2		44		4		47		2		2		4		47																																																																																																						2		1		1								1								1		1		1				1		1						1		1		1														1												1		天久新都心

		268		1		21		2		14		1		1		2		14		1		2		3		1																		4		4		5																										1				3		1																		2		5		4		3		4		5		4		5						うるさく光が強いので目障り

		269		1		14		1		13		1		1		1		13				2		3		1		1																5		5		5		1		1		1		1						1		1		1		1		1								3		1		1				1												5		2		2		5		4		3		5		3						車での移動スピードを考えると、できるだけ印象に残りやすいインパクトのある広告にしないと印象に残らないと思います。

		270		2		36		3		13		1		2		3		13				2		4		1																		5		5		5								1																						3												1								5		3		2		5		5		5		5		5						特になし

		271		1		29		2		14		1		1		2		14		1		1		1		1		1		1														1		1		2		1		1		1		1						1		1		1		1		1								1		1		1		1		1		1		1				1				5		1		1		5		2		1		5		2						走行マナーをきちんと守っているならいいと思う。ときどき、運転手がぶすっとした顔をしているときは、不愉快に感じる。

		272		2		28		2		13		1		2		2		13				2		3		1																		4		5		5				1		1		1						1				1												3		1		1				1		1										5		2		3		5		5		5		5		3						インパクトが強い。音楽を流している車もあるがうるさいので少し不快に感じる時もある。

		273		2		18		1		14		1		2		1		14		1		1		3		1		1																5		5		5				1										1								1								3						1		1		1		1				1				3		3		2		2		2		2		3		2						都内都市部でしか見かけないので、走っているのを見ると都会にいる実感がわく

		274		1		28		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1																2		4		4		1						1														1								2				1				1								1				3		1		2		3		3		2		3		3						音楽やナレーションも一緒に聞こえてきて嫌でも目について記憶に残る

		275		1		21		2		13		1		1		2		13				4		5								1												5		5		4																										1				3		1		1																4		3		2		3		3		3		3		3						特になし

		276		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1		1		1														3						1						1		1						1										1				1		1						1

		277		2		27		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3				1		1														4						1						1		1		1														1		1				1		1				1

		278		2		33		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		3				1																										1

		279		1		19		1		13		1		1		1		13				2		2		1		1																2		2		2								1																						2		1				1														3		3		2		3		3		3		2		3						特になし

		280		2		37		3		14		1		2		3		14		1		4		3								1												5		5		5		1		1				1						1																3				1				1												5		2		2		5		5		2		5		5						派手な感じがして、つい目で追ってしまう。

		281		2		19		1		13		1		2		1		13				2		3		1																		5		5		5		1		1				1						1		1				1										1								1		1						1				2		1		1		1		1		1		1		1						町で見かけるとかなりの確率で気づく。インパクトがある。

		282		1		24		2		14		1		1		2		14		1		4		3				1																5		5		5																										1				3				1				1												1		5		5		5		5		2		2		5						面白いと思う

		283		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		3		5		5								1										1												3		1												1						5		2		2		5		4		3		5		5						基本、景観を汚すような、良くないイメージを持っている。

		284		1		22		2		13		1		1		2		13				2		2		1						1												3		2		3		1		1				1				1																		3		1						1								1				2		1		1		4		4		4		4		2						いんぱくとがあり、いいと思う

		285		2		27		2		13		1		2		2		13				1		3		1		1																2		5		4		1		1				1						1		1														3		1		1		1		1		1				1		1				5		2		2		5		4		3		4		2						ＥＸＩＬＥとかＡＫＢのトラックをよく渋谷で見かける気がします！！興味のあることだと印象に残りやすいと思います

		286		2		16		1		47		2		2		1		47																																																																																																						3						1														5														1																				1

		287		1		20		2		13		1		1		2		13				3		6		1																		5		5		5								1																						3								1		1										5		4		2		4		4		3		5		5						邪魔

		288		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2												1								3								1																										1

		289		1		49		4		47		2		1		4		47																																																																																																						3														1						1								1																								1

		290		2		29		2		13		1		2		2		13				1		2		1		1																4		5		5		1		1				1		1				1								1								1		1				1		1		1										4		2		1		5		4		2		5		2						同じ広告のトラックを同じ日に頻繁に見る事が有るが、出会い系の広告だと良いイメージではないのでゲンナリする。

		291		2		28		2		13		1		2		2		13				1		3		1																		5		5		5				1		1		1						1																3				1						1										5		2		2		5		5		5		5		5						広告だけのトラックだと、出会い系やマンガ喫茶のものしか見たことがなく、好印象を抱いたことは一度もない。広告＋音楽が流れるようなアーティスト系のトラックは、とにかく音楽がうるさすぎて、いつも煩わしい気分になる。

		292		1		15		1		14		1		1		1		14		1		2		2				1																3		5		5																										1				3		1																		5		5		5		5		5		5		5		5						ない

		293		1		37		3		14		1		1		3		14		1		2		2		1		1																2		5		2		1		1		1		1		1																				2		1		1		1		1		1		1				1				2		1		1		3		3		2		3		3						アドトラック自体はすでに珍しいものではない。印象に残るかどうかは広告自体の内容によるだろう。

		294		2		19		1		14		1		2		1		14		1		1		3		1																		2		4		5				1		1		1						1																3				1		1		1		1										3		1		2		4		4		2		5		3						アーティストが貼ってあるトラックが新曲をながしながら走っている信号待ちとかだったら見て内容がわかるけど、走行中は過ぎ去って行く感じでさっきの派手なトラックなんだろうぐらいにしかならない

		295		1		34		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		1						1		1										1		1										1				1

		296		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		1								1																										1

		297		2		21		2		13		1		2		2		13				2		2		1		1		1														2		2		2		1		1				1										1												2		1						1				1				1				2		1		2		1		3		2		1		2						目立つ

		298		2		24		2		47		2		2		2		47																																																																																																						1		1		1		1														1				1				1																						1		1

		299		2		21		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1		1																4		4		5								1								1														2						1				1		1								5		2		2		5		3		2		5		4						アドトラックというと爆音で音楽を流しているイメージです。

		300		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								1

		301		2		34		3		47		2		2		3		47																																																																																																						3		1																		2				1																																										1		新都心

		302		1		39		3		13		1		1		3		13				4		4								1												5		5		5				1				1										1		1		1								2		1		1						1		1		1						3		3		3		2		3		3		2		3						正直あまり気にした事が無いが、時々ちらっと見るくらいですね。

		303		2		33		3		13		1		2		3		13				1		2		1				1														2		2		4						1		1						1				1												2				1		1		1		1		1								5		3		1		5		4		2		5		4						商品やサービスを広告するインパクトのあるアドトラックでも、若い人をターゲットにしたものが多い気がするので、ほとんどのものが興味深く感じない。

		304		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1																		4		5		5		1		1												1						1								3		1		1				1				1								5		2		2		5		4		2		5		4						思いがけず目にするので印象に残る

		305		2		23		2		13		1		2		2		13				1		6						1														5		5		5				1																										3																1				1		1		5		5		5		5		5		5						音がうるさくて目立つ

		306		2		32		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1		1		1				1						1				1												1		1														1		奥武山公園

		307		2		19		1		13		1		2		1		13				2		1		1																		2		4		4		1																												2		1																		4		1		2		4		4		4		4		4						印象的

		308		2		38		3		13		1		2		3		13				2		3		1																		5		4		5																										1				3								1												5		2		2		5		4		3		5		5						インパクトが強く通ると注目するが、その場限りですぐ忘れる

		309		2		29		2		14		1		2		2		14		1		2		3		1				1														2		2		3		1		1				1																						3		1		1																5		2		5		3		3		4		3		3						派手

		310		2		32		3		14		1		2		3		14		1		2		4		1																		5		5		5								1						1		1				1										3								1		1		1								5		5		3		5		5		3		5		5						都会でしか見ることができないという印象

		311		2		28		2		13		1		2		2		13				2		2		1																		3		5		5		1																				1								3				1				1												4		2		2		3		3		3		3		3						女性に対して、出会い系のさくらを推奨するようなドカドカと騒ぎ立てているイメージしかありません。たまにジュースの宣伝カーなどみかけると安心します。うるさいのはいやです。

		312		1		20		2		14		1		1		2		14		1		1		1		1		1																5		2		5		1						1								1														2		1																		5		1		2		1		5		1		2		1						きらびやか

		313		1		34		3		14		1		1		3		14		1		2		1		1		1				1		1										2		2		3		1		1										1		1		1		1		1								2		1						1						1						3		3		2		3		1		3		3		3						派手でとても良いアピールだと思う。

		314		1		18		1		13		1		1		1		13				1		1		1																		1		1		3		1																												2								1		1										5		2		2		5		1		5		5		5						表示が見易い

		315		1		31		3		47		2		1		3		47																																																																																																						2		1						1				1								2										1		1				1																		1		1				1

		316		2		24		2		47		2		2		2		47																																																																																																						3		1																		2		1						1																								1

		317		1		22		2		47		2		1		2		47																																																																																																						3		1																		2																										1				1		1		1

		318		2		27		2		13		1		2		2		13				1		1		1																		4		5		5		1		1				1						1																3		1		1				1												2		2		2		2		2		2		2		2						音楽がうるさいなという印象しかない

		319		2		19		1		13		1		2		1		13				2		2				1						1										2		4		5								1																						2				1				1												2		1		2		2		2		2		3		3						メジャー

		320		1		32		3		13		1		1		3		13				2		3		1																		5		5		5																										1				3				1																5		5		2		5		5		3		5		5						おもしろい

		321		1		22		2		14		1		1		2		14		1		3		4		1																		5		5		5																										1				3		1																		3		2		2		3		3		3		3		3						音楽関係の宣伝だと、うるさくてうっとうしいときがある。

		322		1		47		4		47		2		1		4		47																																																																																																						2		1																		1		1		1				1				1						1		1										1																1		新都心

		323		1		29		2		13		1		1		2		13				1		2								1												3		3		3						1																								2		1																		2		3		4		3		3		3		3		3						特になし

		324		2		16		1		14		1		2		1		14		1		1		1		1		1																2		2		2		1		1				1																						2		1		1						1										5		1		1		5		5		5		5		5						画期的な宣伝方法だと思う

		325		1		25		2		14		1		1		2		14		1		4		3		1		1																5		5		5																										1				3		1								1										3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		326		1		27		2		47		2		1		2		47																																																																																																						2		1		1						1										2										1						1				1										1				1		1

		327		1		28		2		14		1		1		2		14		1		1		3		1																		5		5		5				1				1						1				1												3																		1		3		2		2		3		3		3		3		3						結構インパクトはあると思う。周辺を回っているので複数回見かけることがある。あまり興味のない広告や不快に思うような広告だと複数回見ることになるのでいらっとすることがある。あと音を結構大音量で出すものもある。これもあまり興味のないものだとしつこいと感じてしまう。

		328		2		19		1		13		1		2		1		13				2		2		1																		4		5		5		1		1																		1								3										1										5		2		1		2		4		2		4		5						うるさい

		329		1		23		2		13		1		1		2		13				2		3		1		1				1												2		4		4		1												1								1								3		1						1												4		3		3		2		2		3		2		2						目立つので良い試みと思うが、燃料代など無駄も多いか

		330		2		19		1		14		1		2		1		14		1		2		3		1																		5		5		5																										1				3								1												3		3		3		3		3		3		3		3						特になし

		331		1		27		2		13		1		1		2		13				2		3						1														3		3		4						1																								3																		1		3		3		3		3		3		3		3		3						効率的

		332		2		25		2		13		1		2		2		13				4		3		1		1																4		5		5																										1				3								1												2		2		2		2		2		2		2		2						インパクトがスゴいある！

		333		1		34		3		13		1		1		3		13				1		2		1																		2		5		5		1										1		1																3																		1		5		2		4		4		4		2		4		3						印象には残るが、良い印象ではない。

		334		2		24		2		13		1		2		2		13				1		1		1		1																2		2		2		1		1				1						1																2		1		1				1												4		2		2		4		4		2		4		2						音楽などが流れていると印象に残りやすいと思う

		335		1		33		3		47		2		1		3		47																																																																																																						3		1																		3								1																												1

		336		1		18		1		14		1		1		1		14		1		2		3		1		1																5		5		5																										1				3				1				1		1										5		2		3		5		5		3		5		5						金のかかる割に、宣伝効果の低いイメージ

		337		2		19		1		14		1		2		1		14		1		2		2				1																2		5		5		1				1		1																						3				1				1												5		1		1		5		5		5		5		5						環境に悪いのでいらない

		338		2		35		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		1		1				1		1				1						1		1																						1

		339		2		30		3		13		1		2		3		13				1		2		1																		4		4		4		1						1						1																3		1																		4		1		1		5		4		4		5		2						広告だけなら良いが、たまに音楽（音）が非常に大きいアドトラックがあり、不快に感じることがある。

		340		1		27		2		13		1		1		2		13				1		1				1																3		5		5		1		1				1						1				1												2																		1		5		2		1		5		5		5		5		5						音が大きいのやびっくりするのは良くないと思う

		341		2		16		1		13		1		2		1		13				2		2		1																		3		5		5		1		1				1						1		1		1				1								3		1																		3		1		1		3		2		2		3		1						大きな音を流しているようなイメージがある。

		342		2		27		2		13		1		2		2		13				1		3				1		1														2		2		3		1		1				1						1				1				1								2		1				1		1		1		1				1				4		2		1		3		3		2		3		1		2		化粧品		印象には残るが、良い印象ではない

