視線予測サービス（ＶＡＳ）
デザイン・レイアウト 視覚化サービス

お客様に響く言葉を考えるのは大切。
でも、
「そもそもそこ、見られてる？」に気づくことが、
もっと大切です。

OOH

店頭

交通広告を出してみたが、
歩きスマホの歩行者に
きちんと見られて
いるんだろうか…？

うちの商品より、
隣のパッケージの方が
なんとなく目立っている
気がする…

Webサイト
何時間もかけて
作ったサイトなのに、
コンバージョンが
全く上がらない…

POP

ポスター

いくら棚割りが小さくても、
こんな大きさのPOP、
本当に買い物客の
目に入るのか…？

頑張って、凝って
作られたデザインだが、
肝心な告知内容が
目に入ってこない…？

お客様は、いったい広告のどこを見て買ったのか。
実際のところは分からない…は本当か？
マーケティング研究室

「VAS」とは？

広告や各種制作物を見たときに、
「人の目がどこにいくか」を分析するサービスです。

手間をかけて作ったダイレクトメールやチラシ、商品
陳列やWebサイト。でも、
どこが見られているのか、
どんな表現が刺さったのか…いずれも、反応から大
まかに予想することしかできません。
でももし、お客様がどこに注目して、
どこが全く無視
されているかを、予め正確に測定できるしくみがあっ
たら…？
「せっかく何時間もかけて作った広告なのに、見当
違いの所ばかり見られている…」痛恨のミスを未然
に防ぐ、新たなサービスの登場です。

V
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見られているゾーンから視線の順番まで、3つの分析
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（ヒートマップ）

（リージョンマップ）

（視線トラッキングチャート）

それぞれの場所は、
どれほど注目されているか？

特に集中して見られて
いる部分はどこか？

視線はどこで止まり、
どのように動いていくか？

「VAS」の活用方法
●デザインの判断基準に
今までは担当者やデザイナーの経験値
で判断してきたデザインの善し悪しを視
覚化できます。
パートナーのデザイン提案の判断基準
に。または提案時の説得材料に活用でき
ます。

案2
案1

案3

●広告の改善に
VASは定額制で、期間中は何度でも使
用できます。
費用と時間がかかる通常のアイトラッキ
ングでは解析が難しい、ポスターなどの
広告制作物を、ラフの段階から解析→デ
ザイン改善が可能です。

●新たな提案の切り口に
VASは、紙だけでなく、OOHから店頭ま
で、あらゆる媒体に対応します。またデバ
イスさえあれば解析できるため、非常に
手軽に利用できます。
メーカーの営業担当者が店頭を撮影し、
POP設置の提案に活用するなど、営業
の新たな切り口が見つかります。

ここにPOPを
置くと・
・
・

目立つようになっていることが
分かります！

その場で撮影→1分で解析→提案などに活用

スマホで撮った競合の駅貼りポスター、店頭、
テレビ画面、
ウェブサイト…どれも貴重な検証
材料に。

撮った画像はオフィスで、出先で、
どこでも検
証。営業先への移動中のスキマ時間、深夜
の入稿間際にも。

上司への社内提案、お客様への営業提案
は当然、広告効果の改善に、客観的なデー
タが貢献します。
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「VAS」の特徴
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アイトラッキングの80〜90％の
精度を1/10の導入価格で実現
元は軍事用に開発されたこの技術。本来特殊な装置
と莫大なコストが必要なアイトラッキング実験の結果
を、80-90%の精度で予測が可能に。2000枚以上
のデータを検証した外部機関のデータとの比較で、
その妥当性が検証されています。
※マサチューセッツ工科大学、
ヨーク大学との研究
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本来は特殊な装置に、被験者集め、実験解析…
1カ月ほどの時間と、莫大なコスト負担が必要です。

検証時間わずか1分
困った時、いますぐここでチェックが可能
PC、タブレット、スマホを利用して、わずか1分で解
析結果が手に入ります。今スマホで撮ったばかりの
写真にも、広告の入稿直前の最終チェックにも。検証
データが欲しい時、今すぐここで、信頼できる実験
データを入手いただけます。
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期間中は使い放題
何度も使える定額制
VASは定額制のため、期間内なら何度でも利用いた
だけます。様々な角度で撮ったパッケージ写真に、競
合の広告との比較、動画の検証…予算を掛けA・Bテ
ストを繰り返すまでもなく、何度も改善と検証を積み
重ねることができます。
※1ID 3ヶ月76,000円から

