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お知らせ
大和自動車交通株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役：大塚一基、以下当社)は、
株式会社ニューステクノロジー(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下ニュース
テクノロジー)とタイムアウト東京(運営会社 ORIGINAL Inc.、 本社：東京渋谷区、代表取
締役：伏谷博之)の共同でスタートさせる新たな形の旅番組『タクナビ/Taxi Travel』を当社
のタクシー車内で放映することとなりました。

『タクナビ/Taxi Travel』は、タクシーで東京 23 区内のスポットを巡り、各スポットの
ディープな魅力をタクシー車内のモビリティメディア『THE TOKYO TAXI VISION
GROWTH』(以下「GROWTH」)を用いて発信し、移動中に”新しい出会い”をお届けする
「GROWTH」初の旅番組です。自治体や商店街などと連携し、タクシーで気軽に立ち寄
れる、体験できる各エリアのモノ・コト・スポットを紹介することで、移動空間の価値の
向上と都内の観光需要の創出を目指したメディアです。
第一弾は、アメリカ出身でタレントやライターとして幅広く活躍をするマシュー・チョ
ジック氏がトラベラーとして登場し、古き良き伝統の街・銀座と、新しいカルチャーの発
信地・渋谷の最新グルメ・カルチャー情報をお届けします。また、本企画に連動して一部
の車両限定で銀座のガイドブックや渋谷・銀座エリアで期間限定 POPUP 開催している、
甘さを約束する奇跡のトマト「OSMIC FIRST」のお得なチケットを枚数限定で配布してい
ます。

本コンテンツは 2022 年 4 月 25 日(月)～5 月 8 日(日)の期間限定で視聴でき、モビリ
ティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」を活用し、
『タクタビ
/Taxi Travel』のクリエイティブが窓ガラスに投影(22:00～8:00)された「TOKYO GUIDE
TAXI」をタクシーアプリ「S.RIDE」(URL：https://www.sride.jp)にて指定配車が可能で
す。

当社車内での新たな過ごし方を体験するため、是非この機会に当社タクシーをご利用く
ださい。東京の新たな魅力発見をお約束します。詳細は以下、株式会社ニューステクノロ
ジーのプレス・リリースをご参照ください。

以上
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：大和自動車交通株式会社
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代 表 者

：大塚 一基

資 本 金

：525 百万円 (東証 2 部上場)

事 業 内 容

：ハイヤータクシー業、不動産業

URL

：https://www.daiwaj.com/
【報道関係からのお問い合わせ先】
大和自動車交通株式会社 タクシー課
E-MAIL：info@daiwaj.com
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都内最大級のモビリティメディア「GROWTH」
タクシーで東京 23 区を巡り 各スポットのディープな魅力を発信する
初の旅番組『タクタビ/Taxi Travel』をスタート
〜都内の観光需要の創出を狙い、 放映初回は渋谷・銀座の
最新グルメ・カルチャー情報を紹介 〜

都内最大級のモビリティメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH」（以下
「GROWTH」 URL：https://growth-tokyo.jp/）を運営する株式会社ニューステク
ノロジー(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下当社)は、タイムアウト東京(運
営会社 ORIGINAL Inc.、本社：東京都渋谷区、代表取締役 ：伏谷博之)と共同で、タク
シーで東京 23 区を巡り、各スポットのディープな魅力を発信する旅番組『タクタビ
/Taxi Travel』を開始します。第一弾は、タレントやライターとして活躍するマシュー・
チョジック氏が渋谷・銀座エリアにおける最新のモノ・コト・スポットをご紹介します。

■東京 23 区にある各スポットのディープな魅力を発信 旅番組『タクタビ/Taxi
Travel』とは
『タクタビ/Taxi Travel』は、タイムアウト東京が提案する東京 23 区内のスポットをタ
クシーで巡り、移動中に“新しい出会い“をお届けする「GROWTH」初の旅番組です。新型
コロナウイルス感染拡大により国内外への旅行や観光が減少する中で、自治体や商店街な
どと連携し、タクシーで気軽に立ち寄れる、体験できる各エリアのモノ・コト・スポット
を紹介することで、移動空間の価値向上と都内の観光需要の創出を目指します。

第一弾は、アメリカ出身でタレントやライターとして幅広く活躍をするマシュー・チョジ
ック氏がトラベラーとして登場し、古き良き伝統の街・銀座と、新しいカルチャーの発信
地・渋谷の最新グルメ・カルチャー情報を、一般財団法人渋谷区観光協会と一般社団法人
銀座インフォメーションマネジメント（GIM）協力のもと、お届けします。
2022 年 4 月 25 日(月)〜5 月 8 日(日)の期間限定で、本コンテンツが視聴でき、当社が運
営するモビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(URL：
https://canvas-tokyo.jp/）を活用し、『タクタビ/Taxi Travel』のクリエイティブが窓
ガラスに投影(22:00〜8:00)された「TOKYO GUIDE TAXI」をタクシーアプリ
「S.RIDE」(URL：https://www.sride.jp)にて指定配車が可能です。また、一部の車両限
定で銀座のガイドブックや渋谷・銀座エリアで期間限定 POPUP 開催(2022 年 4 月 29 日
(金)〜5 月 11 日(水))している、甘さを約束する奇跡のトマト「OSMIC FIRST」のお得な
チケットを枚数限定で配布いたします。
その他、タクシーだけでなく、当社が運営する都内の高級ヘアサロンと連携したヘアサロ
ンサイネージメディア「THE TOKYO SALON VISION COVER」(URL：https://covertokyo.jp/)でも同コンテンツを配信し、生活導線の中で東京 23 区の最新情報に触れる機
会を創出します。
▼『タクタビ』車窓イメージ

