
2020年度下期 
コロナ禍におけるコミュニケーション応援キャンペーン 

 

（2020年10月～2021年2月対象 ※一部9月を含む） 



メニュー 
 

コロナ禍におけるコミュニケーション応援キャンペーンの一覧です。 

コロナ禍におけるコミュニケーション応援キャンペーン：2020年10月-2021年2月 

商品番号 メディア タイトル 内容 備考 

1-1 
デジタル、車両、
駅メディア共通 

全ユニット横断！フリープランニン
グ企画 ★ 

お申込み金額に応じて、定価換算で最大4倍（最大75%OFF換算）の広告露
出ができるお得な企画です！！ 

2-1 デジタルメディア 
トレインチャンネル全線セット ス
ポットCM 特価 

9～2月放映週を対象に、1枠300万円（37.5%OFF）で販売します！ 9月も対象！ 

2-2 デジタルメディア 
トレインチャンネル全線セット（山
手線除く） スポットCM 特価 

9～2月放映週を対象に、1枠168万円（40%OFF）で販売します！ 9月も対象！ 

2-3 デジタルメディア 
枠数限定！トレインチャンネル東阪
セット スポットCM 特価 

9～2月放映週を対象に、トレインチャンネル東阪セット スポットCMを1
枠307.5万円（50％OFF）で販売します！ 

9月も対象！ 

2-4 デジタルメディア 
枠数限定！トレインチャンネル全線
セット １か月フリースポット ★ 

10枠保証且つ一部日程は広告主任意！9～2月放映週を対象に、1,500万円
で4,800万円分の広告露出（68％OFF相当）ができます！ 

9月も対象！ 

2-5 デジタルメディア 
まど上チャンネルスポットCM  
特価 

9～2月放映週を対象に、1枠140万円（30%OFF）で販売します！ 9月も対象！ 

2-6 デジタルメディア 
枠数限定！まど上チャンネルフリー
スポット1か月間 ★ 

10枠保証！9～2月放映週を対象に、600万円で2,000万円分の広告露出
（70％OFF相当）ができます！ 

9月も対象！ 

2-7 デジタルメディア 
J･ADビジョン ステーションネッ
トワーク 特価 

10～12月の放映週を対象に1枠66万円、1～2月の放映週を対象に1枠61.5
万円（ともに70%OFF）で販売致します。 

2-8 デジタルメディア 
J･ADビジョン 品川駅自由通路
セット 特価 

10～2月の放映週を対象に、あの人気の品川駅自由通路セットを 
なんと1枠50万円（50%OFF）で販売致します。 

2-9 デジタルメディア 
J･ADビジョン 新宿駅南口改札内
48 特価 

10～2月の放映週を対象に、ジャックを175万円（75％OFF）、開放枠を
35万円（50％OFF）で販売致します。 

2-10 デジタルメディア 
J･ADビジョン 単駅1ヵ月商品 特
価 

10～2月の対象の単駅商品を50％OFFで販売致します。 

2-11 デジタルメディア 
大型サイネージ 東京駅丸の内大型
LED 特価 

10～2月のスポット枠、4-5週間枠を70％OFFで販売致します。 

2-12 デジタルメディア 
NewDaysビジョン ネットワーク 
特価 

10～2月の放映週を対象に、1枠66万円（70％OFF）で販売致します。 

2-13 デジタルメディア 
NewDaysビジョン 単駅1ヵ月商
品 特価 

10～2月の放映週を対象に、単駅1ヵ月商品を60％OFFで販売致します。 

2-14 デジタルメディア 
NewDaysビジョン スペシャル
（貸切）ビジョン 特価 

10～2月の放映週を対象に、スペシャルビジョンを60％OFFで販売致しま
す。 

超目玉商品 



メニュー 
 

コロナ禍におけるコミュニケーション応援キャンペーンの一覧です。 

商品番号 メディア タイトル 内容 備考 

3-1 車両メディア 
枠数限定！車両メディア フリース
ポット企画① ★ 

ドア横新Bを1本確約！10～2月を対象に、2,000万円で7,000万円分の広告
