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１. 新潟エリア マーケットについて
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市町村 人口 昼間人口
面積

(㎢)
可住地面積

(㎢)

可住地昼間
人口密度

(/㎢)

1 東京都 23区 9,272,740 12,033,592 618.19 618.19 19,466

2 大阪府 大阪市 2,691,185 3,543,449 223.00 223.00 15,890

3 神奈川県 横浜市 3,724,844 3,416,060 437.38 399.30 8,555

4 愛知県 名古屋市 2,295,638 2,589,799 326.43 315.03 8,221

5 北海道 札幌市 1,952,356 1,959,740 1,121 440 4,452

6 福岡県 福岡市 1,538,681 1,704,218 341.70 230.05 7,408

10 広島県 広島市 1,194,034 1,211,020 905.41 291.70 4,152

12 宮城県 仙台市 1,082,159 1,148,389 785.85 340.97 3,368

15 新潟県 新潟市 810,157 822,469 726.10 670.13 1,227

18 熊本県 熊本市 740,822 756,852 390.32 328.44 2,304

19 岡山県 岡山市 719,474 745,199 789.92 437.47 1,703

20 静岡県 静岡市 704,989 726,136 1,411.93 341.38 2,127

22 鹿児島県 鹿児島市 599,814 608,502 547.21 248.96 2,444

28 愛媛県 松山市 514,865 520,193 429.06 239.92 2,168

29 石川県 金沢市 465,699 502,567 468.22 192.12 2,616

36 富山県 富山市 418,686 442,901 1,241.85 474.49 933

38 香川県 高松市 420,748 435,901 375.14 234.05 1,862

46 長野県 長野市 377,598 391,343 834.85 323.45 1,210

第３次産業

京
浜

東京都 90,418,215 114,787,470

横浜市 11,392,165

川崎市 4,447,401

さいたま市 3,808,033

千葉市 3,193,294

相模原市 1,528,362

近
畿

大阪市 17,386,723 28,963,659

京都市 4,809,354

神戸市 4,781,688

堺市 1,985,894

中京 名古屋市 11,611,118 11,611,118

福
岡

福岡市 7,128,487 9,755,093

北九州市 2,626,606

札幌 札幌市 6,108,926 6,108,926

仙台 仙台市 4,495,701 4,495,701

広島 広島市 4,341,953 4,341,953

新潟 新潟市 2,449,216 2,449,216

静岡 静岡市 2,292,266 2,292,266

岡山 岡山市 2,283,221 2,283,221

熊本 熊本市 2,125,516 2,125,516

浜松 浜松市 2,093,138 2,093,138

東・阪・名・札・福・広・仙、次の拠点都市は？
地域の拠点都市。それは、新潟・静岡・熊本・松山・金沢か？

昼間人口からの考察

◆ 四国地方 松山 520,193人
◆ 北陸地方 金沢 502,567人
◆ 南九州地方 熊本 756,852人
◆ 甲信越地方 新潟 822,469人
◆ 東海地方 静岡 726,136人

第３次産業においては・・

◆ 新潟はエリア的に
広島の次に位置
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新潟県・新潟市とは？

都道府県 人口 GDP 面積

新潟県 2,285,937 人 8,883,972 百万円 12,584.18 km2

新潟市 810,157 人 3,124,630 百万円 726.45 km2

富山県 1,061,273 人 4,566,284 百万円 4,247.61 km2

石川県 1,150,878 人 4,623,028 百万円 4,186.09 km2

福井県 782,411 人 3,211,131 百万円 4,190.40 km2

山梨県 829,708 人 3,365,637 百万円 4,465.27 km2

長野県 2,088,065 人 8,272,256 百万円 13,561.56 km2

新潟県

◆ 日本海に面しており、中部地方、北陸地方

関東甲信越地方などに分類される。

◆ 県内は地理的観点から一般的に上越地方、中越地方、

下越地方、佐渡地方の4地域に大きく分けられる。

◆ 面積は東京都の約5.74倍で47都道府県で第5位。東西南北に５幹線

の高速道路網が整備されている。

◆ 県外からの流入は、上越新幹線、北陸新幹線の他、高速バス、新潟空港。
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新潟市は大河信濃川の河口に位置した
日本海側唯一の政令指定都市。
新潟市

