
JR新宿駅甲州街道改札脇の大型サイネージ SHINJUKU M-VISIONを特価にて販売いたします。

SHINJUKU M-VISION

商品名 駅 ディスプレイサイズ 期間 放映開始日 秒数 ロール分数
露出保障
回数

SHINJUKU
M-VISION

新宿 180インチ
(寸法： Ｈ２．２４×Ｗ３．95ｍ）

1ヶ月 毎月1日 30秒 計10分
約3,000回/

月

300,000円/1枠

40％
OFF!!

特価対象月：10月、11月、12月
広告料金

500,000円/1枠→

さらに複数枠購入で・・・

最大180,000円/1枠

64％
OFF!!

2枠目から1枠当たり30,000円ずつ値引きいたします。
最大5枠まで割引を適用（合計900,000円）します。

枠数 単価 合計

1枠目 ¥300,000 ¥300,000

2枠目 ¥270,000 ¥540,000

3枠目 ¥240,000 ¥720,000

4枠目 ¥210,000 ¥840,000

5枠目 ¥180,000 ¥900,000

料金表

※月を跨っての複数枠には適用できません。単月単位でご検討ください。



SHINJUKU M-VISION

「静止画」入稿仕様 「動画」入稿仕様

ファイル形式 ＪＰＥＧ（ＲＧＢカラー形式）

素材サイズ １９２０×１０８０ピクセル

ビットカラー ２４bit

容量目安 １Mbyte程度

エフェクト １秒のディゾルブ、またはカットとさせて頂きます。

ファイル形式 ＷＭＶ９（Windows Media Video形式）

素材サイズ
１９２０×１０８０ピクセル

または
１２８０×７２０ピクセル

ビットカラー ２４bit

エンコード方式 ＣＢＲ（固定ビットレート）

ビットレート ４．５～８．０Mbps

フレームレート ２９．９７fps

音声出力 なし（音声Pidをカットして入稿してください。）

■入稿仕様

■放映時間：5：00～24：00

■広告内容については、「公益性の高い案内広告」であることを基本とします。
■商業施設の取扱をお断りさせていただく可能性がありますので、広告主の扱い可否について事前に担当者までご相談ください。
■屋外にあるサイネージのため、日中帯にガラスの反射等がある場合がございます。
■大規模災害時等の緊急時に広告放映を中止し、放映内容を切り替える場合がございます。
■入稿締切日は、放映開始日（毎月1日）から「5営業日前15時」と毎週月曜日から「5営業日前15時」が基本です。※大型連休の入稿スケジュールは別途。
■入稿の際、意匠審査を終了していることとします。

■最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼動時の回数とします。
■特殊な放映パターンをご希望の場合は、事前にお問い合わせください（別途作業費等が発生する場合があります）。



秋葉原駅昭和通り口の改札前千代田区管理区域で「J･ADビジョン」の展開が可能です。
新商品や、キャンペーン告知、店舗等のご案内にぜひご活用ください。

商品 面数
ロール
数

ロール
分数

設定
枠数

秒数 放映回数/月 販売単位 広告料金/月 放映素材

秋葉原駅昭和通り口
J･ADビジョン

60インチ
8面

1 6分 22枠
15秒
/回

約5,100回
1ヶ月

（掲出開始は、
毎月１日）

150,000円 静止画・動画

・画面サイズ ：60インチ縦型液晶ディスプレイ
（表示サイズ：縦1329mm×横747mm）

・放映時間 ：5：00～24：00 1枠15秒間
1ロール・6分間、計24枠

・解像度 ：1920×1080ピクセル

秋葉原駅 昭和通り口 Ｊ･ＡＤビジョン 商品概要

■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。）

■最低露出回数は、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、入稿締切は、毎月1日から「5営業日前15：00」のみです。
（各月1日以外に意匠掲出・変更をご希望の場合、別途作業費が発生します。）
※入稿の際、意匠審査を終了していることとします。

【注意】
放映方法は、原則全日放映のみ(1ヶ月連続で同意匠）とさせていただきます。
放映開始日以外での意匠変更（曜日別放映など）をご希望の場合、別途オプション料金が必要となります。

