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メディア 設置場所 サイズ 掲出期間
広告料金

基本掲出開始日
15秒 30秒

日比谷ゲートビジョン
東京メトロ日比谷駅コンコース
（東京ミッドタウン日比谷方面）

55インチ縦型
4面マルチ仕様

2週間 ¥180,000 ¥250,000 上期：1日～、下期：16日～

1ヶ月 ¥250,000 ¥400,000 毎月1日

・媒体社による広告主審査・デザイン審査がございます。
・申込締切は放映開始月の4ヶ月前1日締切、その後決定優先販売となります。
・最大6分ロールとなります。業務放映等はありません。最低放映回数は緊急放映・支障を含め90％稼動時の回数となります。
・放映時間は毎日5：00～24：00、音声はありません。
・データ入稿日は放映開始の7営業日前となります。
・その他ご不明点は事前に担当営業にお問い合わせください。

掲出イメージ

設置場所

媒体概要

ミッドタウン方面

東京メトロ｜日比谷ゲートビジョン

「東京ミッドタウン日比谷」への動線上に設置された大型デジタルサイネージ



JR東日本｜J・ADビジョン 東京駅丸の内地下通路

東京メトロ丸の内線との連絡通路に「 J･ADビジョン 」を設置します。
連絡通路の動線に正対するように設置することで、駅利用者の高い注目が期待できます。

●媒体詳細・料金

【東京駅】

放 映 時 間 ： 5：00～24：00 １枠15秒間（１ロール・6分間）
放 映 素 材 ： 静止画（JPG）または動画（WMV）

商品名 駅 面数 全体ﾛｰﾙ 放映回数 販売単位 仕様 広告料金（税別）

J･ADビジョン
東京駅丸の内地下

連絡通路
東京駅

70インチ：8面
90インチ：1面

6分

約5,100回/月
1ヶ月

（放映開始は、毎月１日）

15秒 260,000円

30秒 360,000円

約1,200回/週
1週間

（放映開始は、毎週月曜日）
15秒 140,000円

■商業施設の取扱を制限する場合があります。
■特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
（料金については事前にお問い合わせください。）

■最低放映回数は、緊急時放映支障を含め90%稼動時の回数とします。

■1週間の放映枠は、セット開放枠となります。
（放映開始日の3週間前が販売開始日。ステーションNWが満枠の場合、販売はありません

Ｊ・ＡＤビジョン
東京駅丸の内地下連絡通路
（70インチ・8面）

Ｊ・ＡＤビジョン
東京駅丸の内地下プラス
（90インチ・1面）



JR東日本｜J・ADビジョン 東京駅京葉通路

ビジネス利用だけでなく、観光利用者の多い東京駅・京葉通路に「 J･ADビジョン 」を設置しました。東京中央通路
電照デジタルシートセット、東京ブライトピラー、東京駅の他のJ・ADビジョンと一緒にぜひご利用ください。

●媒体詳細・料金

【東京駅】

商品名 駅 面数 全体ﾛｰﾙ 放映回数 販売単位 仕様 広告料金（税別）

J･ADビジョン
東京駅京葉通路

東京駅
70インチ
10面

6分 約5,100回/月
1ヶ月

（放映開始は、
毎月１日）

15秒 270,000円

30秒 360,000円

放 映 時 間 ： 5：00～24：00 １枠15秒間（１ロール・6分間）
放 映 素 材 ： 静止画（JPG）または動画（WMV）

■異常時情報を放映する可能性がございます。

■特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
（料金については事前にお問い合わせください。）

■最低放映回数は、緊急時放映支障を含め90%稼動時の回数とします。

■1ヶ月単位でお申込みを受付ます。
※各月の1日掲出のため、入稿締切日は、1日から「5営業日前15時」を基本とします。
※意匠変更は、原則月曜日です。
切り替えを予定している月曜日の「5営業日前まで」に意匠の入稿をお願い致します。

