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全国の縮図として、
機械式ペイテレビ接触率調査を
実施

１週間のリーチ 86.73%
平均接触率 5.19%
（5-29時） 　（2016年6月調査）

毎週約920万世帯にリーチしているメディアであり、
24時間、平均すると常時約55万世帯が

見ていることになります。

つまり、約20％の世帯で
視聴可能

1,061万世帯

ペイテレビ加入世帯

（ＣＡＢ-Ｊ調べ、WOWOWの契約は除く）

ペイテレビ普及率

全国の世帯の

約20％

視聴量シェア

＊機械式ペイテレビ接触率調査2016年6月度調査※ＷＯＷＯＷを除いたペイテレビ加入
　世帯数を基に推計

ペイテレビの広告費

¥

¥ ¥テレビ全体の
3.2% の視聴量
（20%×16.2%）× =

地上波の広告費に
換算すると…

実際は…

＊CAB-J調べ広告費2015

＊2015年（平成27年）
日本の広告費（電通調べ）を元に

CAB-J集計

207.8億円

1兆9,323億円

(ポテンシャル）

600億円以上
の可能性

テレビの広告費 ペイテレビの広告市場

実際は…
207.8億円

1兆9,323億円 600億円以上
の可能性

ペイテレビ
計

16.2%

地上波
計

78.6%

衛星・
無料放送
計

5.2%

接触率はペイテレビ加入世帯の中のパーセンテージであり、他の媒体の数値と単純に比較することはできません。そこで、接触率（％）より実視聴世帯数の推計値
を算出し、全国メディアであるペイテレビの媒体力を示してみました。また、同じテレビを使った地上波や無料BSを含む全テレビ放送の中でのペイテレビの視聴シェ
アより、ペイテレビ全体の広告価値を金額換算してみました。

全国のペイテレビ視聴可能世帯数は？

ペイテレビ広告市場のポテンシャルは？

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/
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■ ペイテレビ計

■ 無料BS計

■ 地上波計

 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00

 4.34 5.37 6.66 7.55 9.22 9.94 10.56 10.70 12.10 12.71 13.25 13.98 14.67 15.99 13.81 14.57 14.91 12.98 13.15 10.55 7.97 5.56 4.06 3.72

 1.34 1.95 8.87 3.55 3.13 3.63 3.24 3.06 3.57 3.54 3.36 3.78 3.84 4.80 5.77 6.47 5.51 4.45 3.58 2.32 1.32 0.83 0.70 1.03

 20.39 45.68 60.50 58.71 44.98 33.44 33.54 39.58 37.14 32.20 33.02 35.77 43.99 54.95 63.83 64.46 64.10 59.82 48.74 30.76 16.11 8.45 5.13 6.89

90%

60%

30%

0%

ペイテレビは11時～24時までまんべんなく視聴されています。

0%

■ ペイテレビ契約世帯　平均年収：717万円　　■ 個人全体　平均年収：658万円
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2,000万円
以上

27.3

1,500～
2,000万円未満

26.7

1,000～
1,500万円未満

25.5

800～
1,000万円未満

23.4

600～
800万円未満

21.8

400～
600万円未満

18.9

200～
400万円未満

17.7

200万円未満

15.5

全体平均

20.6

ペイテレビは収入の多い世帯に
支持されています

地上波、無料BS放送を含めた3波のテレビメディア全体の中に占めるペイテレビ視聴のシェアは高く、お昼から深夜にかけてひろく視聴されています。

世帯年収別にペイテレビの加入状況を見ると、下図のようになります。
世帯年収が多いほど加入率も高まり、1,000万円以上の世帯から、その加入率は25％を超えています。ペイテレビは収入の多い方によく視聴されています。