100,000円
対象月：10月、11月、12月
※決定優先 ※満枠になり次第終了

※7月中も受け付けます。7月は遅延費・緊急伝送費免除させて頂きます。



ビジネス利用だけでなく、観光利用者の多い東京駅の南乗換口の改札外にJ・ADビジョンを設置いたします。
改札口に対して複数面が正対するため、新幹線利用者へのリーチが期待できます。

Ｊ･ＡＤビジョン 東京駅新幹線南乗換口 商品概要

・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
設定
枠数

放映回数 販売単位 仕様 広告料金

J･ADビジョン
東京駅新幹線南乗換口

東京駅
70インチ

4面
6分 24枠 約5,100回/月

1ヶ月
（放映開始は、
毎月１日）

15秒 160,000円

■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。）

100,000円
対象月：10月、11月、12月
※決定優先 ※満枠になり次第終了



●注意事項
1）全ての素材について、放映素材納品日までに、弊社意匠審査が必要となります。

2）放映素材納品日は、放映開始日（毎月1日または月曜日）より5営業日前15時を基本とします。
3）放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途オプション料金がかかります。お問い合わせください。

■「静止画」納品データ仕様について

[ ファイル形式 ] JPEG （RGBカラー形式) データは横向き（左側が上）でご入稿ください。

[ 原 稿 サイズ ] 1920×1080ピクセル （16：9素材）

[  容 量 ] 1素材 1Mbyte 前後

[ エ フ ェ ク ト ] 画面の切り替え効果は、ディゾルブ*またはカットとなっております。お選びください。

（ご指定のない場合はカット とします）

*ディゾルブ･･･前の意匠を少しずつ薄くすると同時に、次の意匠を少しずつ濃くして、自然に二つの素材を繋げるエフェクト。

＊制作原稿の向きにご注意ください。
横向き（頭を左）に直してご入稿しください。

1920ピクセル

1080
ピクセル

※当社で「 J･ADビジョン仕様」に対応した広告意匠の制作をサポートするデザインパックをご用意しています。詳しくはご相談ください。
※意匠審査および入稿方法の詳細については、別途お問い合わせください。

[ ファイル名称 ]  「 放映開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .jpg または .wmv」で名称を付けてください。（ / は不要）

例：7月28日開始で、広告主がJ R東日本の場合「0728JRE1.jpg」「0728JRE1.wmv」

※素材番号は、放映順序に従って付けてください。 ※ファイル名称は半角英数字のみ
※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

【放映イメージ】 【入稿イメージ】

画像の頭を反時計まわりに
90°回転したデータで納品ください。[ ファイル形式 ] フォーマット：WMV9（Windows Media Video形式） ＣＢＲ（固定ビットレート）

納品素材解像度:1280×720ピクセル (16：9素材）

エンコーディングレート：4.5～5.0Mbps

フレームレート：29.97fps

ビットカラー：24bit

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。

※音声Pidは付加せずに制作ください。
※WMV9以外の素材（WMV V9、WMV9 advanced profileなど）の場合、
放映ができない可能性がございます。

■「動画」納品データ仕様について

1280ピクセル

720
ピクセル

720ピクセル

1280
ピクセル

■放映パターンについて

特殊な放映パターンについては、別途お問合せください。放映機器の物理的限界や、駅による規制などがございます。

*容量の大きいファイルまたは小さいファイルについては、
「１Ｍｂｙｔｅ前後」にご修正をお願い致します。

Ｊ･ＡＤビジョン 入稿仕様について



日本の鉄道の玄関口でもある東京駅の最新のデジタルサイネージメディアを特価にて販売いたします。
マルチビジョンの8ヶ所はそれぞれ個別に制御できる機能を搭載し、復元された南北のドームを縦横無尽に演出可能です。