		343		2		16		1		13		1		2		1		13				2		1		1		1		1		1												4		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1								2		1		1		1		1		1		1		1		1				2		1		1		1		1		1		1		1						音楽をガンガンにかけて走っているのはちょっと迷惑なので辞めて欲しいです。

		344		2		15		1		13		1		2		1		13				2		2		1		1																4		5		5		1						1																						3		1		1																4		2		1		5		4		4		5		5						出会い系や、アイドル関連がおおい

		345		1		18		1		47		2		1		1		47																																																																																																						2		1																		3																										1																				1		新都心

		346		2		25		2		13		1		2		2		13				4		4		1						1												5		5		5				1		1		1		1				1		1		1		1										3				1				1		1		1				1				4		1		1		4		4		4		4		3						アドトラックと言われると、アーティストか出会い系のイメージしかないです。音楽が大きいことが多いのであんまりいい印象はないです。

		347		2		24		2		13		1		2		2		13				2		3								1												5		4		4				1																										3								1		1		1				1				5		1		1		5		5		1		5		5						出会い系サイトの広告かな？と車を見ただけで思う

		348		2		38		3		47		2		2		3		47																																																																																																						2		1																		3				1		1		1																										1

		349		2		27		2		13		1		2		2		13				2		1		1		1																2		5		5		1				1		1						1								1								3		1				1				1		1		1		1				2		1		1		1		2		3		4		2						音が大きいのでビックリする。出会い系などが多い気がするのであまりいい印象はない。

		350		1		20		2		13		1		1		2		13				2		4																1		ただのでかい広告		5		5		5				1				1																						3																		1		5		2		3		4		4		3		4		4						とくにない





GT表

		M_SEX		性別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		男性		138		39.4%

				2		女性		212		60.6%

		M_AGE		年齢別

								Ｎ

				全体				350

				最大値(MAX)				49.0

				最小値(MIN)				14.0

				平均値(AVE)				30.9

				中央値(MED)				31.0

		M_AGE_G		年齢別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		10歳～19歳		34		9.7%

				2		20歳～29歳		128		36.6%

				3		30歳～39歳		149		42.6%

				4		40歳～49歳		39		11.1%

		M_PREF		都道府県別

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		北海道		0		0.0%

				2		青森県		0		0.0%

				3		岩手県		0		0.0%

				4		宮城県		0		0.0%

				5		秋田県		0		0.0%

				6		山形県		0		0.0%

				7		福島県		0		0.0%

				8		茨城県		0		0.0%

				9		栃木県		0		0.0%

				10		群馬県		0		0.0%

				11		埼玉県		0		0.0%

				12		千葉県		0		0.0%

				13		東京都		174		49.7%

				14		神奈川県		76		21.7%

				15		新潟県		0		0.0%

				16		富山県		0		0.0%

				17		石川県		0		0.0%

				18		福井県		0		0.0%

				19		山梨県		0		0.0%

				20		長野県		0		0.0%

				21		岐阜県		0		0.0%

				22		静岡県		0		0.0%

				23		愛知県		0		0.0%

				24		三重県		0		0.0%

				25		滋賀県		0		0.0%

				26		京都府		0		0.0%

				27		大阪府		0		0.0%

				28		兵庫県		0		0.0%

				29		奈良県		0		0.0%

				30		和歌山県		0		0.0%

				31		鳥取県		0		0.0%

				32		島根県		0		0.0%

				33		岡山県		0		0.0%

				34		広島県		0		0.0%

				35		山口県		0		0.0%

				36		徳島県		0		0.0%

				37		香川県		0		0.0%

				38		愛媛県		0		0.0%

				39		高知県		0		0.0%

				40		福岡県		0		0.0%

				41		佐賀県		0		0.0%

				42		長崎県		0		0.0%

				43		熊本県		0		0.0%

				44		大分県		0		0.0%

				45		宮崎県		0		0.0%

				46		鹿児島県		0		0.0%

				47		沖縄県		100		28.6%

				48		海外		0		0.0%

		PREF_CATE		地域カテ

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		関東（東京・神奈川）		250		71.4%

				2		沖縄		100		28.6%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		男性		138		39.4%

				2		女性		212		60.6%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		10代		34		9.7%

				2		20代		128		36.6%

				3		30代		149		42.6%

				4		40代		39		11.1%

				5		50代		0		0.0%

				6		60代以上		0		0.0%

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		350		100.0%

				1		北海道		0		0.0%

				2		青森県		0		0.0%

				3		岩手県		0		0.0%

				4		宮城県		0		0.0%

				5		秋田県		0		0.0%

				6		山形県		0		0.0%

				7		福島県		0		0.0%

				8		茨城県		0		0.0%

				9		栃木県		0		0.0%

				10		群馬県		0		0.0%

				11		埼玉県		0		0.0%

				12		千葉県		0		0.0%

				13		東京都		174		49.7%

				14		神奈川県		76		21.7%

				15		新潟県		0		0.0%

				16		富山県		0		0.0%

				17		石川県		0		0.0%

				18		福井県		0		0.0%

				19		山梨県		0		0.0%

				20		長野県		0		0.0%

				21		岐阜県		0		0.0%

				22		静岡県		0		0.0%

				23		愛知県		0		0.0%

				24		三重県		0		0.0%

				25		滋賀県		0		0.0%

				26		京都府		0		0.0%

				27		大阪府		0		0.0%

				28		兵庫県		0		0.0%

				29		奈良県		0		0.0%

				30		和歌山県		0		0.0%

				31		鳥取県		0		0.0%

				32		島根県		0		0.0%

				33		岡山県		0		0.0%

				34		広島県		0		0.0%

				35		山口県		0		0.0%

				36		徳島県		0		0.0%

				37		香川県		0		0.0%

				38		愛媛県		0		0.0%

				39		高知県		0		0.0%

				40		福岡県		0		0.0%

				41		佐賀県		0		0.0%

				42		長崎県		0		0.0%

				43		熊本県		0		0.0%

				44		大分県		0		0.0%

				45		宮崎県		0		0.0%

				46		鹿児島県		0		0.0%

				47		沖縄県		100		28.6%

				48		海外		0		0.0%

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		76		100.0%

				1		行くことがある		76		100.0%

				2		行くことはない		0		0.0%

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく見かける		69		27.6%

				2		何度か見たことがある		146		58.4%

				3		１度だけ見たことがある		10		4.0%

				4		見たような気がする		25		10.0%

				5		見たことはない		0		0.0%

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残った		37		14.8%

				2		印象に残った		57		22.8%

				3		まあ印象に残った		109		43.6%

				4		あまり印象に残らなかった		32		12.8%

				5		印象に残らなかった		11		4.4%

				6		全く印象に残らなかった		4		1.6%

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		インパクトがある		193		77.2%

				2		記憶に残る		92		36.8%

				3		内容が理解できる		43		17.2%

				4		親しみやすい		29		11.6%

				5		信頼できる		7		2.8%

				6		説得力がある		12		4.8%

				7		共感できる		4		1.6%

				8		その他		3		1.2%

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく話題にする		14		5.6%

				2		何度か話題にしたことがある		65		26.0%

				3		１度だけ話題にしたことがある		27		10.8%

				4		話題にしたような気がする		42		16.8%

				5		話題にしたことはない		102		40.8%

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく検索する		8		3.2%

				2		何度か検索したことがある		43		17.2%

				3		１度だけ検索したことがある		15		6.0%

				4		検索したような気がする		25		10.0%

				5		検索したことはない		159		63.6%

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		よく行く		5		2.0%

				2		何度か行ったことがある		25		10.0%

				3		１度だけ行ったことがある		16		6.4%

				4		行ったような気がする		30		12.0%

				5		行ったことはない		174		69.6%

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		アドトラック		133		53.2%

				2		街頭ビジョン		112		44.8%

				3		雑誌広告		44		17.6%

				4		テレビＣＭ		161		64.4%

				5		新聞広告		27		10.8%

				6		ラジオＣＭ		15		6.0%

				7		電車の中吊り		82		32.8%

				8		屋外広告		36		14.4%

				9		インターネット広告		46		18.4%

				10		チラシ広告		30		12.0%

				11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		48		19.2%

				12		その他		0		0.0%

				13		特に印象に残る広告はない		25		10.0%

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		自分で書き込みをしたことがある		20		8.0%

				2		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		64		25.6%

				3		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない		166		66.4%

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		アドトラック		142		56.8%

				2		ビジョン付きトラック		102		40.8%

				3		アメリカンバン		40		16.0%

				4		スケルトントラック		90		36.0%

				5		ロンドンバス		100		40.0%

				6		ケーブルカーバス		50		20.0%

				7		観光バス		47		18.8%

				8		ハマーリムジン		59		23.6%

				9		好感が持てる車両はない		17		6.8%

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		8		3.2%

				2		印象に残る		39		15.6%

				3		どちらともいえない		59		23.6%

				4		あまり印象に残らない		56		22.4%

				5		印象に残らない		88		35.2%

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		65		26.0%

				2		印象に残る		122		48.8%

				3		どちらともいえない		39		15.6%

				4		あまり印象に残らない		12		4.8%

				5		印象に残らない		12		4.8%

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		48		19.2%

				2		印象に残る		127		50.8%

				3		どちらともいえない		52		20.8%

				4		あまり印象に残らない		10		4.0%

				5		印象に残らない		13		5.2%

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		13		5.2%

				2		印象に残る		37		14.8%

				3		どちらともいえない		70		28.0%

				4		あまり印象に残らない		46		18.4%

				5		印象に残らない		84		33.6%

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		10		4.0%

				2		印象に残る		41		16.4%

				3		どちらともいえない		76		30.4%

				4		あまり印象に残らない		61		24.4%

				5		印象に残らない		62		24.8%

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		21		8.4%

				2		印象に残る		74		29.6%

				3		どちらともいえない		99		39.6%

				4		あまり印象に残らない		27		10.8%

				5		印象に残らない		29		11.6%

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		8		3.2%

				2		印象に残る		35		14.0%

				3		どちらともいえない		63		25.2%

				4		あまり印象に残らない		55		22.0%

				5		印象に残らない		89		35.6%

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

								Ｎ		％

						全体		250		100.0%

				1		とても印象に残る		16		6.4%

				2		印象に残る		53		21.2%

				3		どちらともいえない		95		38.0%

				4		あまり印象に残らない		35		14.0%

				5		印象に残らない		51		20.4%

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

								Ｎ		％

						全体		4		100.0%

				1		とても印象に残る		0		0.0%

				2		印象に残る		2		50.0%

				3		どちらともいえない		2		50.0%

				4		あまり印象に残らない		0		0.0%

				5		印象に残らない		0		0.0%

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		どのようなものか内容まで知っている		12		12.0%

				2		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		40		40.0%

				3		知らない		48		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		インパクトがありそう		82		82.0%

				2		記憶に残りそう		39		39.0%

				3		内容が理解できそう		11		11.0%

				4		親しみやすそう		12		12.0%

				5		信頼できそう		3		3.0%

				6		説得力がありそう		12		12.0%

				7		共感できそう		4		4.0%

				8		その他		0		0.0%

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		良いと思う		30		30.0%

				2		どちらかと言えば良いと思う		42		42.0%

				3		どちらでもない		23		23.0%

				4		どちらかと言えば良くないと思う		4		4.0%

				5		良くないと思う		1		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		アドトラック		59		59.0%

				2		街頭ビジョン		42		42.0%

				3		雑誌広告		20		20.0%

				4		テレビＣＭ		66		66.0%

				5		新聞広告		18		18.0%

				6		ラジオＣＭ		16		16.0%

				7		電車の中吊り		15		15.0%

				8		屋外広告		19		19.0%

				9		インターネット広告		25		25.0%

				10		チラシ広告		18		18.0%

				11		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		4		4.0%

				12		その他		0		0.0%

				13		特に印象に残る広告はない		6		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

								Ｎ		％

						全体		100		100.0%

				1		国際通り		55		55.0%

				2		沖縄空港		27		27.0%

				3		アメリカンビレッジ		41		41.0%

				4		コザゲート通り		11		11.0%

				5		琉球村		2		2.0%

				6		中央パークアベニュー		7		7.0%

				7		沖縄コンベンションセンター		15		15.0%

				8		牧志公設市場		16		16.0%

				9		その他		13		13.0%





GTグラフ

		





GTグラフ

		男性

		女性



％

M_SEX.性別(N=350)

0.3942857143

0.6057142857



クロス表【地域カテゴリ別×全問】

		10歳～19歳

		20歳～29歳

		30歳～39歳

		40歳～49歳



％

M_AGE_G.年齢別(N=350)

0.0971428571

0.3657142857

0.4257142857

0.1114285714



クロス表【性_年代×全問】

		北海道

		青森県

		岩手県

		宮城県

		秋田県

		山形県

		福島県

		茨城県

		栃木県

		群馬県

		埼玉県

		千葉県

		東京都

		神奈川県

		新潟県

		富山県

		石川県

		福井県

		山梨県

		長野県

		岐阜県

		静岡県

		愛知県

		三重県

		滋賀県

		京都府

		大阪府

		兵庫県

		奈良県

		和歌山県

		鳥取県

		島根県

		岡山県

		広島県

		山口県

		徳島県

		香川県

		愛媛県

		高知県

		福岡県

		佐賀県

		長崎県

		熊本県

		大分県

		宮崎県

		鹿児島県

		沖縄県

		海外



％

M_PREF.都道府県別(N=350)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4971428571

0.2171428571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2857142857

0



Q2FA

		関東（東京・神奈川）

		沖縄



％

PREF_CATE.地域カテ(N=350)