●調査内容	 ：	 調査対象の世帯及び世帯内個人の専門チャンネル視聴状況
●調査地域	 ：	 関東（東京３０ｋｍ圏）、関西（２府３県主要地域）
●調査週	 ：	 偶数月の第１日曜日の次の月曜日より連続する２週間（年間12週）
●調査対象世帯	 ：	 直接受信及びＣＡＴＶ経由により専門チャンネル視聴可能な世帯
	 	 ※有料放送のうち、BS放送の「WOWOW」「スターチャンネル」のみ
	 	 視聴可能な世帯は対象外とする
●調査対象者	 ：	 調査対象世帯、及び４才以上の世帯内個人
	 	 ※但し、付帯調査は１３才以上の世帯内個人を対象とする
●設計標本数	 ：	 関東、関西地区　計６００世帯
●標本抽出法	 ：	 調査地域において、訪問・協力依頼方式により母集団調査を実施
	 	 母集団調査で得られた情報に基づき地区、
	 	 受信経路等を割付し調査対象世帯を抽出
●標本管理	 ：	 標本ローテーション入替を実施
	 			（初期サンプルを除き、協力依頼期間は最長２年間）

●調査方法	 ：	 音声マッチングによる機械式調査
	 	 押しボタンによって個人接触を測定
●調査対象テレビ	：	 専門チャンネル視聴可能なテレビ受像機、最大３台まで
●集計対象	 ：	【全局計】…測定対象の全局計
	 	 【地上波計】…測定対象の地上波局計
	 	 【衛星・無料放送計】…測定対象の公共放送・無料放送のＢＳ局計
	 	 〈専門チャンネル〉
	 	 【ペイテレビ計】…測定対象の有料専門チャンネル約６０ｃｈ計
	 	 【ジャンル別計】…ＣＡＢ-Ｊに加盟しているチャンネルのジャンル別計
	 	 【ペイテレビ個別チャンネル】…調査参加の各チャンネル
●最小データ単位	 ：	 毎５分データ

