Data & Analysis

親だけでない、学生にも情報源となる新聞広告

新聞広告は、子供を持つ親とのコミュニケーションだけでなく、子供（ 学生 ）本人にも有益な情報を
提供できているのでしょうか。J-READ と J-MONITOR の蓄積データを使って探りました。
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調査地域：全国 47 都道府県主要エリア

調査地域：首都圏【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県】
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標本サイズ：1 パネルあたり約 300 人の複数パネルを交
互に運用

広告信頼度「広告が信頼できる（あてはまる＋やや）
」 6.0 10.82 0.000

の情報を名前だけでなく、より詳し

37.6 36.7

調査方法：パソコン・タブレット・スマートフォンを利用し
たウェブ調査

広告理解度「広告が理解できた（あてはまる＋やや）
」 6.0 12.98 0.000
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い情報を得ていることが分かる。

平均値
の差

当該広告
接触状況

は、
「調査前認知（事業内容まで＋名
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調査時期：2018 年 10 月21 日（日）〜 10 月27 日（土）

抽出方法：新聞広告及びインターネット調査モニターパ
ネルからの公募。応募者を J-READ の当該
地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数
等の属性に従い割付

「学校・教育」広告の定型調査項目スコアの平均値比較（学生／全体）

「事業内容まで知っている」のスコア
51.1

規正標本サイズ：80,178（推計人口に対応。単位：千人）
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抽出方法：過去調査対象者から抽出。不足分を「地点・個人」
の多段抽出。
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（朝日新聞東京本社メディアビジネス局

クロスメディアで
新聞広告の効果アップ
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『広告主もしくは商品ブランド名』
5.8 10.62 0.000
-0.2 -0.69 0.491
のホームページを見たい
2.6 5.56 0.000
0.5 4.02 0.000

3.3

0.6

3.14 0.002

0.5

2.72 0.007

2.4

交通広告（駅・電車など）や屋外・店頭広告で見た 2.2

4.78 0.000 雑誌記事・広告で見た -0.8 -4.80 0.000
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※使用したデータは J-MONITOR 定型調査データ（ 2011 年 4 月〜 2019 年 8 月 朝日新聞東京本社版朝刊 商品分類「 学校・教育 」の広告
※職業分類「 学生（中学・高校・大学生）」ベースで定型調査項目のスコア平均を算出し「 全体 」ベースのスコア平均と比較。
※「 平均値の差 」＝「 学生のスコア平均 」ー「 全体のスコア平均 」。
「 平均値の差 」を t 検定で検定（有意水準 5％）。

n=663 件）
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