0.7142857143

0.2857142857



Q9-9FA

		男性

		女性



％

SC1.あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0.3942857143

0.6057142857



Q10

		10代

		20代

		30代

		40代

		50代

		60代以上



％

SC2.あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0.0971428571

0.3657142857

0.4257142857

0.1114285714

0

0



Q14FA

		北海道

		青森県

		岩手県

		宮城県

		秋田県

		山形県

		福島県

		茨城県

		栃木県

		群馬県

		埼玉県

		千葉県

		東京都

		神奈川県

		新潟県

		富山県

		石川県

		福井県

		山梨県

		長野県

		岐阜県

		静岡県

		愛知県

		三重県

		滋賀県

		京都府

		大阪府

		兵庫県

		奈良県

		和歌山県

		鳥取県

		島根県

		岡山県

		広島県

		山口県

		徳島県

		香川県

		愛媛県

		高知県

		福岡県

		佐賀県

		長崎県

		熊本県

		大分県

		宮崎県

		鹿児島県

		沖縄県

		海外



％

SC3.あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）(N=350)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4971428571

0.2171428571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2857142857

0



グラフ元データ(GT)

		行くことがある

		行くことはない



％

SC4.あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）(N=76)

1

0



		よく見かける

		何度か見たことがある

		１度だけ見たことがある

		見たような気がする

		見たことはない



％

SC5.あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.276

0.584

0.04

0.1

0



		とても印象に残った

		印象に残った

		まあ印象に残った

		あまり印象に残らなかった

		印象に残らなかった

		全く印象に残らなかった



％

Q1.あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）(N=250)

0.148

0.228

0.436

0.128

0.044

0.016



		インパクトがある

		記憶に残る

		内容が理解できる

		親しみやすい

		信頼できる

		説得力がある

		共感できる

		その他



％

Q2.あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.772

0.368

0.172

0.116

0.028

0.048

0.016

0.012



		よく話題にする

		何度か話題にしたことがある

		１度だけ話題にしたことがある

		話題にしたような気がする

		話題にしたことはない



％

Q3.あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.056

0.26

0.108

0.168

0.408



		よく検索する

		何度か検索したことがある

		１度だけ検索したことがある

		検索したような気がする

		検索したことはない



％

Q4.あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.032

0.172

0.06

0.1

0.636



		よく行く

		何度か行ったことがある

		１度だけ行ったことがある

		行ったような気がする

		行ったことはない



％

Q5.あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.02

0.1

0.064

0.12

0.696



		アドトラック

		街頭ビジョン

		雑誌広告

		テレビＣＭ

		新聞広告

		ラジオＣＭ

		電車の中吊り

		屋外広告

		インターネット広告

		チラシ広告

		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		その他

		特に印象に残る広告はない



％

Q6.あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.532

0.448

0.176

0.644

0.108

0.06

0.328

0.144

0.184

0.12

0.192

0

0.1



		自分で書き込みをしたことがある

		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある

		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない



％

Q7.あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）(N=250)

0.08

0.256

0.664



		アドトラック

		ビジョン付きトラック

		アメリカンバン

		スケルトントラック

		ロンドンバス

		ケーブルカーバス

		観光バス

		ハマーリムジン

		好感が持てる車両はない



％

Q8.あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）(N=250)

0.568

0.408

0.16

0.36

0.4

0.2

0.188

0.236

0.068



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-1.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】(N=250)

0.032

0.156

0.236

0.224

0.352



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-2.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】(N=250)

0.26

0.488

0.156

0.048

0.048



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-3.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】(N=250)

0.192

0.508

0.208

0.04

0.052



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-4.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】(N=250)

0.052

0.148

0.28

0.184

0.336



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-5.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】(N=250)

0.04

0.164

0.304

0.244

0.248



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-6.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】(N=250)

0.084

0.296

0.396

0.108

0.116



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-7.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】(N=250)

0.032

0.14

0.252

0.22

0.356



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-8.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】(N=250)

0.064

0.212

0.38

0.14

0.204



		とても印象に残る

		印象に残る

		どちらともいえない

		あまり印象に残らない

		印象に残らない



％

Q9-9.あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】(N=4)

0

0.5

0.5

0

0



		どのようなものか内容まで知っている

		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある

		知らない



％

Q11.あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）(N=100)

0.12

0.4

0.48



		インパクトがありそう

		記憶に残りそう

		内容が理解できそう

		親しみやすそう

		信頼できそう

		説得力がありそう

		共感できそう

		その他



％

Q12.あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.82

0.39

0.11

0.12

0.03

0.12

0.04

0



		良いと思う

		どちらかと言えば良いと思う

		どちらでもない

		どちらかと言えば良くないと思う

		良くないと思う



％

Q12SQ.実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）(N=100)

0.3

0.42

0.23

0.04

0.01



		アドトラック

		街頭ビジョン

		雑誌広告

		テレビＣＭ

		新聞広告

		ラジオＣＭ

		電車の中吊り

		屋外広告

		インターネット広告

		チラシ広告

		駅構内の電子看板（サイネージ広告）

		その他

		特に印象に残る広告はない



％

Q13.あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.59

0.42

0.2

0.66

0.18

0.16

0.15

0.19

0.25

0.18

0.04

0

0.06



		国際通り

		沖縄空港

		アメリカンビレッジ

		コザゲート通り

		琉球村

		中央パークアベニュー

		沖縄コンベンションセンター

		牧志公設市場

		その他



％

Q14.あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）(N=100)

0.55

0.27

0.41

0.11

0.02

0.07

0.15

0.16

0.13



		M_SEX		性別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		男性		女性

				全体		350		138		212

						100.0%		39.4%		60.6%

				関東（東京・神奈川）		250		98		152

						100.0%		39.2%		60.8%

				沖縄		100		40		60

						100.0%		40.0%		60.0%

		M_AGE_G		年齢別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4

						全体		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳

				全体		350		34		128		149		39

						100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%

				関東（東京・神奈川）		250		32		118		100		-

						100.0%		12.8%		47.2%		40.0%		-

				沖縄		100		2		10		49		39

						100.0%		2.0%		10.0%		49.0%		39.0%

		M_PREF		都道府県別

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

						全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体		350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				関東（東京・神奈川）		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69.6%		30.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		男性		女性

				全体		350		138		212

						100.0%		39.4%		60.6%

				関東（東京・神奈川）		250		98		152

						100.0%		39.2%		60.8%

				沖縄		100		40		60

						100.0%		40.0%		60.0%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6

						全体		10代		20代		30代		40代		50代		60代以上

				全体		350		34		128		149		39		-		-

						100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%		-		-

				関東（東京・神奈川）		250		32		118		100		-		-		-

						100.0%		12.8%		47.2%		40.0%		-		-		-

				沖縄		100		2		10		49		39		-		-

						100.0%		2.0%		10.0%		49.0%		39.0%		-		-

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

						全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体		350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				関東（東京・神奈川）		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69.6%		30.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

						100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2

						全体		行くことがある		行くことはない

				全体		76		76		-

						100.0%		100.0%		-

				関東（東京・神奈川）		76		76		-

						100.0%		100.0%		-

				沖縄		-		-		-

						-		-		-

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく見かける		何度か見たことがある		１度だけ見たことがある		見たような気がする		見たことはない

				全体		250		69		146		10		25		-

						100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				関東（東京・神奈川）		250		69		146		10		25		-

						100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6

						全体		とても印象に残った		印象に残った		まあ印象に残った		あまり印象に残らなかった		印象に残らなかった		全く印象に残らなかった

				全体		250		37		57		109		32		11		4

						100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				関東（東京・神奈川）		250		37		57		109		32		11		4

						100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8

						全体		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他

				全体		250		193		92		43		29		7		12		4		3

						100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				関東（東京・神奈川）		250		193		92		43		29		7		12		4		3

						100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく話題にする		何度か話題にしたことがある		１度だけ話題にしたことがある		話題にしたような気がする		話題にしたことはない

				全体		250		14		65		27		42		102

						100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				関東（東京・神奈川）		250		14		65		27		42		102

						100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく検索する		何度か検索したことがある		１度だけ検索したことがある		検索したような気がする		検索したことはない

				全体		250		8		43		15		25		159

						100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				関東（東京・神奈川）		250		8		43		15		25		159

						100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		よく行く		何度か行ったことがある		１度だけ行ったことがある		行ったような気がする		行ったことはない

				全体		250		5		25		16		30		174

						100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				関東（東京・神奈川）		250		5		25		16		30		174

						100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

						全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体		250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

						100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				関東（東京・神奈川）		250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

						100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3

						全体		自分で書き込みをしたことがある		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

				全体		250		20		64		166

						100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				関東（東京・神奈川）		250		20		64		166

						100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				沖縄		-		-		-		-

						-		-		-		-

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9

						全体		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない

				全体		250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

						100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				関東（東京・神奈川）		250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

						100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		8		39		59		56		88

						100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				関東（東京・神奈川）		250		8		39		59		56		88

						100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		65		122		39		12		12

						100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				関東（東京・神奈川）		250		65		122		39		12		12

						100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		48		127		52		10		13

						100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				関東（東京・神奈川）		250		48		127		52		10		13

						100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		13		37		70		46		84

						100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				関東（東京・神奈川）		250		13		37		70		46		84

						100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		10		41		76		61		62

						100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				関東（東京・神奈川）		250		10		41		76		61		62

						100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		21		74		99		27		29

						100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				関東（東京・神奈川）		250		21		74		99		27		29

						100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		8		35		63		55		89

						100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				関東（東京・神奈川）		250		8		35		63		55		89

						100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		250		16		53		95		35		51

						100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				関東（東京・神奈川）		250		16		53		95		35		51

						100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体		4		-		2		2		-		-

						100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				関東（東京・神奈川）		4		-		2		2		-		-

						100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				沖縄		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3

						全体		どのようなものか内容まで知っている		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		知らない

				全体		100		12		40		48

						100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-

						-		-		-		-

				沖縄		100		12		40		48

						100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8

						全体		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他

				全体		100		82		39		11		12		3		12		4		-

						100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		82		39		11		12		3		12		4		-

						100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5

						全体		良いと思う		どちらかと言えば良いと思う		どちらでもない		どちらかと言えば良くないと思う		良くないと思う

				全体		100		30		42		23		4		1

						100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		30		42		23		4		1

						100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

						全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体		100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

						100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

						100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		×PREF_CATE		地域カテ

								1		2		3		4		5		6		7		8		9

						全体		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他

				全体		100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

						100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%

				関東（東京・神奈川）		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				沖縄		100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

						100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%





		M_PREF		都道府県別

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

								全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体				350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				男性				138		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		67		31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48.6%		22.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.0%		41.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.3%		-

						20歳～29歳		50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		35		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		70.0%		26.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.0%		-

						30歳～39歳		59		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		44.1%		22.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		33.9%		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

				女性				212		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		107		45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.5%		21.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.3%		-

				女性		10歳～19歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		59.1%		36.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.5%		-

						20歳～29歳		78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		51		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		65.4%		24.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.3%		-

						30歳～39歳		90		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		43		18		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		47.8%		20.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32.2%		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		PREF_CATE		地域カテ

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		関東（東京・神奈川）		沖縄

				全体				350		250		100

								100.0%		71.4%		28.6%

				男性				138		98		40

								100.0%		71.0%		29.0%

				男性		10歳～19歳		12		11		1

								100.0%		91.7%		8.3%

						20歳～29歳		50		48		2

								100.0%		96.0%		4.0%

						30歳～39歳		59		39		20

								100.0%		66.1%		33.9%

						40歳～49歳		17		-		17

								100.0%		-		100.0%

				女性				212		152		60

								100.0%		71.7%		28.3%

				女性		10歳～19歳		22		21		1

								100.0%		95.5%		4.5%

						20歳～29歳		78		70		8

								100.0%		89.7%		10.3%

						30歳～39歳		90		61		29

								100.0%		67.8%		32.2%

						40歳～49歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		男性		女性

				全体				350		138		212

								100.0%		39.4%		60.6%

				男性				138		138		-

								100.0%		100.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		12		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		50		50		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		59		59		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		17		17		-

								100.0%		100.0%		-

				女性				212		-		212

								100.0%		-		100.0%

				女性		10歳～19歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

						20歳～29歳		78		-		78

								100.0%		-		100.0%

						30歳～39歳		90		-		90

								100.0%		-		100.0%

						40歳～49歳		22		-		22

								100.0%		-		100.0%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6

								全体		10代		20代		30代		40代		50代		60代以上

				全体				350		34		128		149		39		-		-

								100.0%		9.7%		36.6%		42.6%		11.1%		-		-

				男性				138		12		50		59		17		-		-

								100.0%		8.7%		36.2%		42.8%		12.3%		-		-

				男性		10歳～19歳		12		12		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		50		-		50		-		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-		-

						30歳～39歳		59		-		-		59		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		17		-		-

								100.0%		-		-		-		100.0%		-		-

				女性				212		22		78		90		22		-		-

								100.0%		10.4%		36.8%		42.5%		10.4%		-		-

				女性		10歳～19歳		22		22		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		78		-		78		-		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-		-

						30歳～39歳		90		-		-		90		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		22		-		-

								100.0%		-		-		-		100.0%		-		-

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48

								全体		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県		海外

				全体				350		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		174		76		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		49.7%		21.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.6%		-

				男性				138		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		67		31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48.6%		22.5%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29.0%		-

				男性		10歳～19歳		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.0%		41.7%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8.3%		-

						20歳～29歳		50		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		35		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		70.0%		26.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.0%		-

						30歳～39歳		59		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		44.1%		22.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		33.9%		-

						40歳～49歳		17		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		17		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

				女性				212		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		107		45		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		60		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.5%		21.2%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		28.3%		-

				女性		10歳～19歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		59.1%		36.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4.5%		-