〈機械式ペイテレビ接触率調査データ〉 2016年2月～6月平均　毎60分平均到達率に基づく　接触判定条件：５分

〈ビデオリサーチ・ACR/ex2015年調査データ〉 全国7地区ウエイト平均（エリア内推定人口）：ビデオリサーチの生活者を全体的に捉えるデータベース

プラットホーム別世帯到達率（週平均）の時間帯推移

世帯年収別ペイテレビ加入率

機械式ペイテレビ接触率調査　調査概要

ペイテレビ加入者は、年収が高く生活にゆとりがある

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

平均世帯年収
■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

400

642

717

500 600 700 800（万円）

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

世帯の金融資産額

0

1,055

1,220

500 1,000 1,500（万円）

今の生活を
楽しむために

お金を使う方だ

30

51.6

58.9

50 70（％）

75万円多い 165万円多い

ペイテレビの視聴者属性の特徴は？ ※ MVP/ex（ビデオリサーチのテレビ関連調査）

（MVP/ex2015 ※）

ペイテレビ加入者は広告をきちんと見て、ネットなどでさらに情報収集をする。新しいモノ好きなひとたちにもリーチできる媒体！

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

広告についての意識

0

興味のある商品の
広告は見る

76.7
70.6

広告は
よく見るほう

61.4
54.6

広告は買い物をする際に
大いに役立っている

60.2
55.8

広告を見てインターネットで
関連サイトを確認する

ことがよくある

55.8
50.1

情報収集に
熱心なほう

35.5
32.5

家族や友人とテレビCMのことを
よく話題にする

24.2
19.5

テレビCMが実生活に
役立つことが多い

23.1
18.3

20 40 60 80 100（％）

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

特に、新製品や新情報に強い関心を持っている。
人気や流行を知るために広告を活用している！

0

新製品には
興味がある

人気や流行を
知るために、広告には
大いに関心がある

最新の情報は
いち早く入手したい

20 40 60（％）10 30 50

51.2
46.7

45.9
41.9

32.4
29.5

（MVP/ex2015 ※）

（MVP/ex2015 ※）

テレビをたくさん見ていてＣＭへの接触チャンスも多い。ペイテレビを集中して見て、ＣＭもチャンネルを変えずに見ている様子

（機械式ペイテレビ接触率 個人付帯調査データ  2016年6月）

1日あたりのテレビ視聴時間（平均）

テレビCMを
よく見るほうだ

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

■ ペイテレビ
■ 民放地上波放送

●テレビの見方

今のTVは
自分にとって
楽しめる

39.7

33.3

86.9

79.3

（MVP/ex2015 ※） テレビに関する意識 （MVP/ex2015 ※）

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

3時間15分

4時間5分

0 20 40 60 80 100（％）

視聴態度がよく、
ＣＭになっても

チャンネルを変えない
テレビ視聴
時間が長い

0 10 20 30（％）

ＣＭになると
チャンネルを

変えることが多い

集中して
見ている
ことが多い

10.78
10.04

4.22
22.49

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/
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【分 析 事 例 ① 子育て世帯が見ているアニメ 】
おかしなガムボール（海外アニメ！カートゥーン ネットワーク）
２D、パペット、実写などの異なるアニメーション技法を組み合わせた、カートゥーン	ネットワークオリジナルの人気ア
ニメーションシリーズ。主人公は青いネコの少年“ガムボール”。母は同じくネコですが、父と妹はウサギ、そして親友
は進化した金魚だった・・・。ハチャメチャな設定のキャラクターたちが、実写の街「エルモア」を舞台に、次から次へ
と笑いを振りまきます。

※2016年2～6月に平日18時台に5分以上カートゥーン ネットワークを視聴した13才以上の個人（n=38）のスコアが個人全体より高い項目

　　　　　 　　　　　　　　 家族で見ることが多い 
番組を見ているときは、チャンネルをあまり変えない 
主にリアルタイムで視聴している 

CS/BSペイテレビを…

　　　　　　　　　  広告は買物をする際に大いに役立っている  
興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている   
広告について…

　　　　　　　　　　　育児・ベビー用品  スポーツ用品 
知育・学習・受験のための通信教育  
関心商品広告は…

今の生活を楽しむために
お金を使うほうだ

栄養のバランスを考えて
献立を作っている

人生を有意義に過ごしたいと考えている 
定期的にスポーツ・運動をしている  
休日は外出する事が多い 

『おかしなガムボール』TM	&	©	2016	Cartoon	Network.

2016年2-6月調査平均（％） （％）

※祝日は平日から除く

CAB-Jでは、CS/BSペイテレビで特徴的な４つの「世帯ターゲット」を設定し、アドバタイザーにご出稿頂ける有用なメディアであることを表していき
ます。番組接触者の世帯／個人プロファイルを鮮明に描けるよう、機械式ペイテレビ接触率調査では、性・年齢はもとより世帯年収や所有商品など
のデモグラフック項目と、購買意識や価値観などのサイコグラフィック項目も測定しています。

ターゲット世帯ごとの接触状況を機械式データで測定

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計世帯数：2015年ペイテレビ契約世帯数を用い、CAB-Jの推奨する計算式に基づいて算出。
見ている番組：各チャンネルの最高値でソート、集計期間は2016年2月8日（月）～6月19日（日）
欲しい商品・関心広告：各ターゲット世帯がそれぞれの商品・サービスを欲しい／関心があると回答した割合。
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示。

「*」印は個人付帯調査データ
（対象：13才以上）を世帯集計
集計期間は2016年6月6日（月）～
6月19日（日）

【エグゼクティブ世帯】：経営･管理職がいる世帯	
【子育て世帯】：小学生がいる世帯
【年収1,000万円以上世帯】：世帯年収1,000万円以上の世帯	
【シニアあり世帯】：60才以上がいる世帯

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

視聴者プロファイル 4つの世帯ターゲット 分析事例─①「おかしなガムボール」

子育て世帯の「おかしなガムボール」接触率

0～3才の
乳幼児あり

5,000世帯

4才以上の
未就学児あり

9,000世帯

小学生あり

39,000世帯

中学生あり

19,000世帯

高校生あり

11,000世帯

平均接触世帯数

※ 公益財団法人東京動物園協会発表平成２６年度の月別入園者数より算出

10,761,648世帯
（2015年MDBより）

×

ペイテレビ
視聴可能世帯

21.26％ ×

「子育て世帯」の
シェア

13.91％
（4～6月 4週間の累積）

「子育て世帯」の
18時台「ガムボール」

累積到達率

＝318,200世帯
上野動物園の月間入場者数約30.8万人※を
上回る人数！約32万って・・・？

18時台の「おかしなガムボール」視聴状況 約31.8万の子育て世帯が18時台に「おかしなガムボール」を見ている！

「おかしなガムボール」の視聴者って・・・

月 火 水 木 金 土 日
7時 - - - - - 1.08 0.74
8時 0.17 0.27 0.29 0.18 0.17 - -
9時 - - - - - - -