TOKYO MARU-VISION

【北口ドーム】
・エントランス上部：３ヶ所
・券売機上部：１ヶ所

【南口ドーム】
・エントランス上部：３ヶ所
・券売機上部：１ヶ所

■媒体概要

●横長マルチビジョン（５５インチディスプレイ 縦１面×横９面）
２ドーム各４ヶ所 計８ヶ所

●放映時間 ：５：００～２４：００
●放映ロール：６分ロール（通常放映回数：１０回／１時間 ）



TOKYO MARU-VISION

商品名 駅 場所 面数 販売枠 期間 放映開始日 秒数 ロール
最低放映
回数

広告料金

TOKYO
MARU-VISION

東京駅
丸の内

南北ドーム
8面

月売枠
4週間

10月、11月
第一月曜日

30秒 計6分
約1,200回

/週

3,200,000 円

5週間
12月

第一月曜日
3,800,000円

スポット枠 1週間 毎週月曜日 1,000,000 円

■広告料金

※規制業種につきましては、掲出をお断りさせていただきます。ご了承ください。

※商品内容は、設置拡大等により変更する場合がございます。変更後の広告料金等については、担当者までお問合せ下さい。
※入稿締切日は、放映開始日（月曜日）から「5営業日前15時」を基本とします。GWや夏季休暇期間等大型連休のスケジュールは別途ご案内いたします。
※入稿の際、意匠審査を終了していることとします。

※最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼動時の回数とします。
※特殊な放映パターンをご希望の場合は、事前にお問い合わせください（別途作業費等が発生する場合があります）。
※その他、詳細・注意事項等については、セールスシート等をご確認ください。また、ご不明点等ございましたら担当者までお問い合わせください。

■特価対象月：10月、11月、12月

※10-12月を跨っての複数枠にも上記料金を適用します。。※決定優先※満枠になり次第終了

最大半額!!!

枠数
スポット料金 4週料金 5週料金

割引率 割引後単価 合計金額 割引率 割引後単価 合計金額 割引率 割引後単価 合計金額

1枠目 20% ¥800,000 ¥800,000 38% ¥2,000,000 ¥2,000,000 34% ¥2,500,000 ¥2,500,000

2枠目 30% ¥700,000 ¥1,400,000 41% ¥1,900,000 ¥3,800,000 39% ¥2,300,000 ¥4,600,000

3枠目 40% ¥600,000 ¥1,800,000 44% ¥1,800,000 ¥5,400,000 43% ¥2,150,000 ¥6,450,000

4枠目 50% ¥500,000 ¥2,000,000 47% ¥1,700,000 ¥6,800,000 47% ¥2,000,000 ¥8,000,000

5枠目 50% ¥500,000 ¥2,500,000 50% ¥1,600,000 ¥8,000,000 50% ¥1,900,000 ¥9,500,000

6枠目 50% ¥500,000 ¥3,000,000 50% ¥1,600,000 ¥9,600,000 50% ¥1,900,000 ¥11,400,000

7枠目 50% ¥500,000 ¥3,500,000 50% ¥1,600,000 ¥11,200,000 50% ¥1,900,000 ¥13,300,000

8枠目 50% ¥500,000 ¥4,000,000 50% ¥1,600,000 ¥12,800,000 50% ¥1,900,000 ¥15,200,000



TOKYO MARU-VISION

■入稿仕様

１

「静止画」入稿仕様 「動画」入稿仕様

3,240
ピクセル

960
ピクセル

1,620
ピクセル

この部分はスミで
入れてください

※放映はされません

ＪＰＥＧ（ＲＧＢカラー形式）

３，２４０×１，９２０ピクセル

２４ｂｉｔ

ディゾルブまたはカット

（※ご指定のない場合は、1秒のディゾルブと

させていただきます）

２．５Ｍｂｙｔｅ程度

ファイル形式

素材サイズ

ビットカラー

エフェクト

容量目安

ＷＭＶ９（Windows Media Video形式）

１，６２０×９６０ピクセル

２４ｂｉｔ

ＣＢＲ（固定ビットレート）

４．５～８．０Ｍｂｐｓ

２９．９７ｆｐｓ

なし（音声ｐｉｄをカットして入稿してください）

ファイル形式

素材サイズ

ビットカラー

エンコード方式

ビットレート

フレームレート

音声出力

▼放映時の見え方

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。
※WMV9以外の素材（WMV V9、WMV9 advanced profileなど）の場合、
放映ができない可能性がございます。

1920
ピクセル

この部分はスミで
入れてください

※放映はされません

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９