						20歳～29歳		78		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		51		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		65.4%		24.4%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10.3%		-

						30歳～39歳		90		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		43		18		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		47.8%		20.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		32.2%		-

						40歳～49歳		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%		-

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2

								全体		行くことがある		行くことはない

				全体				76		76		-

								100.0%		100.0%		-

				男性				31		31		-

								100.0%		100.0%		-

				男性		10歳～19歳		5		5		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		13		13		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		13		13		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-

								-		-		-

				女性				45		45		-

								100.0%		100.0%		-

				女性		10歳～19歳		8		8		-

								100.0%		100.0%		-

						20歳～29歳		19		19		-

								100.0%		100.0%		-

						30歳～39歳		18		18		-

								100.0%		100.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-

								-		-		-

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく見かける		何度か見たことがある		１度だけ見たことがある		見たような気がする		見たことはない

				全体				250		69		146		10		25		-

								100.0%		27.6%		58.4%		4.0%		10.0%		-

				男性				98		21		60		6		11		-

								100.0%		21.4%		61.2%		6.1%		11.2%		-

				男性		10歳～19歳		11		1		7		2		1		-

								100.0%		9.1%		63.6%		18.2%		9.1%		-

						20歳～29歳		48		11		26		3		8		-

								100.0%		22.9%		54.2%		6.3%		16.7%		-

						30歳～39歳		39		9		27		1		2		-

								100.0%		23.1%		69.2%		2.6%		5.1%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		48		86		4		14		-

								100.0%		31.6%		56.6%		2.6%		9.2%		-

				女性		10歳～19歳		21		6		13		-		2		-

								100.0%		28.6%		61.9%		-		9.5%		-

						20歳～29歳		70		28		35		2		5		-

								100.0%		40.0%		50.0%		2.9%		7.1%		-

						30歳～39歳		61		14		38		2		7		-

								100.0%		23.0%		62.3%		3.3%		11.5%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6

								全体		とても印象に残った		印象に残った		まあ印象に残った		あまり印象に残らなかった		印象に残らなかった		全く印象に残らなかった

				全体				250		37		57		109		32		11		4

								100.0%		14.8%		22.8%		43.6%		12.8%		4.4%		1.6%

				男性				98		13		21		40		15		6		3

								100.0%		13.3%		21.4%		40.8%		15.3%		6.1%		3.1%

				男性		10歳～19歳		11		1		5		4		-		1		-

								100.0%		9.1%		45.5%		36.4%		-		9.1%		-

						20歳～29歳		48		7		10		17		7		4		3

								100.0%		14.6%		20.8%		35.4%		14.6%		8.3%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		6		19		8		1		-

								100.0%		12.8%		15.4%		48.7%		20.5%		2.6%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		24		36		69		17		5		1

								100.0%		15.8%		23.7%		45.4%		11.2%		3.3%		0.7%

				女性		10歳～19歳		21		6		6		6		2		1		-

								100.0%		28.6%		28.6%		28.6%		9.5%		4.8%		-

						20歳～29歳		70		15		16		27		8		3		1

								100.0%		21.4%		22.9%		38.6%		11.4%		4.3%		1.4%

						30歳～39歳		61		3		14		36		7		1		-

								100.0%		4.9%		23.0%		59.0%		11.5%		1.6%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8

								全体		インパクトがある		記憶に残る		内容が理解できる		親しみやすい		信頼できる		説得力がある		共感できる		その他

				全体				250		193		92		43		29		7		12		4		3

								100.0%		77.2%		36.8%		17.2%		11.6%		2.8%		4.8%		1.6%		1.2%

				男性				98		71		37		19		16		3		3		1		3

								100.0%		72.4%		37.8%		19.4%		16.3%		3.1%		3.1%		1.0%		3.1%

				男性		10歳～19歳		11		8		5		2		1		-		-		-		1

								100.0%		72.7%		45.5%		18.2%		9.1%		-		-		-		9.1%

						20歳～29歳		48		35		19		8		11		1		1		1		2

								100.0%		72.9%		39.6%		16.7%		22.9%		2.1%		2.1%		2.1%		4.2%

						30歳～39歳		39		28		13		9		4		2		2		-		-

								100.0%		71.8%		33.3%		23.1%		10.3%		5.1%		5.1%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		122		55		24		13		4		9		3		-

								100.0%		80.3%		36.2%		15.8%		8.6%		2.6%		5.9%		2.0%		-

				女性		10歳～19歳		21		16		9		1		3		2		-		1		-

								100.0%		76.2%		42.9%		4.8%		14.3%		9.5%		-		4.8%		-

						20歳～29歳		70		56		29		12		7		2		7		2		-

								100.0%		80.0%		41.4%		17.1%		10.0%		2.9%		10.0%		2.9%		-

						30歳～39歳		61		50		17		11		3		-		2		-		-

								100.0%		82.0%		27.9%		18.0%		4.9%		-		3.3%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく話題にする		何度か話題にしたことがある		１度だけ話題にしたことがある		話題にしたような気がする		話題にしたことはない

				全体				250		14		65		27		42		102

								100.0%		5.6%		26.0%		10.8%		16.8%		40.8%

				男性				98		6		21		15		10		46

								100.0%		6.1%		21.4%		15.3%		10.2%		46.9%

				男性		10歳～19歳		11		1		3		1		1		5

								100.0%		9.1%		27.3%		9.1%		9.1%		45.5%

						20歳～29歳		48		2		11		8		4		23

								100.0%		4.2%		22.9%		16.7%		8.3%		47.9%

						30歳～39歳		39		3		7		6		5		18

								100.0%		7.7%		17.9%		15.4%		12.8%		46.2%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		8		44		12		32		56

								100.0%		5.3%		28.9%		7.9%		21.1%		36.8%

				女性		10歳～19歳		21		1		8		2		5		5

								100.0%		4.8%		38.1%		9.5%		23.8%		23.8%

						20歳～29歳		70		6		22		5		15		22

								100.0%		8.6%		31.4%		7.1%		21.4%		31.4%

						30歳～39歳		61		1		14		5		12		29

								100.0%		1.6%		23.0%		8.2%		19.7%		47.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく検索する		何度か検索したことがある		１度だけ検索したことがある		検索したような気がする		検索したことはない

				全体				250		8		43		15		25		159

								100.0%		3.2%		17.2%		6.0%		10.0%		63.6%

				男性				98		4		14		7		11		62

								100.0%		4.1%		14.3%		7.1%		11.2%		63.3%

				男性		10歳～19歳		11		1		2		-		1		7

								100.0%		9.1%		18.2%		-		9.1%		63.6%

						20歳～29歳		48		1		8		7		5		27

								100.0%		2.1%		16.7%		14.6%		10.4%		56.3%

						30歳～39歳		39		2		4		-		5		28

								100.0%		5.1%		10.3%		-		12.8%		71.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		29		8		14		97

								100.0%		2.6%		19.1%		5.3%		9.2%		63.8%

				女性		10歳～19歳		21		-		4		-		4		13

								100.0%		-		19.0%		-		19.0%		61.9%

						20歳～29歳		70		4		14		5		5		42

								100.0%		5.7%		20.0%		7.1%		7.1%		60.0%

						30歳～39歳		61		-		11		3		5		42

								100.0%		-		18.0%		4.9%		8.2%		68.9%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		よく行く		何度か行ったことがある		１度だけ行ったことがある		行ったような気がする		行ったことはない

				全体				250		5		25		16		30		174

								100.0%		2.0%		10.0%		6.4%		12.0%		69.6%

				男性				98		1		13		5		14		65

								100.0%		1.0%		13.3%		5.1%		14.3%		66.3%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		1		1		7

								100.0%		-		18.2%		9.1%		9.1%		63.6%

						20歳～29歳		48		-		7		2		10		29

								100.0%		-		14.6%		4.2%		20.8%		60.4%

						30歳～39歳		39		1		4		2		3		29

								100.0%		2.6%		10.3%		5.1%		7.7%		74.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		12		11		16		109

								100.0%		2.6%		7.9%		7.2%		10.5%		71.7%

				女性		10歳～19歳		21		-		2		-		3		16

								100.0%		-		9.5%		-		14.3%		76.2%

						20歳～29歳		70		4		6		8		7		45

								100.0%		5.7%		8.6%		11.4%		10.0%		64.3%

						30歳～39歳		61		-		4		3		6		48

								100.0%		-		6.6%		4.9%		9.8%		78.7%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

								全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体				250		133		112		44		161		27		15		82		36		46		30		48		-		25

								100.0%		53.2%		44.8%		17.6%		64.4%		10.8%		6.0%		32.8%		14.4%		18.4%		12.0%		19.2%		-		10.0%

				男性				98		44		32		13		58		8		8		21		10		18		9		20		-		18

								100.0%		44.9%		32.7%		13.3%		59.2%		8.2%		8.2%		21.4%		10.2%		18.4%		9.2%		20.4%		-		18.4%

				男性		10歳～19歳		11		3		3		1		5		-		-		1		2		2		1		2		-		4

								100.0%		27.3%		27.3%		9.1%		45.5%		-		-		9.1%		18.2%		18.2%		9.1%		18.2%		-		36.4%

						20歳～29歳		48		25		17		8		27		4		2		13		5		11		5		14		-		10

								100.0%		52.1%		35.4%		16.7%		56.3%		8.3%		4.2%		27.1%		10.4%		22.9%		10.4%		29.2%		-		20.8%

						30歳～39歳		39		16		12		4		26		4		6		7		3		5		3		4		-		4

								100.0%		41.0%		30.8%		10.3%		66.7%		10.3%		15.4%		17.9%		7.7%		12.8%		7.7%		10.3%		-		10.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		89		80		31		103		19		7		61		26		28		21		28		-		7

								100.0%		58.6%		52.6%		20.4%		67.8%		12.5%		4.6%		40.1%		17.1%		18.4%		13.8%		18.4%		-		4.6%

				女性		10歳～19歳		21		12		11		4		14		1		1		6		4		3		2		6		-		1

								100.0%		57.1%		52.4%		19.0%		66.7%		4.8%		4.8%		28.6%		19.0%		14.3%		9.5%		28.6%		-		4.8%

						20歳～29歳		70		47		41		18		46		9		5		32		15		11		9		16		-		5

								100.0%		67.1%		58.6%		25.7%		65.7%		12.9%		7.1%		45.7%		21.4%		15.7%		12.9%		22.9%		-		7.1%

						30歳～39歳		61		30		28		9		43		9		1		23		7		14		10		6		-		1

								100.0%		49.2%		45.9%		14.8%		70.5%		14.8%		1.6%		37.7%		11.5%		23.0%		16.4%		9.8%		-		1.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3

								全体		自分で書き込みをしたことがある		自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない

				全体				250		20		64		166

								100.0%		8.0%		25.6%		66.4%

				男性				98		9		24		65

								100.0%		9.2%		24.5%		66.3%

				男性		10歳～19歳		11		1		4		6

								100.0%		9.1%		36.4%		54.5%

						20歳～29歳		48		5		11		32

								100.0%		10.4%		22.9%		66.7%

						30歳～39歳		39		3		9		27

								100.0%		7.7%		23.1%		69.2%

						40歳～49歳		-		-		-		-

								-		-		-		-

				女性				152		11		40		101

								100.0%		7.2%		26.3%		66.4%

				女性		10歳～19歳		21		2		7		12

								100.0%		9.5%		33.3%		57.1%

						20歳～29歳		70		7		18		45

								100.0%		10.0%		25.7%		64.3%

						30歳～39歳		61		2		15		44

								100.0%		3.3%		24.6%		72.1%

						40歳～49歳		-		-		-		-

								-		-		-		-

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9

								全体		アドトラック		ビジョン付きトラック		アメリカンバン		スケルトントラック		ロンドンバス		ケーブルカーバス		観光バス		ハマーリムジン		好感が持てる車両はない

				全体				250		142		102		40		90		100		50		47		59		17

								100.0%		56.8%		40.8%		16.0%		36.0%		40.0%		20.0%		18.8%		23.6%		6.8%

				男性				98		56		34		13		26		33		13		16		18		15

								100.0%		57.1%		34.7%		13.3%		26.5%		33.7%		13.3%		16.3%		18.4%		15.3%

				男性		10歳～19歳		11		6		3		2		4		5		1		1		2		1

								100.0%		54.5%		27.3%		18.2%		36.4%		45.5%		9.1%		9.1%		18.2%		9.1%

						20歳～29歳		48		30		17		5		12		14		5		9		8		8

								100.0%		62.5%		35.4%		10.4%		25.0%		29.2%		10.4%		18.8%		16.7%		16.7%

						30歳～39歳		39		20		14		6		10		14		7		6		8		6

								100.0%		51.3%		35.9%		15.4%		25.6%		35.9%		17.9%		15.4%		20.5%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性				152		86		68		27		64		67		37		31		41		2

								100.0%		56.6%		44.7%		17.8%		42.1%		44.1%		24.3%		20.4%		27.0%		1.3%

				女性		10歳～19歳		21		10		10		4		10		9		2		1		5		-

								100.0%		47.6%		47.6%		19.0%		47.6%		42.9%		9.5%		4.8%		23.8%		-

						20歳～29歳		70		39		36		13		32		31		18		17		22		2

								100.0%		55.7%		51.4%		18.6%		45.7%		44.3%		25.7%		24.3%		31.4%		2.9%

						30歳～39歳		61		37		22		10		22		27		17		13		14		-

								100.0%		60.7%		36.1%		16.4%		36.1%		44.3%		27.9%		21.3%		23.0%		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		8		39		59		56		88

								100.0%		3.2%		15.6%		23.6%		22.4%		35.2%

				男性				98		4		14		30		21		29

								100.0%		4.1%		14.3%		30.6%		21.4%		29.6%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		3		-		6

