
 

 ①

2008 年 2 月 28 日 

PRESS RELEASE                         株式会社プランテック 

 

 

 

 

 

プランテック、ビルボードチャートへの情報提供と一部販売を開始 

～１１４年の歴史を誇る Billboard にデータ提供をスタート～ 

 

テレビ･ラジオにおける放送メタデータの加工・編集事業､及び音楽情報サイト

『hotexpress』、『ROCKS ON THE ROAD』を運営する株式会社プランテック（本社：神奈川県

相模原市 代表取締役社長：三澤奈生）は Nielsen Business Media,Inc（本社：ニューヨーク州 代表取

締役：グレッグ・ファーラー）が新たに構築するBillboard Japan Charts（ビルボードジャパンチャート）

にラジオ オンエアデータの提供を開始いたします。 

 

メインチャートである“Billboard Japan Hot100”は株式会社エス・アイ・ピーのPOSシステ

ムによる実売データと、プランテックによる全国ラジオオンエアの実聴取集計データを合算し

た、まったく新しい複合音楽チャートです。Hot100 を含め、チャート詳細は現在、株式会社ツ

タヤオンラインが運営するサイト「TSUTAYAonline」にて見ることができます。 

 

またプランテックでは、データ提供以外に、日本における“Billboard”のマスターライセン

スを保有する株式会社阪神コンテンツリンク（本社：大阪市 代表取締役社長：宮崎恒彰）から許諾

を受け、オンエア回数にエリア別人口と平均聴取率を乗じて算出された『Billboard Airplay 

Chart（ビルボードエアプレイチャート）』の販売も開始いたします。 

 

直近の 2008 年 3 月 3 日付(2 月 18 日～24 日集計)Billboard Japan Charts は次の通り｡ 

 

§ Billboard Japan Hot 100 § 

1. Step and Go / 嵐 (ジェイストーム) 

2. HEART STATION / 宇多田 ヒカル (EMI ミュージックジャパン) 

3. HOME / 清水 翔太 (ソニー･ミュージックレコーズ) 

4. そばにいるね / 青山 テルマ feat SoulJa (ユニバーサル J) 

5. キャンバス / 平井 堅 (デフスターレコーズ) 

6. マッドリー / トリスタン･プリティマン (EMI ミュージックジャパン) 

7. モノクローム / BENNIE K (フォーライフ ミュージックエンタテインメント) 

8. be with you. / BoA (エイベックス･トラックス) 

9. 海雪 / ジェロ (ビクターエンタテインメント) 

10.I / 西野 カナ (SME レコーズ) 

 
 

http://www.hotexpress.co.jp/
http://www.hotexpress.co.jp/rocksontheroad/
http://www.hotexpress.co.jp/plantech/
http://www.nielsenbusinessmedia.com/
http://www.soundscan.co.jp/
http://www.tsutaya.co.jp/
http://www.hcl-c.com/
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§ Billboard Japan Hot 100 Airplay § 

1. HEART STATION / 宇多田 ヒカル (EMI ミュージックジャパン) 

2. HOME / 清水 翔太 (ソニー･ミュージックレコーズ) 

3. Step and Go / 嵐 (ジェイストーム) 

4. キャンバス / 平井 堅 (デフスターレコーズ) 

5. マッドリー / トリスタン･プリティマン (EMI ミュージックジャパン) 

6. I / 西野 カナ (SME レコーズ) 

7. あえないウタ / キマグレン (ユニバーサル シグマ) 

8. リップスティック / アリーシャ (ビクターエンタテインメント) 

9. 風になって / オトナモード (ビクターエンタテインメント) 

10. 夜の果て / NICO Touches the Walls (キューンレコード) 

 

Billboard Japan Hot 100 

日本におけるパッケージ実売データとラジオ放送回数データを合算したシングルチャート｡ 

ニールセンのデータ収集システムを使用している株式会社エス･アイ･ピーの提供する全国約 3 千数百店の  

ＣＤショップ等のＰＯＳシステムで集計した実売データを元に算出した売上推定枚数と､プランテックの提供

する全国 33 局のＦＭ/ＡＭラジオ局を実聴取した楽曲の放送回数にエリア別人口と平均聴取率を乗じて算出し

たポイントとを､アメリカで永く信頼を得たビルボードの積年のノウハウによって合算したシングルチャート｡ 

 

Billboard Japan Hot 100 Airplay 

プランテック提供の楽曲放送回数を元に前述の計算方法で算出されたエアプレイチャート｡ 

 

 

今後もプランテックは音楽産業、エンターテインメント産業の発展に寄与すべく 

放送メタデータ事業、及びメディア事業に取り組んでまいります。 

 

以上 

 

 
【 本件に関するお問合せ 】 

株式会社プランテック メディアマーケティンググループ 弓場（ゆば） 

Tel：042-774-1466 E-mail：monitor@plantech-mdb.com 
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