◆ 新潟県の県庁所在地。

◆ 本州日本海側唯一の政令指定都市であり広大な可住地面積を持つ。

◆ 大規模農業の改革拠点として国家戦略特区に指定されている。

◆ 新潟市内にはバイパス網が発達していることで知られる

◆ 萬代橋、NEXT21、朱鷺メッセ、デンカビッグスワンスタジアム、新潟日報

メディアシップがシンボル的存在となっている。
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２. 新潟エリア 交通メディア媒体について
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輸送人員

年間 日別

一般乗合（バス） 42,322千人 115,951人

一般乗用(ハイヤー，タク
シー) 

16,374千人 44,860人

東日本旅客鉄道㈱ 管内計 58,408千人 160,022人

新潟駅 37,472人

長岡駅 11,824人

北越急行㈱ 管内計 1,271千人 3,482人

えちごトキめき鉄道㈱ 管内計 4,018千人 11,008人

港湾 計 2,855千人 7,823人

新潟港 1,331千人 3,647人

直江津港 103千人 282人

両津港 1,227千人 3,362人

小木港 104千人 285人

岩船港 48千人 132人

寺泊港 31千人 85人

赤泊港 10千人 27人

二見港 1千人 4人

新潟空港 総 数 1,124千人 3,079人

乗 客 561千人 1,537人

降 客 563千人 1,542人

◆ 県内の主な交通機関は、鉄道、バス、タクシー、船、航空

◆ JRが最も利用者数が多いが、路線バスの利用者もそれに匹敵する利用者がある。

◆ 新潟駅の乗車人数は一日約3.7万人 ※現在、駅舎建て替え工事中

新潟の交通機関の概況
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新潟交通の路線バス走行エリアは、
新潟県北部を占める下越地方と佐渡島で
新潟市を中心に約530台走行。
エリア人口は約120万人です。
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主に新潟市内に
約400台の
路線バスが、
市民と共に
走っています
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■マルチワイド広告

⇒ 掲出費：年間120万円

通勤や仕事で車を多く使用する新潟では
走る大きな看板『ラッピング広告』が
効果的です。

ボディ全面を使用した
バス最大の広告です
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バス車道側の広告板。
安価のため多数台での
掲出が効果的です。

■側面大型広告

⇒掲出費：年間6万円（1台）
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市内中心部を起点とした中心循環路線や
郊外線、世界遺産登録も期待される
佐渡島等、生活の足の接点として
バス車内広告は利用されています。

■車内窓上B3ポスター広告
（新潟市内７営業所掲出）

⇒掲出費：266,000円/10日/380台
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全県告知バス広告について
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新潟県内の路線バスは、約900台走行。
上中下越の地区ごとに、3社で走行しており
ほぼバス広告対応可能です。

管轄エリア人口：約120万人
定期路線バス台数：約530台

管轄エリア人口：約70万人
定期路線バス台数：約350台

管轄エリア人口：約30万人
定期路線バス台数：約100台
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◆掲出場所 バス車内窓上

◆サイズ B3横

◆掲出料金 1枚＠700円（1期）

新潟県全定期路線バス
最大掲出枚数900枚（1台1枚掲出）

【掲出料】 1期（10日間）

￥630,000-（税別）

■新潟県 全定期路線バス
車内窓上ポスター

※ポスター支給。厚さは135ｋｇ相当でお願いします。

※申込枚数の5％程度を予備としてご用意ください。

※QRコード不可。

※ポスターデザイン・印刷が必要な場合は別途費用。
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【掲出料】 1ヶ月（30台）

