
六本木アマンド
「カフェプロモーション」

Almond is one of japan’s leading brands of French style confectionery,
Operating confectionery sales,Coffee shop, 

and restaurants since it’s foundation in 1946. 



≪六本木アマンド 店舗情報≫

店名 ：アマンド六本木店
住所 ：東京都港区六本木6−1−26 
主要導線口 : 地下鉄六本木駅/都営大江戸線六本木駅
座席数 ：1階26席 / 2階48席
坪数 : 1階25.58坪 / 2階27.12坪/ 合計52.7坪
来店人数 ：15,000人（月間）
男女比 ：女性70％/男性30％

日本有数の好立地「六本木交差点」の
待ち合わせ場所に立つ「アマンド六本木店」

属性 年齢

六本木交差点利用者情報



「待ち合わせと言えばアマンド」がお手伝いできること

交差点通行者へのブランドの認知拡大
「サイネージ動画広告・ラッピング広告」

≪カフェプロモーション≫

来店者へのブランドタッチの増加
「店内広告・コラボメニュー」

交差点通行者、アマンドでお食事後
「物販・サンプリング」



≪「サイネージ動画広告」によるプロモーション≫

六本木交差点の通行者へ！「アマンドビジョン」によるプロモーション

■設置場所：東京都港区六本木6-1-26
■放映時間：10時30分～28時30分（18時間） 音声なし
■画面サイズ：ヨコ3.84ｍ×タテ2.24ｍ（8.60 ｍ²） 画角 16:9

■入稿素材：H.264/MPEG4 AVC
■入稿締切：放映開始日の5営業日前

■付近主要施設：Y!mobileショップ、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン

■その他

基本仕様

放映料金

30秒×12回/時（90回/日）
7日間 14日間 30日間

￥300,000 ¥570,000 ¥1,083,000

・5分×1ロール
・放映回数保証（90%保証）
・3か月以上の長期出稿はご相談ください。



≪「サイネージ動画広告」によるプロモーション≫

「J:COM MOBILE」 「キレイモ」

「フロムスクラッチ」 「エン・ジャパン」



≪「ラッピング広告」によるプロモーション≫

六本木アマンド：店舗ラッピング

サイズ 1面：890㎜×2300㎜

料金（7日間） 4面：300,000円

11面：825,000円

料金（14日間） 4面：600,000円

11面：1,650,000円

仕様 ガラス面 内貼り

製作取付撤去費
（現状復帰費含む）

4面：720,000円

11面：1,200,000円

※上記以外の面数は要相談

※製作持ち込みは要相談

六本木交差点に面した、店舗ガラス面をラッピングする事が可能です。（4面から最大11面まで可能）



≪「ラッピング広告」によるプロモーション≫

「六本木交差点」より 店内より

店舗前の「待ち合わせ」より（３面使用） 店舗前の「待ち合わせ」より（４面使用）



≪「店内広告」によるプロモーション≫

六本木アマンド：展示スペース

料金（1フロア） 7日間：300,000円 / 14日間：600,000円

料金（2フロア） 7日間：480,000円 / 14日間：960,000円

・設置商品を販売する事も可能です。
（販売委託費が掛かります。料金は条件により異なる為、要確認です）
・造作物の製作依頼も承ります。ご相談ください。
・音の出る演出はご遠慮頂いております

来店者へ「店内広告」によるブランドタッチ



≪「店内広告」によるプロモーション≫

来店者へ「店内広告」によるブランドタッチ

六本木アマンド：テーブルラッピング

料金（1フロア） 7日間：360,000円

14日間：720,000円

料金（2フロア） 7日間：480,000円

14日間：960,000円

・上記料金に製作費は含まれておりません
・別途製作費目安：10卓設置、約350,000円※印刷費、施工費含む

※完全データ入稿

六本木アマンド：テーブルPOP

サイズ スタンド：

三角POP：

料金（1フロア） 7日間：120,000円

14日間：240,000円

料金（2フロア） 7日間：180,000円

14日間：360,000円

・スタンド製作費（1フロア）120,000円（2フロア）180,000円
・三角POP製作費（1フロア）120,000円（2フロア）180,000円
※上記2点の製作費にはデザイン費、印刷費が含まれております
・持込希望の場合はご相談ください



≪「コラボメニュー」によるプロモーション≫

来店者へ「コラボメニュー」によるブランドタッチ

・開発費及び期間中の製造、販売委託費として
・商品内容はクライアント、アマンドの打合せにより決定
・メニュー数、販売数、販売期間は都度ご相談となります
・指定材料の使用に関してはご相談ください
・メニュー表内に紹介ページの掲載が可能（ページ数都度相談）