10時 - - - - - 0.71 0.26
11時 - - - - - - -
12時 0.57 0.25 0.34 0.18 0.21 1.17 0.62
13時 - - - - - - -
14時 - - - - - - -
15時 1.08 0.85 0.65 0.61 0.62 - -
16時 - - - - - - -
17時 - - - - - 0.84 0.53
18時 1.40 2.62 1.50 1.36 1.50 - -
19時 - - - - 0.33 - -

祝日
7時 -
8時 2.39
9時 2.27
10時 2.88
11時 3.19
12時 2.64
13時 2.03
14時 2.76
15時 3.74
16時 3.31
17時 4.60
18時 3.25
19時 -

ちなみに、祝日に
放送された一挙放送は
高い接触率を
獲得している！

事前の告知も奏功！

子育て世帯が
「おかしなガムボール」
を見ているのは、
18時台が多い！

エグゼクティブ世帯（推計世帯数：2,206,100世帯）

見ている番組 チャンネル

ATPテニス・バルセロナ・オープン GAORA	SPORTS

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

プロ野球中継	中日×阪神 J	SPORTS	2

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

高級腕時計 41.2（+18.0pt）

高級バッグ・靴 29.8（+10.0pt）

別荘・リゾートマンション 24.6（+8.2pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

スマートフォン 57.0（+14.9pt）

タブレット型端末 39.5（+14.1pt）

音楽ソフト 45.6（+13.7pt）

収入に余裕のある世帯に届けるには？

年収1,000万円以上世帯（推計世帯数：2,413,700世帯）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

LAW	&	ORDER:	犯罪心理捜査班4 スーパー！ドラマTV

名探偵コナン アニマックス

おかしなガムボール カートゥーンネットワーク

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

高級腕時計 32.9（+9.6pt）

海外旅行 58.0（+8.0pt）

４Ｋテレビ 35.0（+6.3pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

海外旅行案内 57.3（+10.9pt）

住宅・マンションなどの不動産 29.4（+6.5pt）

銀行・証券・投資信託 20.3（+6.2pt）

購買力のある層に届けるには？

子育て世帯（推計世帯数：2,313,800世帯）

見ている番組 チャンネル

怪奇ゾーン	グラビティフォールズ ディズニー・チャンネル

おかしなガムボール	 カートゥーンネットワーク

ケロロ軍曹	3rdシーズン アニマックス

クレヨンしんちゃん	 テレ朝チャンネル1

劇場版｢名探偵コナン	銀翼の奇術師（マジシャン）｣ キッズステーション

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

１ＢＯＸワゴン・ミニバン 20.0（+6.1pt）

資格修得・語学学習 27.5（+5.3pt）

家庭用テレビゲーム 24.2（+3.8pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

学習塾 32.5（+19.7pt）

レジャー施設（遊園地など） 50.0（+14.3pt）

育児・ベビー用品 20.8（+8.8pt）

小学生の子どもの親に届けたいときは？

シニアあり世帯（推計世帯数：4,179,100世帯）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

剣客商売2 時代劇専門チャンネル

プロ野球中継	阪神×DeNA スカイA

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

投資信託 9.4（+2.5pt）

マンション 14.3（+2.4pt）

株式（ミニ株含む） 15.2（+2.2pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

特定保健用食品 34.4（+5.7pt）

銀行・証券・投資信託 19.6（+5.6pt）

国内旅行案内 65.2（+4.6pt）

男女60才以上がいる世帯に届けたいときは？

平均世帯年収
1169.7万円

平均世帯年収
1408.7万円

平均世帯年収
825.8万円

平均世帯年収
722.1万円
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CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