※入稿の際、意匠審査を終了していることとします。
(上記入稿スケジュール以外の変更作業は、別途オプション料金が発生致します。）



JR東日本｜J・ADビジョン 東京駅丸の内地下通路

東京メトロ丸の内線との連絡通路に「 J･ADビジョン 」を設置します。
連絡通路の動線に正対するように設置することで、駅利用者の高い注目が期待できます。

●媒体詳細・料金

【東京駅】

放 映 時 間 ： 5：00～24：00 １枠15秒間（１ロール・6分間）
放 映 素 材 ： 静止画（JPG）または動画（WMV）

商品名 駅 面数 全体ﾛｰﾙ 放映回数 販売単位 仕様 広告料金（税別）

J･ADビジョン
東京駅丸の内地下

連絡通路
東京駅

70インチ：8面
90インチ：1面

6分

約5,100回/月
1ヶ月

（放映開始は、毎月１日）

15秒 260,000円

30秒 360,000円

約1,200回/週
1週間

（放映開始は、毎週月曜日）
15秒 150,000円

■商業施設の取扱を制限する場合があります。
■特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
（料金については事前にお問い合わせください。）

■最低放映回数は、緊急時放映支障を含め90%稼動時の回数とします。

■1週間の放映枠は、セット開放枠となります。
（放映開始日の3週間前が販売開始日。ステーションNWが満枠の場合、販売はありません

Ｊ・ＡＤビジョン
東京駅丸の内地下連絡通路
（70インチ・8面）

Ｊ・ＡＤビジョン
東京駅丸の内地下プラス
（90インチ・1面）



JR東日本｜J・ADビジョン 東京駅京葉通路

ビジネス利用だけでなく、観光利用者の多い東京駅・京葉通路に「 J･ADビジョン 」を設置しました。東京中央通路
電照デジタルシートセット、東京ブライトピラー、東京駅の他のJ・ADビジョンと一緒にぜひご利用ください。

●媒体詳細・料金

【東京駅】

商品名 駅 面数 全体ﾛｰﾙ 放映回数 販売単位 仕様 広告料金（税別）

J･ADビジョン
東京駅京葉通路

東京駅
70インチ
10面

6分 約5,100回/月
1ヶ月

（放映開始は、
毎月１日）

15秒 260,000円

30秒 360,000円

放 映 時 間 ： 5：00～24：00 １枠15秒間（１ロール・6分間）
放 映 素 材 ： 静止画（JPG）または動画（WMV）

■異常時情報を放映する可能性がございます。

■特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
（料金については事前にお問い合わせください。）

■最低放映回数は、緊急時放映支障を含め90%稼動時の回数とします。

■1ヶ月単位でお申込みを受付ます。
※各月の1日掲出のため、入稿締切日は、1日から「5営業日前15時」を基本とします。
※意匠変更は、原則月曜日です。
切り替えを予定している月曜日の「5営業日前まで」に意匠の入稿をお願い致します。

※入稿の際、意匠審査を終了していることとします。
(上記入稿スケジュール以外の変更作業は、別途オプション料金が発生致します。）



東京メトロ｜【MCV】 単駅販売枠 １monthスポット 銀座駅 丸ノ内線改札内

銀座駅を行き交う、情報感度・購買意識が高いユーザーへ、商品のブランディングのためのイメージ訴求から
キャンペーンの告知など、幅広いニーズに応えます。

商品名 駅名 エリア サイズ 柱数 面数 放映期間 構成 広告料金（税別） 販売枠数

単駅
1monthスポット

銀座 丸ノ内線改札内 60インチ 6 16
1ヵ月

（放映開始：毎月1日）
CM15秒 600,000円/月 10枠

●放映時間:5：00～24：00 ※販売状況や全体の調整等の都合により、設定販売枠数は増減する場合があります。

【商品概要】

【イメージ】

銀座駅丸ノ内線改札内

【設置位置】



東京メトロ｜【MCV】 単駅販売枠 １monthスポット 銀座駅 松屋口改札

百貨店への入り口である松屋口に新たに設置。ハイブランドの告知から出版物の告知にお使いいただけます。
また同駅の丸ノ内線改札内エリアとのパッケージ商品もご用意しております。