▼『タクタビ』車内コンテンツイメージ

【『タクタビ/Taxi Travel』第一弾取材店舗】
銀座エリア＠銀座商店街
・MATSUZAKI SHOTEN（グルメ）
・銀座ウエスト（グルメ）
・銀座トラヤ帽子店（カルチャー）
渋谷エリア＠渋谷商店街
・スワァル（swrl.）（グルメ）
・グッドタウンベイクハウス（グルメ）
ョップ オン・サンデーズ（カルチャー）
・NANZUKA UNDER GROUND（カルチャー）

・Bar たか坂（グルメ）
・銀座夏野（カルチャー）
・中村活字（カルチャー）

・渋谷 半地下酒場（グルメ）
・ワタリウム美術館ミュージアムシ
・B.Y.G（カルチャー）

【『タクタビ／Taxi Travel』放映情報】
2022 年 4 月 25 日(月)〜5 月 8 日(日) ：Canvas 搭載タクシー50 台（国際自動車・大和
自動車交通）
2022 年 4 月 25 日(月)〜5 月 31 日(火)：COVER 設置サロン 80 店舗
当社は、今後もタクシーを起点に人々の「移動」に伴う体験価値の向上と豊かな社会につ
ながるモビリティサービスを追求し、モビリティ産業への貢献をめざします。また、各種
媒体及び広告主からの参画を広く募ってまいります。
■お問い合わせ先
本企画に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては
下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。
-----------------------------------------株式会社ニューステクノロジー
『タクタビ/Taxi Travel』企画担当
E-MAIL
：canvasad@newstech.co.jp
TEL
：03-5544-8775
-----------------------------------------■旅番組『タクタビ/Taxi Travel』に関するコメント
・一般財団法人渋谷区観光協会 理事・事務局長 小池ひろよ
国際文化観光都市を目指す渋谷は、渋谷駅前を中心に多くの人々が行き交う若者が溢れる
街という印象が強いのではないでしょうか。今回の動画でもご紹介いただいたように渋谷
区全域を見渡すとエリア毎に特徴あるユニークな地域ばかりです。それぞれのエリアの魅

力をぜひ多くの方に知っていただくきっかけとなる取り組みになれば嬉しいです。「Play
Diversity Shibuya」まさに多様な遊び方・楽しみ方ができる街、シブヤ。ぜひ何度きて
も楽しめる渋谷滞在をお楽しみください。
・一般社団法人銀座インフォメーションマネジメント（GIM）
銀座は明治以来、全国の繁華街・商店街の象徴として皆様に愛されてきました。街の歴史
をふまえ伝統を大切にしながらも、常に先進的であり続けてきました。その独自の発展
は、個々の商店が銀座の街を愛し、その歴史によってつくられてきました。「銀ぶら」と
いう言葉に象徴されるように、銀座は街を歩いて楽しめることも特徴の一つです。今回の
映像を通して、伝統の銀座、新しい銀座を体験して頂き、銀ぶらの魅力にお気づき頂けれ
ば幸いです。ぜひ銀座に遊びにいらして下さい。
・ORIGINAL Inc. 取締役副社長 / タイムアウト東京副代表
コロナ禍には、慣れ親しんだ街を散策し、これまで知らなかった街の魅力を見つけた人も
多かったのではないでしょうか。今回スタートするタクシーという移動空間で楽しむ初め
ての旅番組『タクタビ/Taxi Travel』は、これまでも街の魅力の発見と出会いを提供して
きたタイムアウト東京が全面協力し、新たな街の楽しみ方をお届けします。インバウンド
再開の折には多言語対応による訪日外国人への情報提供も予定。新たな観光需要の創出に
つなげていきます。
・ニューステクノロジー 代表取締役 三浦 純揮
この度「GROWTH」初の旅番組『タクタビ/Taxi Travel』を開始することができ大変嬉
しく思います。「GROWTH」は、「移動に、出会いを。」をコンセプトにコンテンツを
制作しており、「タクタビ」はまさに、タクシー利用者に対して東京 23 区における新た
な気づきや発見をもたらす企画だと思います。A 地点から B 地点に人を運ぶ移動手段だけ
でなく、タクシーでの移動に付加価値をつける本企画を通じて、コロナ禍で影響を受ける
観光業界、各自治体に対して少しでも貢献できればと考えています。
【「タイムアウト東京」概要】
タイムアウトは、1968 年にロンドンで創刊されたシティガイド。ローカルエキスパート
が編集するガイド手法が支持を集め、現在は、世界 331 都市 59 ヶ国に展開し、地域密着
のガイドでありながらグローバルブランドというユニークな立ち位置となっている。
2009 年に事業を開始したタイムアウト東京は、日本のインバウンド市場をリードするメ
ディアとしてのポジションを確立。日本語・英語のバイリンガルで、東京はもちろんのこ
と、地方も含めた日本の魅力を国内外に発信している。
■株式会社ニューステクノロジー
会社名
：株式会社ニューステクノロジー
住所
：東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 13F
設立
：2014 年 10 月 1 日
代表者
：三浦 純揮
資本金
：2,000 万円
事業内容
：コンテンツクリエイティブ事業、メディアアカウント事業、サイネージ
事業
【報道関係からのお問合せ先】
株式会社ニューステクノロジー 広報：林・井上
TEL：0355448775 / E-MAIL：pr@newstech.co.jp