								100.0%		-		18.2%		27.3%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		3		7		13		10		15

								100.0%		6.3%		14.6%		27.1%		20.8%		31.3%

						30歳～39歳		39		1		5		14		11		8

								100.0%		2.6%		12.8%		35.9%		28.2%		20.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		4		25		29		35		59

								100.0%		2.6%		16.4%		19.1%		23.0%		38.8%

				女性		10歳～19歳		21		-		3		5		7		6

								100.0%		-		14.3%		23.8%		33.3%		28.6%

						20歳～29歳		70		4		14		7		17		28

								100.0%		5.7%		20.0%		10.0%		24.3%		40.0%

						30歳～39歳		61		-		8		17		11		25

								100.0%		-		13.1%		27.9%		18.0%		41.0%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		65		122		39		12		12

								100.0%		26.0%		48.8%		15.6%		4.8%		4.8%

				男性				98		16		46		21		7		8

								100.0%		16.3%		46.9%		21.4%		7.1%		8.2%

				男性		10歳～19歳		11		-		6		3		-		2

								100.0%		-		54.5%		27.3%		-		18.2%

						20歳～29歳		48		11		20		9		5		3

								100.0%		22.9%		41.7%		18.8%		10.4%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		20		9		2		3

								100.0%		12.8%		51.3%		23.1%		5.1%		7.7%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		49		76		18		5		4

								100.0%		32.2%		50.0%		11.8%		3.3%		2.6%

				女性		10歳～19歳		21		11		5		5		-		-

								100.0%		52.4%		23.8%		23.8%		-		-

						20歳～29歳		70		22		41		4		3		-

								100.0%		31.4%		58.6%		5.7%		4.3%		-

						30歳～39歳		61		16		30		9		2		4

								100.0%		26.2%		49.2%		14.8%		3.3%		6.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		48		127		52		10		13

								100.0%		19.2%		50.8%		20.8%		4.0%		5.2%

				男性				98		11		48		26		6		7

								100.0%		11.2%		49.0%		26.5%		6.1%		7.1%

				男性		10歳～19歳		11		-		6		3		-		2

								100.0%		-		54.5%		27.3%		-		18.2%

						20歳～29歳		48		6		24		11		4		3

								100.0%		12.5%		50.0%		22.9%		8.3%		6.3%

						30歳～39歳		39		5		18		12		2		2

								100.0%		12.8%		46.2%		30.8%		5.1%		5.1%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		37		79		26		4		6

								100.0%		24.3%		52.0%		17.1%		2.6%		3.9%

				女性		10歳～19歳		21		8		7		4		2		-

								100.0%		38.1%		33.3%		19.0%		9.5%		-

						20歳～29歳		70		20		38		9		-		3

								100.0%		28.6%		54.3%		12.9%		-		4.3%

						30歳～39歳		61		9		34		13		2		3

								100.0%		14.8%		55.7%		21.3%		3.3%		4.9%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		13		37		70		46		84

								100.0%		5.2%		14.8%		28.0%		18.4%		33.6%

				男性				98		7		12		37		18		24

								100.0%		7.1%		12.2%		37.8%		18.4%		24.5%

				男性		10歳～19歳		11		-		1		4		-		6

								100.0%		-		9.1%		36.4%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		5		6		17		8		12

								100.0%		10.4%		12.5%		35.4%		16.7%		25.0%

						30歳～39歳		39		2		5		16		10		6

								100.0%		5.1%		12.8%		41.0%		25.6%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		6		25		33		28		60

								100.0%		3.9%		16.4%		21.7%		18.4%		39.5%

				女性		10歳～19歳		21		2		3		7		2		7

								100.0%		9.5%		14.3%		33.3%		9.5%		33.3%

						20歳～29歳		70		4		14		12		16		24

								100.0%		5.7%		20.0%		17.1%		22.9%		34.3%

						30歳～39歳		61		-		8		14		10		29

								100.0%		-		13.1%		23.0%		16.4%		47.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		10		41		76		61		62

								100.0%		4.0%		16.4%		30.4%		24.4%		24.8%

				男性				98		4		12		40		23		19

								100.0%		4.1%		12.2%		40.8%		23.5%		19.4%

				男性		10歳～19歳		11		1		-		5		1		4

								100.0%		9.1%		-		45.5%		9.1%		36.4%

						20歳～29歳		48		2		8		18		11		9

								100.0%		4.2%		16.7%		37.5%		22.9%		18.8%

						30歳～39歳		39		1		4		17		11		6

								100.0%		2.6%		10.3%		43.6%		28.2%		15.4%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		6		29		36		38		43

								100.0%		3.9%		19.1%		23.7%		25.0%		28.3%

				女性		10歳～19歳		21		3		3		6		5		4

								100.0%		14.3%		14.3%		28.6%		23.8%		19.0%

						20歳～29歳		70		3		18		14		16		19

								100.0%		4.3%		25.7%		20.0%		22.9%		27.1%

						30歳～39歳		61		-		8		16		17		20

								100.0%		-		13.1%		26.2%		27.9%		32.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		21		74		99		27		29

								100.0%		8.4%		29.6%		39.6%		10.8%		11.6%

				男性				98		7		21		48		12		10

								100.0%		7.1%		21.4%		49.0%		12.2%		10.2%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		6		-		3

								100.0%		-		18.2%		54.5%		-		27.3%

						20歳～29歳		48		5		9		22		6		6

								100.0%		10.4%		18.8%		45.8%		12.5%		12.5%

						30歳～39歳		39		2		10		20		6		1

								100.0%		5.1%		25.6%		51.3%		15.4%		2.6%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		14		53		51		15		19

								100.0%		9.2%		34.9%		33.6%		9.9%		12.5%

				女性		10歳～19歳		21		3		7		5		3		3

								100.0%		14.3%		33.3%		23.8%		14.3%		14.3%

						20歳～29歳		70		8		29		18		6		9

								100.0%		11.4%		41.4%		25.7%		8.6%		12.9%

						30歳～39歳		61		3		17		28		6		7

								100.0%		4.9%		27.9%		45.9%		9.8%		11.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		8		35		63		55		89

								100.0%		3.2%		14.0%		25.2%		22.0%		35.6%

				男性				98		3		16		34		20		25

								100.0%		3.1%		16.3%		34.7%		20.4%		25.5%

				男性		10歳～19歳		11		-		2		3		-		6

								100.0%		-		18.2%		27.3%		-		54.5%

						20歳～29歳		48		2		9		16		10		11

								100.0%		4.2%		18.8%		33.3%		20.8%		22.9%

						30歳～39歳		39		1		5		15		10		8

								100.0%		2.6%		12.8%		38.5%		25.6%		20.5%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		5		19		29		35		64

								100.0%		3.3%		12.5%		19.1%		23.0%		42.1%

				女性		10歳～19歳		21		2		1		7		5		6

								100.0%		9.5%		4.8%		33.3%		23.8%		28.6%

						20歳～29歳		70		3		10		13		17		27

								100.0%		4.3%		14.3%		18.6%		24.3%		38.6%

						30歳～39歳		61		-		8		9		13		31

								100.0%		-		13.1%		14.8%		21.3%		50.8%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				250		16		53		95		35		51

								100.0%		6.4%		21.2%		38.0%		14.0%		20.4%

				男性				98		5		11		48		16		18

								100.0%		5.1%		11.2%		49.0%		16.3%		18.4%

				男性		10歳～19歳		11		-		1		5		-		5

								100.0%		-		9.1%		45.5%		-		45.5%

						20歳～29歳		48		4		7		20		8		9

								100.0%		8.3%		14.6%		41.7%		16.7%		18.8%

						30歳～39歳		39		1		3		23		8		4

								100.0%		2.6%		7.7%		59.0%		20.5%		10.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				152		11		42		47		19		33

								100.0%		7.2%		27.6%		30.9%		12.5%		21.7%

				女性		10歳～19歳		21		4		1		9		2		5

								100.0%		19.0%		4.8%		42.9%		9.5%		23.8%

						20歳～29歳		70		7		22		16		10		15

								100.0%		10.0%		31.4%		22.9%		14.3%		21.4%

						30歳～39歳		61		-		19		22		7		13

								100.0%		-		31.1%		36.1%		11.5%		21.3%

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		とても印象に残る		印象に残る		どちらともいえない		あまり印象に残らない		印象に残らない

				全体				4		-		2		2		-		-

								100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

				男性				1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

				男性		10歳～19歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						30歳～39歳		1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

				女性				3		-		2		1		-		-

								100.0%		-		66.7%		33.3%		-		-

				女性		10歳～19歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		2		-		1		1		-		-

								100.0%		-		50.0%		50.0%		-		-

						30歳～39歳		1		-		1		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-

						40歳～49歳		-		-		-		-		-		-

								-		-		-		-		-		-

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3

								全体		どのようなものか内容まで知っている		どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		知らない

				全体				100		12		40		48

								100.0%		12.0%		40.0%		48.0%

				男性				40		5		16		19

								100.0%		12.5%		40.0%		47.5%

				男性		10歳～19歳		1		-		1		-

								100.0%		-		100.0%		-

						20歳～29歳		2		-		1		1

								100.0%		-		50.0%		50.0%

						30歳～39歳		20		2		6		12

								100.0%		10.0%		30.0%		60.0%

						40歳～49歳		17		3		8		6

								100.0%		17.6%		47.1%		35.3%

				女性				60		7		24		29

								100.0%		11.7%		40.0%		48.3%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1

								100.0%		-		-		100.0%

						20歳～29歳		8		2		2		4

								100.0%		25.0%		25.0%		50.0%

						30歳～39歳		29		4		11		14

								100.0%		13.8%		37.9%		48.3%

						40歳～49歳		22		1		11		10

								100.0%		4.5%		50.0%		45.5%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8

								全体		インパクトがありそう		記憶に残りそう		内容が理解できそう		親しみやすそう		信頼できそう		説得力がありそう		共感できそう		その他

				全体				100		82		39		11		12		3		12		4		-

								100.0%		82.0%		39.0%		11.0%		12.0%		3.0%		12.0%		4.0%		-

				男性				40		29		15		2		5		2		5		2		-

								100.0%		72.5%		37.5%		5.0%		12.5%		5.0%		12.5%		5.0%		-

				男性		10歳～19歳		1		1		-		-		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		-		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		2		2		1		-		-		1		-		-		-

								100.0%		100.0%		50.0%		-		-		50.0%		-		-		-

						30歳～39歳		20		15		7		1		3		1		2		1		-

								100.0%		75.0%		35.0%		5.0%		15.0%		5.0%		10.0%		5.0%		-

						40歳～49歳		17		11		7		1		2		-		3		1		-

								100.0%		64.7%		41.2%		5.9%		11.8%		-		17.6%		5.9%		-

				女性				60		53		24		9		7		1		7		2		-

								100.0%		88.3%		40.0%		15.0%		11.7%		1.7%		11.7%		3.3%		-

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		7		4		2		1		-		-		-		-

								100.0%		87.5%		50.0%		25.0%		12.5%		-		-		-		-

						30歳～39歳		29		25		11		2		2		1		4		1		-

								100.0%		86.2%		37.9%		6.9%		6.9%		3.4%		13.8%		3.4%		-

						40歳～49歳		22		21		9		4		4		-		3		1		-

								100.0%		95.5%		40.9%		18.2%		18.2%		-		13.6%		4.5%		-

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5

								全体		良いと思う		どちらかと言えば良いと思う		どちらでもない		どちらかと言えば良くないと思う		良くないと思う

				全体				100		30		42		23		4		1

								100.0%		30.0%		42.0%		23.0%		4.0%		1.0%

				男性				40		10		20		9		1		-

								100.0%		25.0%		50.0%		22.5%		2.5%		-

				男性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-

						20歳～29歳		2		-		2		-		-		-

								100.0%		-		100.0%		-		-		-

						30歳～39歳		20		4		9		7		-		-

								100.0%		20.0%		45.0%		35.0%		-		-

						40歳～49歳		17		6		9		1		1		-

								100.0%		35.3%		52.9%		5.9%		5.9%		-

				女性				60		20		22		14		3		1

								100.0%		33.3%		36.7%		23.3%		5.0%		1.7%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		8		2		3		1		2		-

								100.0%		25.0%		37.5%		12.5%		25.0%		-

						30歳～39歳		29		11		8		9		1		-

								100.0%		37.9%		27.6%		31.0%		3.4%		-

						40歳～49歳		22		7		11		4		-		-

								100.0%		31.8%		50.0%		18.2%		-		-

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

								全体		アドトラック		街頭ビジョン		雑誌広告		テレビＣＭ		新聞広告		ラジオＣＭ		電車の中吊り		屋外広告		インターネット広告		チラシ広告		駅構内の電子看板（サイネージ広告）		その他		特に印象に残る広告はない

				全体				100		59		42		20		66		18		16		15		19		25		18		4		-		6

								100.0%		59.0%		42.0%		20.0%		66.0%		18.0%		16.0%		15.0%		19.0%		25.0%		18.0%		4.0%		-		6.0%

				男性				40		20		10		5		23		6		8		5		7		12		8		1		-		3

								100.0%		50.0%		25.0%		12.5%		57.5%		15.0%		20.0%		12.5%		17.5%		30.0%		20.0%		2.5%		-		7.5%

				男性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		2		-		-		-		-		1		-		-		1		-		1		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		50.0%		-		-		50.0%		-		50.0%		-		-		50.0%

						30歳～39歳		20		11		5		4		12		3		6		4		5		7		5		-		-		1

								100.0%		55.0%		25.0%		20.0%		60.0%		15.0%		30.0%		20.0%		25.0%		35.0%		25.0%		-		-		5.0%