視聴者プロファイル 14の個人ターゲット 分析事例─②「ゴルフ中継」

個人ターゲットの活用で効率の良い出稿計画が策定できます
CAB-Jでは、新たに14の代表的な「個人ターゲット」を設定し、アドバタイザーにご出稿頂ける有用なメディアであることを世帯同様に表していきま
す。多数のデモグラフック項目とサイコグラフィック項目を掛け合わせて、より精緻なプロファイルを描くことで、アドバタイザーが求める広告ターゲット
によりフィットした個人ターゲットを設定することが可能です。14の個人ターゲットの活用で効率のよい出稿計画が策定できます。

テレビ通販ユーザー（推計人数：9,590,700人）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

ATPテニス･バルセロナ・オープン GAORA	SPORTS

鬼平犯科帳1 時代劇専門チャンネル

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

意 識 ％ （全体比）

欲しいものがあれば通信販売（ネット除く）を使える 68.6	（+29.0pt）

広告は買物をする際に大いに役立っている 68.4	（+26.1pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 77.8	（+25.3pt）

人生を有意義に過ごしたいと考えている 94.6	（+21.4pt）

テレビショッピングで販売したい商品に！

年齢層

白物家電が欲しい（推計人数：5,808,500人）

見ている番組 チャンネル

剣客商売3 時代劇専門チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×楽天 日テレジータス

にっぽん百名山	大峰山 チャンネル銀河

ドックはおもちゃドクター ディズニー・チャンネル

ほんとにあった!呪いのビデオ50 ファミリー劇場

白物家電の新商品認知や商品理解に

年齢層

意 識 ％ （全体比）

広告は買物をする際に大いに役立っている 72.7	（+30.4pt）

栄養のバランスを考えて献立を作っている 64.2	（+29.2pt）

塩分のとり過ぎに注意している 69.2	（+28.5pt）

料理のレパートリーを広げるよう努力している 57.3	（+28.0pt）

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計世帯数：2015年ペイテレビ契約世帯数を用い、CAB-Jの推奨する計算式に基づいて算出。
見ている番組：各チャンネルの最高値でソート、集計期間は2016年2月8日（月）～6月19日（日）
欲しい商品・関心広告・意識：各ターゲットがそれぞれの商品・サービスを欲しい／関心がある／意識に該当すると回答した割合。
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示。
プロファイルデータは13才以上の付帯調査協力者に絞り込んで集計
集計期間は2016年6月6日（月）～6月19日（日）

【分 析 事 例 ② 】
人気コンテンツのひとつ、ゴルフ中継番組
10チャンネルで年間700本以上※の番組を放送し、ゴルフファンの支持を集めています。
「国産車」や「金融商品」に関心がある方を中心に接触率も毎年上昇中です。

【集計対象チャンネル】
ＧＡＯＲＡ ＳＰＯＲＴＳ／ゴルフネットワーク／
日テレジータス／スカイＡ／テレ朝チャンネル２／
ＴＢＳチャンネル１／ＴＢＳチャンネル２／
フジテレビＯＮＥ／フジテレビＮＥＸＴ／
ＦＯＸスポーツ＆エンターテイメント

ゴルフ番組平均接触率の推移 ゴルフ中継番組数

※集計対象番組：ゴルフ大会の
中継番組（録画含む）と、ダイジェストや直前番組

※各年度4月～翌年2月調査までの平均値2013年 2014年 2015年

271
283

374
464

279

447

■ダイジェスト・直前番組等
■ゴルフ大会中継番組　　　

2013年 2014年 2015年

2013年の
129%2013年の

118%

土日午前の番組リーチと平均視聴時間番組平均接触率 ※判定条件：各番組5分以上

2013年

■土日午前
■その他枠の中継

2014年 2015年 2013年 2014年 2015年
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土日朝の中継は
接触率が増加傾向！

リーチ・視聴分数ともに増加！

　しっかり見るゴルフファンが
広がっている！

2013年の
177%

● リーチ　■平均視聴分数

※2015年10月～2016年8月に放送された日本国内・米国ツアーの生中継番組（男女）
※4週リーチは、2016年4月～6月に放送された番組いずれか5分以上リーチより。CAB-Jの計算式に従って全国推計
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個人ターゲット別接触者数