「ヒトが、まず目を向ける」５つの要素を基に、分析しています
人間共有の特徴なので、
性別・年齢・国籍・先入観に
依存しないデータを
取ることができます。

ヒトが、注目する５要素

Color
（色）

Shape
（形）
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Word
（言葉）
Faces
（顔）

Contrast
（明暗）

「VAS」の使い方

Step 1

専用ページからログイン後、画面左上から画像を読み込む
ログイン画面

Step 2

画像の種類（※）を選択後、画面右下の解析ボタンをクリック
※人が目にする距離に応じて、結果が変わります。

画像の種類選択

Step 3

画像読み込み or ドラッグ＆ドロップ

解析ボタンをクリック

1分程度で、解析結果を表示
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最終判断の前に、
「思惑」の入り込まないチェックを

専門家はこう見る！
！

広告・販促効果を最大化する
ＶＡＳ活用術

ライズマーケティングオフィス株式会社
代表取締役

田中みのる
平成元年 大阪中央郵便局着任、公社化、
民営化と大組織
の変革を経験、平成9年から法人営業、社員育成等を担
当。平成15年からは霞が関本社にて勤務。平成22年独

パッケージ、
広告、
チラシ、
店頭ＰＯＰ。

立、
ライズマーケティングオフィスを設立。
メディア接触時の
ターゲット・インサイトを追究し、効果の出る販促物・チラシの

様々な使用シーンがあるが、

作成や、Web・モバイルを活用したクロスメディアのプロモー

ＶＡＳ
（視線予測サービス）
を活用することでどのようなメリットがあるのだろうか。

ションについて、全国でコンサルティング、
セミナーを多く手掛

長年の経験を積んだ販促物の専門家に、
導入・使用するメリットを聞いた。

2010」
にてコラム
「販促の寺子屋」
を執筆。

ける。宣伝会議「成功するDMの極意 全日本DM大賞年鑑

「チラシは手に取られて２秒が勝負だ」
と

トを行い、多数決などで最終案を完成品

実の回答」が集まるだろうか？

か、
「看板は歩きながら見るものなので、文

に作り上げていく手法は今でも行われて

多くの人は「返答を考える」に違いない。

字の配置に工夫が必要だ。
ＰＯＰは見る

いる。

アイトラッキングは「見る人の視線」の軌跡

人の身長を考慮しろ」などと専門家に意

時には、
もっとリアルな意見をと、想定ター

と滞留を計測する仕組みである。
「自然に

見を述べられた人も少なくないだろう。確

ゲットのグループを集め意見を述べてもら

見てしまった事実を計測する」のである。

かに「言われてみれば」そうだろうな、
と誰

うようなインタビュー形 式のアンケートを

そこに「思惑」は入ってこない。

もが感じる。

行っているところもある。
それも方法の１つ

これを広告制作に活用しやすくしたのが

だが実際に効果を計るのは難しいもので

で効果につながることもあるが、制作者側

ある。

の意見や集合インタビューなどからの意

最終決定前にその広告の「視認効果」が

広告を見る消費者の興味を引きたいのは

見は、
「思惑」がそこに含まれるものであ

予測できるのはマーケッターとしても本当

誰もが同じであり、
そのために、販売促進

る。他者の意見に流されることもあるだろう

にありがたい。
「長年の勘」
も大切だが、膨

の「テクニック」
を得ようと学ぶ。
しかし、
「間

し、返答の「言葉」を選ぶうちに「自然」で

大なデータから検証された予測システム

違いなく効果の上がる販促物」
を作ること

はなくなっていくものである。

の結果を参考にすることで、決断の背中を

は難しい。
なぜなら、最終的に「やってみな

それに比べると広告のどこに目が行くかを

強く推せる。

ければ分からない」
ことが事実だからだ。

データ化する「アイトラッキング」は、
リアル

実際「ほんの少しの違い」で見る人の視

「広告のこの部分を読んでほしい」、
「目立

な「注目度のアンケート」
と言えるのではな

線を誘導できることがあるのだから最終判

つキャッチコピーを配置したい」、
「どんな

いだろうか。

断の前にチェックをすべきである。

色づかいなら注意を引けるだろうか？」。広

例えば、若い男性をターゲットに、
『 魅力的

広告を作るとき
「自分たちの納得できる作

告物を作る時、誰もが悩んだことがあるの

な水着の女性と企業ロゴ。
そして考え込ま

品作り」にするのか「効果を狙いに行く販

ではないだろうか？

れたキャッチコピー』
を配置したポスターを

促物作り」にするのか・
・
・。

いくつかの案を作り、
どちらの広告のほう

制作したとして、
「このポスターのどこに目

その分かれ目にある分析ツールではない

がいいと思うかなどとコンペ風にＡＢテス

が行きましたか」
という質問に「すべて真

だろうか。

「視線予測サービス」
（ＶＡＳ）
である。

お気軽に
お問い合わせ
下さい

無 料 デモストレーション受付中！
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お客様の声
好みに左右されがちなデザイン