￥540,000-（税別）

【製作費】600,000 円（30台税別）

【新潟交通】 新潟市内：15台
【越後交通】 長岡市内：10台
【頸城自動車】上越市内： 5台

■新潟県内路線バス 戸袋ステッカー広告
《30台セット》

◆掲出場所 県内各バス事業社路線バス乗降口横・戸袋窓部分

◆サイズ＝ 800ｍｍ×800ｍｍ～1,000mm×1,000mm （車輌により変動あり）

※製作費には施工・撤去費を含みます ※インクジェットプリント（再剥離）を外側から貼ります。

※広告デザインについてはデータ入稿をお願いいたします ※掲出に際し、クライアント審査及びデザイン審査があります。

※デザインは1種類統一でお願いします。 ※掲出は1ヶ月単位です。最長1年まで掲出可能です。 ※掲出可能数は1セットとなり、掲出営業所はの指定はできません。
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長岡まつり
大花火大会
来場者数：108万人 (2019年度）

FUJI ROCK 
FESTIVAL
来場者数：13万人 (2019年度）

冬は首都圏直近スキー場大国 来場者数：314万人 (2019年度）

【越後交通】 新潟県中越地区の主なイベント
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上越市
謙信公祭
来場者数： 20万人以上

（2日間）

高田城址公園
大観桜会
来場者数： 70万人以上

【頸城自動車】新潟県上越地区の主なイベント
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今年7月、国内外の店舗で最大級の
『無印良品』が上越市にオープン！

2020年7月20日、新潟県上越市の直江津ショッピングセンター（運営：頸城自動車グループ）
に「無印良品 直江津」がオープン。全国の無印良品の店舗のなかではトップクラスの約5千平方
メートルの広さと「初」「唯一」が多数ある店舗で地元だけでなく新潟県全土や隣県体や首都圏
都市などからも多数来場されております。
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２. 新潟エリア プロモーションについて
～新潟市万代シテイ～
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JR 新潟駅

BANDAI 
CITY

新潟駅から徒歩8分に位置する
県内随一の商業集積地「万代シテイ」
商圏は県内全域220万人です。
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新潟日報メディアシップ

地元新聞社新潟日報の本社ビル
オフィスだけでなく、文化芸術や展
望フロアも備えた商業オフィスビル
（2013～）

BANDAI CITY

ラブラ万代・ラブラ２

LoFtやMUJI等の雑貨をはじめ、ユ
ニクロ・GU、H&MやZARA等ファス
トファッションおよび『NGT48劇場』
も備えるららぽーと系列の商業ビル
（LL万代/2007～、

LL2/2013～）

ビルボードプレイス/BP2

集客力のある大型セレクトショップを
取りそろえた高感度専門店複合施
設。BP2には新潟市アニメマンガ・
あにめ情報館や映画館を備え、カ
ルチャー情報を発信
（BP/1996～、BP2/2001～）

新潟伊勢丹

新潟県内随一にして唯一の百貨
店。ラグジュアリーブランドやセレクト
ショップ等、専門店が集積する新潟
県を代表する百貨店（1984～）

アクロス新潟

人気セレクトショップやストリー
トブランド等が集積。
（2008～）

万代シテイエリア内の中心となる
バスターミナル。路線バスの他、県
内高速バス8路線の発着地で県
内全域および福島会津地方や
山形庄内地区から集客。1Fには
TVで有名になった『バスセンター
のカレー』がある。
※現在リニューアル工事中。

万代シテイバスセンター
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【主な施設】

万代シテイバスセンタービル
新潟市近郊・郊外の路線バスが多数発着、県外線の高速バスはすべてバスセンター発着
2階屋上は人工地盤を利用した広場「万代シテイパーク」で、各種イベントが開催

LoveLa Bandai（43店舗）

紀伊國屋書店、新潟ロフト、UNIQLO、GU、TONI＆GUY NIIGATA、SPC、ザ・スーツカンパニー、Franc franc、
無印良品、THE BODY SHOP、GAP／GAP KIDS、GODIVA、INDEX、イオンスタイル