４週リーチ
約36.7万人が見た！

４週リーチ
約29.3万人が見た！

ゴルフ中継番組の接触率が高まっています！ 2年前の約1.3倍！

特に土日午前中に放送される１番ホール中継なども習慣化に効果あり！

国産車に関心がある人や金融商品が欲しい人によく見られている！● トレンド先取り層
関心がある広告 ％ （全体比）

身のまわり品（衣類） 56.3	（+25.3pt）

化粧品 39.8	（+18.6pt）

身のまわり品（宝飾品等の装身具） 20.5	（+11.2pt）

● 輸入車関心層
意 識 ％ （全体比）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 81.2	（+34.1pt）

新製品には興味がある 76.7	（+32.1pt）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 89.5	（+30.6pt）

● 流行追っかけ層
関心がある広告 ％ （全体比）

化粧品 27.4	（+6.2pt）

国内旅行案内 38.9	（+5.8pt）

身のまわり品（衣類） 36.2	（+5.3pt）

● 海外旅行好き
意 識 ％ （全体比）

テレビの海外報道に関心がある 65.0	（+30.1pt）

英語を学んでみたいと思う（現在学んでいる） 67.0	（+28.8pt）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 83.9	（+25.0pt）

● 国内旅行好き
意 識 ％ （全体比）

自分の健康に強い関心がある 79.4	（+22.3pt）

今の生活を楽しむためにお金を使うほうだ 73.6	（+19.9pt）

広告は買物をする際に大いに役立っている 61.2	（+18.9pt）

● 不動産関心層
意 識 ％ （全体比）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 71.2	（+24.1pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 73.1	（+23.6pt）

新製品には興味がある 73.4	（+23.3pt）

● ＰＣ・ＡＶ機器が欲しい
意 識 ％ （全体比）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 80.1	（+21.2pt）

今の生活を楽しむためにお金を使うほうだ 71.6	（+17.8pt）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 63.4	（+16.3pt）

● アルコール関心層
意 識 ％ （全体比）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 76.8	（+24.3pt）

新製品には興味がある 72.6	（+22.4pt）

一度好きになったブランドは長い間好き 64.5	（+18.2pt）

● 美容関心層（女性）
欲しい商品・サービス ％ （全体比）

エステ 14.2	（+7.6pt）

美顔器 13.6	（+7.4pt）

海外旅行 35.2	（+6.2pt）

● 健康関心層
意 識 ％ （全体比）

自分自身を向上させる努力をしている 69.7	（+18.4pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 70.7	（+18.2pt）

新製品には興味がある 66.7	（+16.5pt）

国産車関心層（推計人数：4,772,800人）

見ている番組 チャンネル

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

ほんとにあった!呪いのビデオ41 ファミリー劇場

プロ野球中継	広島×オリックス J	SPORTS	1

プロ野球中継オープン戦	巨人×広島 日テレジータス

名車再生! -BMW	M5 ディスカバリーチャンネル

意 識 ％ （全体比）

新製品には興味がある 78.4	（+28.2pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 79.3	（+26.9pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 75.1	（+25.7pt）

性能・機能中心で選ぶ 69.5	（+24.0pt）

積極的に情報を取りに行く 46.5	（+23.9pt）

国産車の認知や理解促進に！

年齢層

金融商品が欲しい（推計人数：2,296,400人）

見ている番組 チャンネル

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

［映］ワンピース-麦わらチェイス- アニマックス

半藤一利が語る“昭和史”	 ヒストリーチャンネル

プロ野球中継	広島×オリックス J	SPORTS	1

ドックはおもちゃドクター ディズニー・チャンネル

意 識 ％ （全体比）

預金や投資の際には金利を気にするほうだ 71.2	（+39.5pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 83.7	（+34.2pt）

テレビの海外報道に関心がある 66.4	（+31.5pt）

金融機関の商品やサービスの内容について調べる 39.4	（+31.0pt）

金融商品に関心があるリッチ層向けに

年齢層

スカイＡ	ゴルフシリーズ2016
マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント	©	ABC