						40歳～49歳		17		9		5		1		11		2		2		1		1		5		2		1		-		-

								100.0%		52.9%		29.4%		5.9%		64.7%		11.8%		11.8%		5.9%		5.9%		29.4%		11.8%		5.9%		-		-

				女性				60		39		32		15		43		12		8		10		12		13		10		3		-		3

								100.0%		65.0%		53.3%		25.0%		71.7%		20.0%		13.3%		16.7%		20.0%		21.7%		16.7%		5.0%		-		5.0%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		-		-		-		-		100.0%		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		5		4		1		4		1		2		1		2		1		1		-		-		1

								100.0%		62.5%		50.0%		12.5%		50.0%		12.5%		25.0%		12.5%		25.0%		12.5%		12.5%		-		-		12.5%

						30歳～39歳		29		18		16		9		20		4		6		4		4		7		5		1		-		2

								100.0%		62.1%		55.2%		31.0%		69.0%		13.8%		20.7%		13.8%		13.8%		24.1%		17.2%		3.4%		-		6.9%

						40歳～49歳		22		16		12		5		19		7		-		4		6		5		4		2		-		-

								100.0%		72.7%		54.5%		22.7%		86.4%		31.8%		-		18.2%		27.3%		22.7%		18.2%		9.1%		-		-

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

		×M_SEX		性別

		×M_AGE_G		年齢別

										1		2		3		4		5		6		7		8		9

								全体		国際通り		沖縄空港		アメリカンビレッジ		コザゲート通り		琉球村		中央パークアベニュー		沖縄コンベンションセンター		牧志公設市場		その他

				全体				100		55		27		41		11		2		7		15		16		13

								100.0%		55.0%		27.0%		41.0%		11.0%		2.0%		7.0%		15.0%		16.0%		13.0%

				男性				40		23		13		17		8		-		4		8		4		4

								100.0%		57.5%		32.5%		42.5%		20.0%		-		10.0%		20.0%		10.0%		10.0%

				男性		10歳～19歳		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1

								100.0%		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0%

						20歳～29歳		2		2		1		2		1		-		-		-		-		-

								100.0%		100.0%		50.0%		100.0%		50.0%		-		-		-		-		-

						30歳～39歳		20		12		6		8		4		-		3		4		2		-

								100.0%		60.0%		30.0%		40.0%		20.0%		-		15.0%		20.0%		10.0%		-

						40歳～49歳		17		9		6		7		3		-		1		4		2		3

								100.0%		52.9%		35.3%		41.2%		17.6%		-		5.9%		23.5%		11.8%		17.6%

				女性				60		32		14		24		3		2		3		7		12		9

								100.0%		53.3%		23.3%		40.0%		5.0%		3.3%		5.0%		11.7%		20.0%		15.0%

				女性		10歳～19歳		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-

								100.0%		-		-		100.0%		-		-		-		-		-		-

						20歳～29歳		8		4		3		2		1		1		-		3		-		-

								100.0%		50.0%		37.5%		25.0%		12.5%		12.5%		-		37.5%		-		-

						30歳～39歳		29		15		6		13		2		1		2		2		5		6

								100.0%		51.7%		20.7%		44.8%		6.9%		3.4%		6.9%		6.9%		17.2%		20.7%

						40歳～49歳		22		13		5		8		-		-		1		2		7		3

								100.0%		59.1%		22.7%		36.4%		-		-		4.5%		9.1%		31.8%		13.6%





		Q2FA		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。【その他】

		88		男性		14才		神奈川県		なんだろう

		91		男性		21才		東京都		うるさい

		350		男性		20才		東京都		ただのでかい広告





		Q9-9FA		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他：FA】

		132		女性		37才		東京都		基本、人の顔が載っていたら気になる

		241		女性		29才		神奈川県		雑誌

		243		男性		32才		東京都		業界や商品によるのではなく、音や装飾できまる

		342		女性		27才		東京都		化粧品





		Q10		あなたが思う「アドトラック」に対するイメージや、「アドトラック」に対するご意見など、どのようなことでも結構ですのでご自由にお聞かせください。（お答えは具体的に）

		2		男性		36才		東京都		目立つが一瞬で忘れがち

		4		女性		29才		東京都		内容によって好き嫌いが激しい

		5		女性		37才		東京都		なし

		8		女性		38才		神奈川県		アーティスト関係というイメージがある

		9		男性		34才		神奈川県		興味のあるジャンルでないと特に印象に残らない

		10		男性		38才		東京都		うるさいことが多い

		17		女性		36才		東京都		出会い系などいかがわしいものは、音もうるさいし、あんまり好きではない。

		18		男性		37才		東京都		情報量が多いと覚えにくいので、印象的な一つの情報があれば良いと思います。

		19		男性		26才		東京都		目立つ。

		24		男性		38才		神奈川県		特にない。

		26		男性		39才		東京都		その場ではインパクトがあるが、すぐに忘れてしまう

		27		女性		35才		東京都		音楽を爆音で流していることも多いので、街中で電話をしている時は迷惑。

		28		男性		29才		神奈川県		どうしても、表向きがよくない業界の広告イメージがある

		29		男性		39才		東京都		ない

		30		男性		28才		神奈川県		特になし

		33		男性		35才		東京都		音楽を流しながらだと迷惑だけどそうでないなら目立つし良いと思う。

		35		女性		38才		神奈川県		好きな歌手の　告知広告だと　見てみたい気が　する

		36		女性		39才		神奈川県		一目見て広告内容がダイレクトに伝わるのでとても良いと思います。運転手さんもちょっと気になって見てしまいます。

		37		男性		38才		神奈川県		その物自体はインパクトがあるが、内容は正直全く見ない

		40		女性		34才		東京都		出会い系は胡散臭いとしか思えない。音楽の広告は発売日前後なのかなと気になる。

		41		女性		29才		東京都		音が大きくてびっくりする。静かな街だとうるさいと感じる。

		43		女性		36才		神奈川県		写真や文字は大きくインパクトがあるほうが印象に残ります

		45		女性		34才		東京都		繁華街を走っているイメージ。渋谷や秋葉原でよく見かけるイメージ。音が大きすぎてうるさいイメージ。

		46		女性		26才		東京都		騒がしい印象。

		47		女性		38才		東京都		音楽アーティストのアドトラックはしっかりと音量調整されているので、好感が持てるのですが、出会い系サイト類のアドトラックは、大音量なので、仕事にも支障が出る（大通り沿いに会社があるので）。

		48		男性		38才		神奈川県		アドトラックは、芸能人の新曲や映画等のPRとして行われているイメージがある。

		49		女性		26才		東京都		どんな会社なのかまったくイメージがわきません。

		52		男性		36才		東京都		派手

		53		男性		37才		東京都		特にない

		54		男性		39才		神奈川県		派手。大げさ。邪魔。

		55		男性		29才		東京都		目立っていい

		57		女性		27才		神奈川県		インパクトがある

		59		女性		38才		東京都		しぶやや新宿でよくみかけます。広告媒体としては面白いけど、渋滞の原因にもなっているではないかとおもいます。

		61		女性		27才		東京都		嫌でも目に入る

		62		男性		29才		東京都		公序良俗に反する広告が多い

		63		男性		24才		東京都		広告の為とはいえ大音量をかき鳴らすのはどうかと思う。

		66		男性		24才		東京都		印象に残るが、同時に資源の無駄遣いだと思う。タクシー代わりに無料で運送してほしい。

		68		女性		29才		神奈川県		キャバクラやパチンコ屋さんの広告が多いので、あまりいい印象ではないけれど、歌手の新曲の広告もあるので、そういうところはいいかなと思います。

		69		男性		39才		東京都		金がかかっている

		70		女性		37才		東京都		特になし

		71		女性		31才		東京都		夜のお仕事系は、あまり風景によくない

		73		女性		29才		東京都		通過時の音楽がうるさい。

		74		女性		32才		神奈川県		ない

		76		男性		37才		神奈川県		制作費

		77		男性		29才		東京都		興味がない

		78		女性		32才		神奈川県		印象に残りやすい。

		79		女性		39才		東京都		出会い系などの広告は見たくない

		80		女性		30才		東京都		目立つ

		82		女性		31才		神奈川県		なし

		83		男性		26才		東京都		うるさいのは勘弁してほしいと思う。

		84		男性		28才		東京都		トラックに貼る広告はイメージが悪くなるのでやめた方がよい

		86		女性		35才		神奈川県		特に何も感じない

		88		男性		14才		神奈川県		よくわからない

		90		女性		37才		東京都		渋谷や新宿、都内に居る時にしか見かけない気がする。もっと色んな所を走ったら面白いのに、とは思います。

		91		男性		21才		東京都		邪魔だしうるさいし、あれを見て商品に興味を持ったことがない。車両を変えるとかもっとおしゃれで落ち着いた雰囲気を出してほしい。

		93		男性		20才		東京都		インパクト有ると思います

		96		女性		37才		東京都		馴染みやすく庶民的なかんじ

		97		女性		28才		東京都		環境によくないのでやめてほしい

		98		女性		31才		神奈川県		派手

		99		女性		28才		東京都		アイドルの宣伝に使われてるイメージ

		100		男性		39才		東京都		目立つだけで自分はあまり印象がない

		101		男性		19才		神奈川県		かっこいい。

		103		女性		19才		東京都		都会

		104		女性		25才		東京都		渋谷界隈を走ってるイメージ

		105		女性		22才		神奈川県		なし

		106		女性		22才		東京都		インパクトがあり、目立つものが多い

		107		女性		25才		東京都		出会い系等を多く宣伝しているイメージ。

		108		男性		22才		東京都		インパクトがある広告と面白さも加わり信頼性があるのと、親しみやすさや共感できる内容が相応しいと思います。

		109		女性		22才		東京都		トラックが走るのに燃料がかかると考えてしまうので、あまり好感が持てない

		110		女性		39才		神奈川県		結構遠くからでもはっきりと分かるので、宣伝力は大きいと思う。

		113		男性		32才		東京都		価格競争力が弱い

		114		女性		22才		東京都		かっこいい

		115		男性		30才		東京都		特にない

		116		女性		28才		東京都		華やか

		117		男性		23才		東京都		清潔なイメージ

		118		男性		28才		東京都		インパクトがもっとほしい

		119		男性		27才		東京都		特になし

		120		女性		23才		東京都		音楽関係のモノが好き

		121		女性		20才		東京都		ない

		122		女性		31才		東京都		きらびやかでお水系だと引く。

		123		女性		28才		東京都		インパクトが強い、音が大きい

		124		男性		31才		東京都		ない

		126		女性		30才		神奈川県		あまり見ない

		128		女性		34才		神奈川県		排気ガスが出るからいまいち。やめてほしいかな

		129		男性		16才		東京都		特になし

		130		男性		18才		東京都		派手

		131		男性		35才		神奈川県		特にない

		132		女性		37才		東京都		都心だとそんなにスピードも出していないから、止まっていたら見ると思う。

		133		男性		28才		東京都		大きくてインパクトがあるイメージ。

		134		女性		27才		東京都		コストがいくらかかっているのかしりたい。

		136		女性		38才		東京都		なし

		137		男性		28才		神奈川県		派手

		140		女性		29才		神奈川県		有楽町で見たような気がする。

		142		女性		34才		神奈川県		なし

		143		男性		37才		東京都		たまに走るのは効果があるけど、たくさん走っているとインパクトが薄れる。

		145		女性		38才		東京都		エコではない

		146		女性		19才		東京都		大音量で音楽を流しながらアーティストの宣伝をしている

		147		女性		24才		神奈川県		瞬間的な印象が強く、記憶に残りやすいと思う。

		148		女性		27才		神奈川県		広告費が高くつきそう

		149		女性		38才		東京都		目をひく

		150		男性		24才		東京都		インパクトがあり広告宣伝媒体

		152		女性		38才		東京都		騒音が凄いので若干迷惑

		154		男性		38才		神奈川県		特に無い

		155		女性		30才		神奈川県		音楽が流れたりするのでうるさい。

		156		女性		31才		東京都		インパクトがある

		158		女性		19才		東京都		大きい、インパクトがある

		160		男性		27才		東京都		出会い系やキャバクラ・ホスト系の広告がよく出されているイメージがある

		161		女性		23才		東京都		印象には残るけど興味が無いものだとうるさく感じる

		164		女性		18才		神奈川県		特にない

		165		女性		38才		東京都		出会い系や風俗が多すぎ。パチンコも（風俗業界ですが）どうなの？って思う

		166		女性		34才		東京都		渋谷

		167		女性		28才		神奈川県		好きなアーティストのものであればとても印象に残る。ただ音楽を一緒に流していると、その音楽のテイストは理解できるけれど細かい音楽の印象は残らないと思う。

		170		女性		24才		東京都		音楽を流すときはほどほどの音量にしてほしい。大きすぎると耳障りで不快に感じるので、かえって悪い印象を持ってしまう。

		171		女性		21才		東京都		渋谷などで見ると目立つし、目を引くから印象的。ただ電話中に通られると、音楽などの影響で会話を中断しなくてはならず、何回か困ったことがある。トラックの中に何が入っているのか気になることもある。