LoveLa２（41店舗）

NGT48劇場、上島珈琲店、JINS、niko and...、studio CLIP、SEVENDAYS＝SUNDAY、coen、
mont-bell、サーティワンアイスクリーム、UNITED ARROWS green label relazing、
URBAN RESEARCH DOORS、H&M、ZARA、Bershka

万代シルバーホテル
新潟交通グループのシティホテル。同ビル１Fにはマクドナルドやミスタードーナッツが入る

万代シネモールビル
WEGO、NEXS、飲食店等

新潟伊勢丹
県内唯一の百貨店。ルイ・ヴィトン、シャネル、ティファニー、エルメス、グッチ、ロレックス etc.

万代シテイビルボードプレイス
シップス、トゥモローランド、ユナイテッドアローズ、マリメッコ、ディズニーストア、ジョンブル、ムラサキスポーツ、
ヴィレッジヴァンガード、島村楽器フリークスストア、リンツショコラカフェ、幸せのパンケーキ

BP2（万代シテイビルボードプレイス2）
FM-NIIGATAサテライトスタジオ、新潟市マンガ・アニメ情報館、シネマコンプレックス「T・JOY新潟万代」

アクロスニイガタ
BEAMS、Champion、The North Face、X-Large、X-girl

新潟・市民映画館シネ・ウインド

交通 JR新潟駅万代口より徒歩約8分

駐車場 エリア内計4,500台収容

BANDAI CITY
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バスセンター２Fの
空間人口約1万人

■新潟市商店街連盟発表：令和元年度歩行者通行量調査データより 2019.10.19(土) 10時～19時調査 天候・雨時々強い雨

新潟市内の

歩行者通行量
１,3,4位の

地点を有する
『万代シテイ』

4位
9,743人

3位
11,088人

1位
16,155人

BANDAI CITY
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※通行する歩行者数をau携帯のGPS電波で測定。

KDDI Location Analyzer

万代シテイエリアの祝休日の

一日あたりの通行人口は約10万人で

滞在人口は約２万５千人。

2020年
9/20（日）
歩行者数

5,841人6,475人

7,566人

4,079人3,097人

5,731人

BANDAI CITY
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万代シテイでは、様々なイベントが開催されています

【万代シテイ イベント動員数一例】

■万代アースフェスタ ２０１９年５月 ３日間計 約10万人

■万代ファミリーフェスタ ２０１９年６月 ２日間計 約５万８千人

■NSTまつり ２０１９年９月 ２日間計 約４万７千人

BANDAI CITY
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■万代シテイ バスセンター
エスカネージ

⇒ 掲出費：月額８万円（30秒）

５万円（15秒）

下りエスカレーター
進行の目前に広がる、
大画面110インチの
デジタルサイネージ。
下りのみでも
月間約11万人に
強制視認！
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■万代シテイバスセンター
通り柱ポスターボード
⇒ 掲出費：5,000円（1枚10日間）

新潟伊勢丹へ向かう通りに面した、
連貼り可能の柱ポスターボード。
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2021年秋、
万代シテイバスセンターは
リニューアルオープン

COMING SOON …

https://bandaicity.com/
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■マスメディアを有する商店街として

・パブリシティや告知CM

・商店街WEBやSNSの活用

⇒万代シテイLINE 約5,700ID

⇒万代シテイTwitter 約5,500フォロワー

⇒万代シテイHP

万代シテイHP

万代シテイLINE万代シテイTwitter

万代シテイでのプロモーションに対して、
弊社がお手伝いいたします

■イベントの申請/設営/運営等

■広告代理店として

メディアプランニングや

メディアリンク
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お申込みはジャオダックで

http://ad-shinko.jp/

お問い合わせは

025（245）3211
（株）新交企画 交通媒体課

榎本・小川まで

http://ad-shinko.jp/