商品名 駅名 エリア サイズ 柱数 面数 放映期間 構成 広告料金（税別） 販売枠数

単駅
1monthスポット

銀座 松屋口改札 60インチ 4 7
1ヵ月

（放映開始：毎月1日）
CM15秒 300,000円/月 10枠

●放映時間:5：00～24：00 ※販売状況や全体の調整等の都合により、設定販売枠数は増減する場合があります。

【商品概要】

【イメージ】 【設置位置】

銀座駅 松屋口改札



東京メトロ｜【MCV】 単駅販売枠 １monthスポット 銀座駅 日比谷線コンコース

商品名 駅名 エリア サイズ 柱数 面数 放映期間 構成 広告料金（税別） 販売枠数

単駅
1monthスポット

銀座 日比谷線コンコース 60インチ 4 16
1ヵ月

（放映開始：毎月1日）
CM15秒 400,000円/月 10枠

●放映時間:5：00～24：00 ※販売状況や全体の調整等の都合により、設定販売枠数は増減する場合があります。

【商品概要】

【イメージ】 【設置位置】

銀座駅を行き交う、情報感度・購買意識が高いユーザーへ、商品のブランディングのためのイメージ訴求から
キャンペーンの告知など、幅広いニーズに応えます。



東京メトロ｜【MCV】 単駅販売枠 １monthスポット 有楽町駅

ショッピングやレジャーの街としての顔と、ビジネス街としての顔をもつ有楽町駅。2つの改札口に設置され、大型家電
量販店、多くのイベントが行われるホールや、商業施設、百貨店へ向かう旅客へリーチが可能です。

商品名 駅名 エリア サイズ 柱数 面数 放映期間 構成 広告料金（税別） 販売枠数

単駅
1monthスポット

有楽町
そごう口

銀座口改札
70インチ 5 13

1ヵ月
（放映開始：毎月1日）

CM15秒 420,000円/月 10枠

●放映時間:5：00～24：00 ※販売状況や全体の調整等の都合により、設定販売枠数は増減する場合があります。

【イメージ】

【商品概要】

【設置位置】

有楽町駅 そごう口・銀座口改札



東京メトロ｜【MCV】 単駅販売枠 １monthスポットパッケージ 銀座駅

銀座駅を行き交う、情報感度・購買意識が高いユーザーへ、商品のブランディングのためのイメージ訴求から
キャンペーンの告知など、幅広いニーズに応えます。

【イメージ】

銀座駅 松屋口改札 銀座駅 丸ノ内線改札内

松屋口改札

丸ノ内線改札内

種別 駅名 エリア サイズ 柱数 面数 放映期間 構成 広告料金（税別） 販売枠数

単駅
1monthスポット

パッケージ
銀座

松屋口改札

60インチ

4 7
1ヵ月

（放映開始：毎月1日）
CM15秒 ¥1,100,000/月 10枠※丸ノ内線改札内 6 16

日比谷線コンコース 4 16

【商品概要】

●放映時間:5：00～24：00 ※販売状況や全体の調整等の都合により、設定販売枠数は増減する場合があります。

日比谷線コンコース

松屋口改札 丸ノ内線改札内

日比谷線コンコース

銀座駅 日比谷線コンコース



メトロ駅ポター



東京メトロ｜駅ばりポスター メトロエリアセット 銀座エリアセット

ターゲットに合わせ、駅エリア別に効率よく展開できるセットです。

●媒体詳細・料金

●掲出駅・枚数

※B1の場合、掲出枚数は上記の2倍となります。

※数字は各駅の掲出枚数（B0換算）です。

駅等級 S A

掲出駅 銀座 日本橋 東京 有楽町

掲出枚数（B0） 10 2 2 4

セット名 掲出期間 掲出駅数 掲出枚数 掲出形態 広告料金（税別） 掲出開始 セット数

銀座エリアセット 7日間 ４駅
B0×18枚

（B1×36枚）
B0×2連 ¥1, 200,000 月曜日 1



東京メトロ｜駅ばりポスター メトロエリアセット コンパクト８

ターゲットに合わせ、駅エリア別に効率よく展開できるセットです。

●媒体詳細・料金

セット名 金額（税別） 駅数 枚数 形態 開始 期間 セット 等級 S A

コンパクト８ ¥1,200,000 8駅
Ｂ０：１６枚

（Ｂ１：３２枚）

Ｂ０×２連
（Ｂ１×４連）

月曜日 ７日間 １

駅
銀
座

表
参
道

渋
谷

池
袋

大
手
町

新
宿
三
丁
目

新
宿

六
本
木

枚数
（Ｂ０）

2 2 2 2 2 2 2 2

※写真はイメージ



掲載場所は一部のみ掲載してます。
その他駅構内もございます。

掲載駅、掲載場所により料金は変動致します。

お申し込みの際は数か月まで広告枠の空きが
ない場所が御 座いますので掲載場所について
は都度ご相談ください。

また、製作費は別途になります。