提案の根拠に

経験に頼るしかなかった

デザインの視覚化に

Webサイトアクセス数

クライアントに提案したデザインに対して
「なぜこの色なのか」、 「こう変えたほうが
いい理由は何か」
と聞かれ困ることが多
かったが、
これを使えば狙ったデザイン案
に落ちることが多く、提案の説得材料に
なっていると感じています。

これまでデザイナーの経験に頼っていたも
のが視覚化できることで、社内関係者間
でのコミュニケーションがスムーズに行くよ
うになりました。
これまでの手法と違って大
がかりな設備やセッティングの手間がなく、
準備やフィードバックまでの時間が短縮で
きること、
さらにコストの低さが導入の決め
手となりました。
（不動産サイト運営企業）

VASで視線を分析し、
「講習会申込み」
ボ
タンが目立たなかったので、
サイズ・色・レイ
アウトの改善を図ることで、
アクセス数が月
間で3倍UPしました。

（中堅広告会社）

月間3倍増

（セミナー運営企業）

導入までの流れ
申込書を
FAXで
お送りください。

パスワードを
設定・登録
いただきます。

３〜４営業日で
すぐに
解析スタート！

価格表
期間

3ヶ月

ID数

10

1年

76,000円

150,000円

285,000円

350,000円

680,000円

1,300,000円

700,000円

1,300,000円

2,400,000円

1
5

6ヶ月

-30,000円

-60,000円

-2000円

-80,000円

-220,000円

-19,000円

-220,000円

-640,000円

※【3M VASサービス利用規約】
は3M ホームページより、
ご確認ください。
※価格は変動する可能性がございます。
※IDを共有することはできません。お一人様につき、1つのIDのご契約となります。
※ご契約期間中は何度でもご利用いただけます。
※金額は税別です。
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お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください

０３−3475−３033

※宣伝会議オンライン内に特設ページがございます

□まずは無料でデモンストレーションする
（２データまで）
お申し込み者情報記載欄
会社名

氏名

〒

部署・役職

住所

TEL

E-mail

※担当者よりご連絡いたします。

□VASに申し込む
お申し込み者情報記載欄
契約期間

□3ヶ月

□6か月

□1年

□1

□5

□10

会社名

氏名

〒

取得ID数

住所

※料金は7Pをご確認ください

部署・役職

TEL

E-mail

※取得ID数分、
メールアドレスが必要になります。

申込形態

①企業申込（請求書を発行します）

宣伝会議からの情報

お振込み先

①いる

三菱東京 UFJ 銀行

②個人申込

②いらない

青山支店

普通

1145602 口座名義：株式会社宣伝会議

※一旦納入された料金は、
導入前・導入途中にかかわらず、
いかなる理由であっても払い戻しはできません。
※弊社と発注者は互いに暴力団、
及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。
万が一、
上記に反していることが判明した場合には、
直ちに無条件で本契約を解除します。
※本申込書により ㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、
ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、
イベントのご案内等をお送りするために利用します。
プライバシーポリシー
（http://www.sendenkaigi.com/privacy/）
をお読みいただき、同意の上、
お申し込みください。

■お申込・お問合せ
教 育 本 部 〒107-8550
北海道本部 〒060-0001
東 北 本 部 〒980-0811
中 部 本 部 〒461-0005
関 西 本 部 〒530-0003
九 州 本 部 〒810-0001

東京都港区南青山3丁目11番13号 新青山東急ビル9階
北海道札幌市中央区北1条西4-1-2 武田りそなビル6階
宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー 11階
愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル6階
大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル5階
福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル7階

マーケティング研究室

TEL.03-3475-3030（教育本部）
TEL.011-222-6000（代表）
TEL.022-266-6981（代表）
TEL.052-952-0311（代表）
TEL.06-6347-8900（代表）
TEL.092-731-3331（代表）