		172		男性		35才		東京都		にぎやか

		173		女性		27才		東京都		特になし

		174		女性		34才		東京都		派手なイメージで、大音量で音楽をかけて走行している

		175		女性		28才		東京都		目立つ

		176		男性		34才		東京都		音がうるさい

		179		男性		24才		神奈川県		大きさも大きいので印象に残りやすいと思うが、結局本人の興味のないことの場合忘れてしまうことが多いと思う。

		180		女性		32才		東京都		広告費が気になる

		181		男性		39才		神奈川県		目新しさがなくなった。いつも見かける求人誌なんかは、見たくも無い、という感じ。ただ、目立つので、目はいってしまう。

		182		男性		29才		東京都		印象に残るかどうかは別として、インパクトはある。

		183		女性		36才		東京都		特に興味はない

		184		男性		31才		東京都		とくになし

		185		男性		28才		東京都		大音量で宣伝するものが多い印象で、目立ったもん勝ちの理念が拭えない

		186		男性		27才		東京都		見た時には、珍しいと思うがその場を離れて広告の内容を覚えていることはほとんどない。

		187		女性		29才		東京都		興味を持ちやすい

		190		男性		34才		東京都		ない

		191		男性		21才		東京都		とくにない

		193		女性		24才		神奈川県		動く広告なので、細かい文字などは読み取れない場合が多く、とにかく目を引き、記憶に残る事が大事だと思う。

		194		男性		26才		神奈川県		印象に残りやすい

		195		女性		37才		東京都		あまり良いイメージがない。どんな広告が載っていたか、ほとんど覚えてないけどかっこいいとかかわいいとか綺麗とかそういう感じがしたことがないような気がする。どっちかというと、うるさいイメージ。ガチャガチャしたイメージがある。

		196		女性		37才		東京都		都心部しか見かけない。

		197		女性		29才		東京都		インパクトがある

		199		女性		33才		東京都		都心で走ってるのは見かけた気がするがその他の地域では見られないので印象に残りにくい

		200		女性		23才		東京都		面白い

		201		女性		21才		東京都		なし

		202		女性		28才		東京都		音楽の広告はよく見かけるので、あまり印象に残らないのが事実。音楽が流れているものは少しうるさく感じる。

		203		男性		24才		東京都		・インパクトがあるため、記憶に残りやすい。しかし、細かな情報までは分からない。

		204		男性		36才		東京都		なし

		205		男性		38才		神奈川県		安っぽくいかがわしい広告が多いイメージがあります。

		206		男性		24才		東京都		運転する人は大変だろうなと思う。

		208		女性		23才		東京都		インパクトが強いと見入ってしまい、人にぶつかったりして危険。

		210		女性		26才		神奈川県		音楽が流れていると、目の前を通った時に耳が痛いことがある

		211		女性		33才		東京都		目立つ

		212		女性		20才		神奈川県		水商売などの広告はやめてほしい

		213		女性		35才		東京都		なし

		214		女性		31才		東京都		出会い系の宣伝が多い気がして好感が持てない

		216		女性		35才		東京都		何か楽しそうな企画なのかなという期待感が生じる。

		217		男性		32才		神奈川県		特になし

		219		女性		37才		東京都		音がうるさい

		221		女性		28才		神奈川県		可愛いのがよい

		222		男性		38才		東京都		実際に時給はいくらなのか

		223		女性		33才		東京都		あまり上品な内容のものを見たことがないので良い印象がない。

		225		男性		29才		東京都		普通の広告よりは動いていたり、珍しい分記憶に残りやすいと思う。

		226		男性		26才		神奈川県		　ほんとに良い宣伝をしてくれる車というイメージがあります。

		227		女性		19才		東京都		特になし

		228		男性		15才		東京都		特になし

		229		女性		29才		東京都		特になし

		231		女性		29才		東京都		出会い系の宣伝が多いような

		232		女性		32才		東京都		ミュージシャンなどのものは興味を持って見るが、キャバクラやホストなどは興味がないので見ていない。大音量で音楽を流しながら走っているのを見かけると、「うるさい。」と思う。

		234		女性		20才		東京都		音楽がかかっているとつい見てしまうので、印象に残る。

		235		女性		18才		神奈川県		お菓子の新商品なんかもいい

		236		女性		24才		神奈川県		音楽などを大音量で流すのはやめてほしい。

		237		女性		29才		神奈川県		実際に見た時はとてもインパクトがあるが、すぐに忘れている。

		239		男性		17才		神奈川県		目立つので印象に残る。

		240		男性		24才		東京都		特になし

		241		女性		29才		神奈川県		とても、目立ちインパクトがある

		242		女性		18才		神奈川県		ヤンキーが乗っていそうで怖いイメージしかない。

		243		男性		32才		東京都		騒々しいだけのものが多いので他のものと違うものが走っていると目を引く

		244		女性		27才		神奈川県		特になし

		245		女性		17才		東京都		特になし

		248		女性		37才		神奈川県		分からない

		249		女性		18才		東京都		なし

		250		男性		24才		東京都		インパクトはあるが内容がわかりずらい。

		252		女性		23才		東京都		印象に残る

		253		女性		32才		東京都		がちゃがちゃしているイメージ

		254		女性		25才		神奈川県		音があったほうがいい

		258		女性		20才		東京都		目立つ。BGMがうるさい

		259		女性		28才		東京都		インパクトがあるが、騒がしいイメージがある。

		260		女性		37才		神奈川県		特にないです

		261		女性		21才		東京都		目立つ

		262		女性		30才		東京都		キャバクラとかのイメージ

		263		男性		30才		東京都		ド派手なイオンとセット

		264		男性		38才		東京都		渋谷や原宿など、若者が集まる場所で広告対象を決めて走らせるのであれば、それなりに効果があるように思える。

		265		女性		23才		東京都		パチンコや出会い系サイトなどのいかがわしい広告をする場所。

		266		女性		38才		東京都		ない

		268		男性		21才		神奈川県		うるさく光が強いので目障り

		269		男性		14才		東京都		車での移動スピードを考えると、できるだけ印象に残りやすいインパクトのある広告にしないと印象に残らないと思います。

		270		女性		36才		東京都		特になし

		271		男性		29才		神奈川県		走行マナーをきちんと守っているならいいと思う。ときどき、運転手がぶすっとした顔をしているときは、不愉快に感じる。

		272		女性		28才		東京都		インパクトが強い。音楽を流している車もあるがうるさいので少し不快に感じる時もある。

		273		女性		18才		神奈川県		都内都市部でしか見かけないので、走っているのを見ると都会にいる実感がわく

		274		男性		28才		東京都		音楽やナレーションも一緒に聞こえてきて嫌でも目について記憶に残る

		275		男性		21才		東京都		特になし

		279		男性		19才		東京都		特になし

		280		女性		37才		神奈川県		派手な感じがして、つい目で追ってしまう。

		281		女性		19才		東京都		町で見かけるとかなりの確率で気づく。インパクトがある。

		282		男性		24才		神奈川県		面白いと思う

		283		女性		38才		東京都		基本、景観を汚すような、良くないイメージを持っている。

		284		男性		22才		東京都		いんぱくとがあり、いいと思う

		285		女性		27才		東京都		ＥＸＩＬＥとかＡＫＢのトラックをよく渋谷で見かける気がします！！興味のあることだと印象に残りやすいと思います

		287		男性		20才		東京都		邪魔

		290		女性		29才		東京都		同じ広告のトラックを同じ日に頻繁に見る事が有るが、出会い系の広告だと良いイメージではないのでゲンナリする。

		291		女性		28才		東京都		広告だけのトラックだと、出会い系やマンガ喫茶のものしか見たことがなく、好印象を抱いたことは一度もない。広告＋音楽が流れるようなアーティスト系のトラックは、とにかく音楽がうるさすぎて、いつも煩わしい気分になる。

		292		男性		15才		神奈川県		ない

		293		男性		37才		神奈川県		アドトラック自体はすでに珍しいものではない。印象に残るかどうかは広告自体の内容によるだろう。

		294		女性		19才		神奈川県		アーティストが貼ってあるトラックが新曲をながしながら走っている信号待ちとかだったら見て内容がわかるけど、走行中は過ぎ去って行く感じでさっきの派手なトラックなんだろうぐらいにしかならない

		297		女性		21才		東京都		目立つ

		299		女性		21才		神奈川県		アドトラックというと爆音で音楽を流しているイメージです。

		302		男性		39才		東京都		正直あまり気にした事が無いが、時々ちらっと見るくらいですね。

		303		女性		33才		東京都		商品やサービスを広告するインパクトのあるアドトラックでも、若い人をターゲットにしたものが多い気がするので、ほとんどのものが興味深く感じない。

		304		女性		29才		神奈川県		思いがけず目にするので印象に残る

		305		女性		23才		東京都		音がうるさくて目立つ

		307		女性		19才		東京都		印象的

		308		女性		38才		東京都		インパクトが強く通ると注目するが、その場限りですぐ忘れる

		309		女性		29才		神奈川県		派手

		310		女性		32才		神奈川県		都会でしか見ることができないという印象

		311		女性		28才		東京都		女性に対して、出会い系のさくらを推奨するようなドカドカと騒ぎ立てているイメージしかありません。たまにジュースの宣伝カーなどみかけると安心します。うるさいのはいやです。

		312		男性		20才		神奈川県		きらびやか

		313		男性		34才		神奈川県		派手でとても良いアピールだと思う。

		314		男性		18才		東京都		表示が見易い

		318		女性		27才		東京都		音楽がうるさいなという印象しかない

		319		女性		19才		東京都		メジャー

		320		男性		32才		東京都		おもしろい

		321		男性		22才		神奈川県		音楽関係の宣伝だと、うるさくてうっとうしいときがある。

		323		男性		29才		東京都		特になし

		324		女性		16才		神奈川県		画期的な宣伝方法だと思う

		325		男性		25才		神奈川県		特になし

		327		男性		28才		神奈川県		結構インパクトはあると思う。周辺を回っているので複数回見かけることがある。あまり興味のない広告や不快に思うような広告だと複数回見ることになるのでいらっとすることがある。あと音を結構大音量で出すものもある。これもあまり興味のないものだとしつこいと感じてしまう。

		328		女性		19才		東京都		うるさい

		329		男性		23才		東京都		目立つので良い試みと思うが、燃料代など無駄も多いか

		330		女性		19才		神奈川県		特になし

		331		男性		27才		東京都		効率的

		332		女性		25才		東京都		インパクトがスゴいある！

		333		男性		34才		東京都		印象には残るが、良い印象ではない。

		334		女性		24才		東京都		音楽などが流れていると印象に残りやすいと思う

		336		男性		18才		神奈川県		金のかかる割に、宣伝効果の低いイメージ

		337		女性		19才		神奈川県		環境に悪いのでいらない

		339		女性		30才		東京都		広告だけなら良いが、たまに音楽（音）が非常に大きいアドトラックがあり、不快に感じることがある。

		340		男性		27才		東京都		音が大きいのやびっくりするのは良くないと思う

		341		女性		16才		東京都		大きな音を流しているようなイメージがある。

		342		女性		27才		東京都		印象には残るが、良い印象ではない

		343		女性		16才		東京都		音楽をガンガンにかけて走っているのはちょっと迷惑なので辞めて欲しいです。

		344		女性		15才		東京都		出会い系や、アイドル関連がおおい

		346		女性		25才		東京都		アドトラックと言われると、アーティストか出会い系のイメージしかないです。音楽が大きいことが多いのであんまりいい印象はないです。

		347		女性		24才		東京都		出会い系サイトの広告かな？と車を見ただけで思う

		349		女性		27才		東京都		音が大きいのでビックリする。出会い系などが多い気がするのであまりいい印象はない。

		350		男性		20才		東京都		とくにない





		Q14FA		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。【その他】

		15		女性		39才		沖縄県		新都心

		16		女性		44才		沖縄県		あしびなー

		25		女性		49才		沖縄県		新都心

		42		男性		41才		沖縄県		おもろ町

		50		女性		33才		沖縄県		新都心

		58		女性		38才		沖縄県		あしびなー

		189		男性		43才		沖縄県		那覇新都心

		233		女性		31才		沖縄県		那覇メインプレイス、南風原ジャスコ

		267		女性		44才		沖縄県		天久新都心

		301		女性		34才		沖縄県		新都心

		306		女性		32才		沖縄県		奥武山公園

		322		男性		47才		沖縄県		新都心

		345		男性		18才		沖縄県		新都心





		M_SEX		性別

								％

						男性		39.4%

						女性		60.6%

		M_AGE_G		年齢別

								％

						10歳～19歳		9.7%

						20歳～29歳		36.6%

						30歳～39歳		42.6%

						40歳～49歳		11.1%

		M_PREF		都道府県別

								％

						北海道		0.0%

						青森県		0.0%

						岩手県		0.0%

						宮城県		0.0%

						秋田県		0.0%

						山形県		0.0%

						福島県		0.0%

						茨城県		0.0%

						栃木県		0.0%

						群馬県		0.0%

						埼玉県		0.0%

						千葉県		0.0%

						東京都		49.7%

						神奈川県		21.7%

						新潟県		0.0%

						富山県		0.0%

						石川県		0.0%

						福井県		0.0%

						山梨県		0.0%

						長野県		0.0%

						岐阜県		0.0%

						静岡県		0.0%

						愛知県		0.0%

						三重県		0.0%

						滋賀県		0.0%

						京都府		0.0%

						大阪府		0.0%

						兵庫県		0.0%

						奈良県		0.0%

						和歌山県		0.0%

						鳥取県		0.0%

						島根県		0.0%

						岡山県		0.0%

						広島県		0.0%

						山口県		0.0%

						徳島県		0.0%

						香川県		0.0%

						愛媛県		0.0%

						高知県		0.0%

						福岡県		0.0%

						佐賀県		0.0%

						長崎県		0.0%

						熊本県		0.0%

						大分県		0.0%

						宮崎県		0.0%

						鹿児島県		0.0%

						沖縄県		28.6%

						海外		0.0%

		PREF_CATE		地域カテ

								％

						関東（東京・神奈川）		71.4%

						沖縄		28.6%

		SC1		あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						男性		39.4%

						女性		60.6%

		SC2		あなたの年代をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						10代		9.7%

						20代		36.6%

						30代		42.6%

						40代		11.1%

						50代		0.0%

						60代以上		0.0%

		SC3		あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

								％

						北海道		0.0%

						青森県		0.0%

						岩手県		0.0%

						宮城県		0.0%

						秋田県		0.0%

						山形県		0.0%

						福島県		0.0%

						茨城県		0.0%

						栃木県		0.0%

						群馬県		0.0%

						埼玉県		0.0%

						千葉県		0.0%

						東京都		49.7%

						神奈川県		21.7%

						新潟県		0.0%

						富山県		0.0%

						石川県		0.0%

						福井県		0.0%

						山梨県		0.0%

						長野県		0.0%

						岐阜県		0.0%

						静岡県		0.0%

						愛知県		0.0%

						三重県		0.0%

						滋賀県		0.0%

						京都府		0.0%

						大阪府		0.0%

						兵庫県		0.0%

						奈良県		0.0%

						和歌山県		0.0%

						鳥取県		0.0%

						島根県		0.0%

						岡山県		0.0%

						広島県		0.0%

						山口県		0.0%

						徳島県		0.0%

						香川県		0.0%

						愛媛県		0.0%

						高知県		0.0%

						福岡県		0.0%

						佐賀県		0.0%

						長崎県		0.0%

						熊本県		0.0%

						大分県		0.0%

						宮崎県		0.0%

						鹿児島県		0.0%

						沖縄県		28.6%

						海外		0.0%

		SC4		あなたは東京都内に行くことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						行くことがある		100.0%