六本木アマンド：コラボメニュー

商品開発費 1品：60,000円～



来店者へ「コラボメニュー」によるブランドタッチ

≪「コラボメニュー」によるプロモーション≫



アマンド六本木店平面図（1階） 席数：26席 84.4㎡

テーブル イス ストックルーム 看板 映像/音響設備 照明設備

〇 〇 △ 〇 × ×

・テーブル、イス、看板は通常設置しているものに限ります。※レンタルや持込等は別途ご相談ください。

・ストックルームのご利用に関しては、限りがございますのでご相談ください。

・その他、店舗にございます調理器具等の「備品」に関しましても、別途ご相談ください。

≪「店内広告」や「コラボメニュー」によるプロモーション≫



アマンド六本木店平面図（2階）席数：48席 89.4㎡

≪「店内広告」や「コラボメニュー」によるプロモーション≫



≪「物販・サンプリング」によるプロモーション≫

六本木アマンドでお食事後も続く、ブランド接点を創出

六本木アマンド：サンプリング各種

料金
（メニュー限定）

7日間：240,000円

14日間：480,000円

料金
（会計時配布）

7日間：360,000円

14日間：720,000円

・サンプリング用の販促物はクライアント様にてご準備ください
・コースター製作費 24,000円～
（紙製/片面/デザインデータ支給：2,000部）
・コースター持込の場合、別途管理費12,000円
・持込の場合、材質によっては取り扱い出来ない場合がございますので

都度ご相談ください。
・コースターの製作数はクライアント様任意で決定となります。

在庫数は毎朝ご報告いたします。

六本木アマンド：物販支援

料金 応相談

・店内コラボ実施期間のみ対応可能
・商品については、現品の消化仕入れにて対応致します
・販売スペースや装飾品については、企画検討時にご相談となります



≪ 料金表 ≫

メニュー 7日間料金 14日間料金 製作費

店頭ラッピング 4面 300,000円 600,000円 720,000円~

11面 825,000円 1,650,000円 1,200,000円~

メニュー開発 1商品 60,000円～

コースターサンプリング メニュー限定 240,000円 480,000円
（2000部）24,000円~

全商品 360,000円 720,000円

レジサンプリング メニュー限定 240,000円 480,000円

全商品 360,000円 720,000円

ランチョンマット 1フロア 360,000円 720,000円 ラッピング 350,000円～
ランチョンマット料金込みテーブルラッピング 2フロア 480,000円 960,000円

テーブルPOP 1フロア 120,000円 240,000円
（1フロア）120,000円～

2フロア 180,000円 360,000円

店内展示スペース 1ヶ所 300,000円 600,000円

店舗コラボ 要相談

アマンドビジョン 毎時12回放映 300,000円 570,000円 30秒素材



六本木の
交差点で 「アマンド」を使った企業プロモーション：提案①

「アマンドビジョン」、「店舗ラッピング4面」、「 サンプリング」
「テーブルPOP」、「店内展示スペース」、「コラボメニュー販売」

上記プロモーションを7日間実施
実施料金 約2,500,000円

≪プロモーションプラン （参考）≫



≪カフェプロモーションプラン（位置情報広告配信）≫

プロモーションプラン六本木交差点通行者、店内でのお食事後も続く、ブランド接点を創出

「AIGeo」位置情報データを活用した広告配信サービス

★「AIGeo」は㈱アドインテのソリューションです。ご希望のクライアント様をご紹介致します。



≪カフェプロモーションプラン（位置情報広告配信）≫

プロモーションプランAIGeoは位置情報に基づいた広告配信手法です。『そこに居た
という事実』に基づいた顧客層向けのリアル行動ターゲティン
グです。来店計測、競合分析、など様々な手法を用いて、貴店
への来店誘導や貴店顧客層へのダイレクトなアプローチを行い
ます。

※最低出稿金額35万円から承ります。



≪カフェプロモーションプラン（スペースレンタル）≫

プロモーションプランプレス発表会や展示会、パーティーなどにも利用可能！

貸切利用（2階喫茶スペース）

・食事提供及び土日祝日、１階も含めた貸切プランなどご相談をお受けいたします。
・企画書をご提出頂き、審査をさせて頂きます。
・準備、撤収時も費用は発生致します。

【利用時間】
11:00~22:00
※上記は通常の営業時間です。什器の搬入搬出で時間外の利用を検討している場合は事前にご相談ください。

【主な設備】
・店内のテーブルや椅子などご自由にご利用いただけます。
※広さは1F84.4㎡、2F89.4㎡の計173.9㎡です。
※席数は1F26席、2F48席の計74席です。