						行くことはない		0.0%

		SC5		あなたは、「アドトラック」を見たことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく見かける		27.6%

						何度か見たことがある		58.4%

						１度だけ見たことがある		4.0%

						見たような気がする		10.0%

						見たことはない		0.0%

		Q1		あなたは、「アドトラック」をご覧になった時、どの程度印象に残りましたか。（お答えは1つ）

								％

						とても印象に残った		14.8%

						印象に残った		22.8%

						まあ印象に残った		43.6%

						あまり印象に残らなかった		12.8%

						印象に残らなかった		4.4%

						全く印象に残らなかった		1.6%

		Q2		あなたは「アドトラック」をご覧になって、どのような印象をもたれましたか。（お答えはいくつでも）

								％

						インパクトがある		77.2%

						記憶に残る		36.8%

						内容が理解できる		17.2%

						親しみやすい		11.6%

						信頼できる		2.8%

						説得力がある		4.8%

						共感できる		1.6%

						その他		1.2%

		Q3		あなたは、街で見た「アドトラック」について、話題にしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく話題にする		5.6%

						何度か話題にしたことがある		26.0%

						１度だけ話題にしたことがある		10.8%

						話題にしたような気がする		16.8%

						話題にしたことはない		40.8%

		Q4		あなたは、街で見た「アドトラック」の商品やサービスなどについて、検索をしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく検索する		3.2%

						何度か検索したことがある		17.2%

						１度だけ検索したことがある		6.0%

						検索したような気がする		10.0%

						検索したことはない		63.6%

		Q5		あなたは、街で「アドトラック」をご覧になった後、その商品やサービスなどの売場やお店などに行ってみたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						よく行く		2.0%

						何度か行ったことがある		10.0%

						１度だけ行ったことがある		6.4%

						行ったような気がする		12.0%

						行ったことはない		69.6%

		Q6		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		53.2%

						街頭ビジョン		44.8%

						雑誌広告		17.6%

						テレビＣＭ		64.4%

						新聞広告		10.8%

						ラジオＣＭ		6.0%

						電車の中吊り		32.8%

						屋外広告		14.4%

						インターネット広告		18.4%

						チラシ広告		12.0%

						駅構内の電子看板（サイネージ広告）		19.2%

						その他		0.0%

						特に印象に残る広告はない		10.0%

		Q7		あなたは「アドトラック」を見て、ツイッターやフェイスブックやブログ等で書き込みをしたことがありますか。（お答えは1つ）

								％

						自分で書き込みをしたことがある		8.0%

						自分で書き込みをしたことはないが、他の人が書き込んでいるのを見たことがある		25.6%

						自分で書き込んだことはなく、他の人が書き込んでいるのを見たこともない		66.4%

		Q8		あなたは以下車両広告の中でどの車両に広告が貼ってあったら好感が持てますか。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		56.8%

						ビジョン付きトラック		40.8%

						アメリカンバン		16.0%

						スケルトントラック		36.0%

						ロンドンバス		40.0%

						ケーブルカーバス		20.0%

						観光バス		18.8%

						ハマーリムジン		23.6%

						好感が持てる車両はない		6.8%

		Q9-1		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【パチンコ関係】

								％

						とても印象に残る		3.2%

						印象に残る		15.6%

						どちらともいえない		23.6%

						あまり印象に残らない		22.4%

						印象に残らない		35.2%

		Q9-2		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【音楽（アーティスト）関連】

								％

						とても印象に残る		26.0%

						印象に残る		48.8%

						どちらともいえない		15.6%

						あまり印象に残らない		4.8%

						印象に残らない		4.8%

		Q9-3		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【TV、映画告知】

								％

						とても印象に残る		19.2%

						印象に残る		50.8%

						どちらともいえない		20.8%

						あまり印象に残らない		4.0%

						印象に残らない		5.2%

		Q9-4		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【出会い系】

								％

						とても印象に残る		5.2%

						印象に残る		14.8%

						どちらともいえない		28.0%

						あまり印象に残らない		18.4%

						印象に残らない		33.6%

		Q9-5		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【求人情報関係】

								％

						とても印象に残る		4.0%

						印象に残る		16.4%

						どちらともいえない		30.4%

						あまり印象に残らない		24.4%

						印象に残らない		24.8%

		Q9-6		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【新商品告知（音楽を除く）】

								％

						とても印象に残る		8.4%

						印象に残る		29.6%

						どちらともいえない		39.6%

						あまり印象に残らない		10.8%

						印象に残らない		11.6%

		Q9-7		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【キャバクラ・ホスト関連】

								％

						とても印象に残る		3.2%

						印象に残る		14.0%

						どちらともいえない		25.2%

						あまり印象に残らない		22.0%

						印象に残らない		35.6%

		Q9-8		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【アパレル関連】

								％

						とても印象に残る		6.4%

						印象に残る		21.2%

						どちらともいえない		38.0%

						あまり印象に残らない		14.0%

						印象に残らない		20.4%

		Q9-9		あなたはどのような「アドトラック」が走っていたら印象に残りますか。以下の項目について、それぞれどの程度印象に残ると思うかをお答えください。(お答えはそれぞれ1つ）【その他】

								％

						とても印象に残る		0.0%

						印象に残る		50.0%

						どちらともいえない		50.0%

						あまり印象に残らない		0.0%

						印象に残らない		0.0%

		Q11		あなたは「アドトラック」という広告メディアの存在をご存じですか。（お答えは1つ）

								％

						どのようなものか内容まで知っている		12.0%

						どのようなものか内容までは知らないが、聞いたことがある		40.0%

						知らない		48.0%

		Q12		あなたは街に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えはいくつでも）

								％

						インパクトがありそう		82.0%

						記憶に残りそう		39.0%

						内容が理解できそう		11.0%

						親しみやすそう		12.0%

						信頼できそう		3.0%

						説得力がありそう		12.0%

						共感できそう		4.0%

						その他		0.0%

		Q12SQ		実際に「アドトラック」が走ることをどのように思いますか。（お答えは1つ）

								％

						良いと思う		30.0%

						どちらかと言えば良いと思う		42.0%

						どちらでもない		23.0%

						どちらかと言えば良くないと思う		4.0%

						良くないと思う		1.0%

		Q13		あなたが印象に残ると思う広告を全て教えて下さい。（お答えはいくつでも）

								％

						アドトラック		59.0%

						街頭ビジョン		42.0%

						雑誌広告		20.0%

						テレビＣＭ		66.0%

						新聞広告		18.0%

						ラジオＣＭ		16.0%

						電車の中吊り		15.0%

						屋外広告		19.0%

						インターネット広告		25.0%

						チラシ広告		18.0%

						駅構内の電子看板（サイネージ広告）		4.0%

						その他		0.0%

						特に印象に残る広告はない		6.0%

		Q14		あなたが普段行く事のあるスポットをお答えください。（お答えはいくつでも）

								％

						国際通り		55.0%

						沖縄空港		27.0%

						アメリカンビレッジ		41.0%

						コザゲート通り		11.0%

						琉球村		2.0%

						中央パークアベニュー		7.0%

						沖縄コンベンションセンター		15.0%

						牧志公設市場		16.0%

						その他		13.0%









主要駅サーキュレーション

首 都 圏 版主要駅・時間別・利用者数

※運行エリア及びルートは指定していただくことが可能ですが、
指定のない場合でもクライアント様の訴求内容やターゲットを
適正に判断させていただき、効率や効果の高いエリア・ルート
・タイム設定で運行させて頂きます。

※音を流す放送宣伝の場合、都条例により９時～19時迄が
可能です。以降の運行に関しては放送を消しての運行です。

始発〜６時

６時〜７時

７時〜８時

８時〜９時

９時〜１０時

１０時〜１１時

１１時〜１２時

１２時〜１３時

１３時〜１４時

１４時〜１５時

１５時〜１６時

１６時〜１７時

１７時〜１８時

１８時〜１９時

１９時〜２０時

２０時〜２１時

２１時〜２２時

２２時〜２３時

２３時〜始発



データ制作時注意点

【デザイン入稿について】
・デザインは完全データ支給です。
費用に含まれておりませんので、御社支給でお願いします。

※弊社にてデザインを行う場合は、別途費用となります。 (￥10万～１５万程度）

【デザイン制作仕様】
・Adobe Illustrator Ver.CS4 対応

・Adobe Illustrator制作時の注意点
フォント：文字化け防止のため、文字はすべてアウトライン化してください。
オーバープリント：オーバープリントの設定はしないでください。
保存 ：保存形式は.epsまたは.aiでお願いします。また、拡張子は必ずつけてください。
色 ：ＣＭＹＫでの作成をお願いします。

【その他、制作時の注意点】
①入稿の段階で使用ＯＳ、ソフトのバージョンの明記をお願いします。
②画像を埋め込んでいる場合も写真データーの添付をお願いします。
③画面での色と実際出力する色は異なります。
④見え寸から原寸にて周囲100mm内には重要な文字情報やロゴデータを入れない様
にして下さい。



ＡＤトラック事例ご紹介

■自遊空間 ラッピング

■アミューズメントカジノジクー
（カイジコラボラッピング）

■楽天 楽天学割プロモーション



アドトラック部分名称

側面媒体
日本は左側通行の為、ここにメインのコピーを入れて
頂きます。

背面媒体
サブキャッチやスカート同様 期間情報や検索
窓のデザインをして頂きます。
※QRコードの掲出は禁止となります。

スカート
1番歩行者に目に留まる箇所になります。主にイベン
ト期間情報やURL 検索マドをデザインします。

風防
ロゴなどのデザインをして頂けます。
ナンバー上のエンブレムには同じデザインのも
のが入ります。



■アドトアックのご案内

7日間お問合せ下さい
14日間お問合せ下さい
28日間お問合せ下さい
追加1日お問合せ下さい

メディアの仕様

サイズ ：Ｗ8330㎜×Ｈ2360㎜
（側面媒体）

掲載期間： 7日間～

掲載デザイン：原則、御社持込
（弊社にて別途有償にて

制作請負可）

【媒体料金】

※税抜NET価格です。
※完全データ入稿
※制作・取り付け工事込み
※色校正1回込み（2回別途）

お申込み：実施30日前
入稿期限：実施の14営業日前
運航ルート：別途お打合せ致します。

【実施詳細】



運行モデルルート（渋谷）

渋谷ハチ公前交差点



運行モデルルート（原宿）



運行モデルルート（新宿）



運行モデルルート（池袋）



レギュレーション
●ルート

運行ルートは,お客様の希望により事前打合せにて

決定致します。

日にち、時間ごとにエリアを設定することが可能です。

●サンプルルートマップもご用意しております。

※資料参照下さい

●地方出張が伴う場合は、現地調査が必要な場合が

ありますので運行開始の３週間前にはエリア指定を

して下さい。

【ルート上運行できない場所】

・極端な小回りなど、物理的に車両が走行不可な場

所。

●音響（放送宣伝）

スピーカー装置にてBGMやアナウンスを流すこと

ができます。

道路交通法により、85ホーンの音量制限となります。

（道路使用許可申請費用は都内分は含まれていま

す）

放送宣伝時間：午前9時～午後7時迄（都内以外は

午後８時迄）

※内照点灯時間には制限はありません。

●運行時間
基本運行時間は９時間拘束の８時間運行です。
【推奨運行時間】
夏13:00～22:00

冬11:00～20:00
※９時間拘束の中には出庫～帰庫、１時間休
憩を含みます。

●NG行為
・トラックの荷台に人を乗せる。
・トラックやバスを道路上に駐停車しイベントを行

う。
（バスが人の乗降の為に駐停車することは可能です

）
・停留所を歩道や路上に許可無く設置すること。
・夜７時以降に音楽を流しながら宣伝すること。

●データ入稿期限
色校正ありの場合・・・運行開始日の10営業日前ま

で。
色校なしの場合・・・運行開始日の5日営業日前まで

。
※１ 入稿の際は専用のテンプレートの使用をお願い致しま
す。
※２ 色校正1回まで
運行スケジュール・ルート・音源については運行開

始日の ３営業日前までにはご提出をお願い致し
ます。
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