露出（3.5倍）を、中づり、まど上、ドア横新Bにて掲出致します！ 

3-2 車両メディア 
枠数限定！車両メディア フリース
ポット企画② ★ 

ドア横新Bを2本確約！2商材もＯＫ！10～2月を対象に、3,000万円で1.2億
円分の広告露出（4倍）を、中づり・まど上・ドア横新Bに掲出致します！ 

3-3 車両メディア 中づりフリースポット企画 ★ 
10～2月を対象に、保証倍率を5倍（1か月500万円の場合は2,500万円分の
広告露出 80%OFF相当）で販売致します！ 

3-4 車両メディア 
枠数限定！中づり３線群セット 特
価 ★ 

10～2月を対象に、3線群セット7daysシングルを1枠300万円（60%OFF）、
ワイドを1枠500万円（約67%OFF）で販売！ 

3-5 車両メディア まど上フリースポット企画 ★ 
10～2月を対象に、保証倍率を5倍（1か月500万円の場合は2,500万円分の
広告露出 80%OFF相当）で販売致します！ 

3-6 車両メディア まど上 特価 
10～2月を対象に、「長期枠」と「まど上チャンネルとのセット」を除き、
60%OFFで販売致します。 

3-7 車両メディア ステッカー 特価 
10～2月を対象に、戸袋ステッカー＆ツインステッカー最大62%OFF、 
ベルトステッカー50%OFFで販売致します。 

3-8 車両メディア 
山手線ADトレイン・AD＋車体 特
価 ★ 

10～2月を対象に、山手線のADトレインを1枠500万円（約67%OFF）、
ADトレイン＋車体広告を1枠900万円（約58%オフ）で販売致します！ 

3-9 車両メディア 山手線車体広告 特価 ★ 
10～2月を対象に、山手線4編成2週間を1枠1,000万円（50％OFF）、他に
もお得な割引率を設定して販売致します！ 

4-1 駅メディア 駅メディア大特価 ★ 2パターンの大幅割引で、解りやすい設定としました！ 9月も対象！ 

［申込受付］ 
  1. 2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
  2. 通常の申込スケジュールに準じます（キャンペーン申込も対象） 

［適用除外］ 
  1. 本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件 
  2. 特殊案件（駅ポやSPで特殊案件割増し料金が発生する件名、デジタルサイネージにおける準リアルタイム配信等） 
  3. 規制クライアント（公営競技・パチンコ店・製造メーカー・貸金業等）については事前にご相談下さい 
  4. 他の割引制度との併用 

コロナ禍におけるコミュニケーション応援キャンペーン：2020年10月-2021年2月 

★ 要事前相談の商品です。 

目玉商品 

目玉商品 



超目玉企画 

全ユニット横断フリープランニング 



【商品番号1-1】全ユニット横断！フリープランニング企画 

 お申込金額に応じて、定価換算で2.5～4倍の広告露出ができるお得な企画。 
 クライアント様のニーズに合わせて、自由にプランニング頂けます。 
 対象商品群は、全ユニットのほぼ全商品（※一部商品を除く）。 
 お申込みは異なる2商品以上（例：新B＋トレチャ等）から適用となります。 
 単品商品のみ（例：新Bのみなど）でのお申込みは適用外となります。 
 1キャンペーンは原則として1ヵ月間以内とします。 

申込金額 定価換算の最大出稿可能金額 定価換算最大保証倍率 割引率換算 

¥5,000,000- ¥12,500,000-まで 2.5倍 60.0%相当 

¥10,000,000- ¥30,000,000-まで 3.0倍 66.7%相当 

¥15,000,000- ¥52,500,000-まで 3.5倍 71.4%相当 

¥20,000,000- ¥80,000,000-まで 4.0倍 75.0%相当 

【申込金額と定価換算最大出稿金額】 ※次頁例示参照 

【対象商品】 

ユニット 対象商品 

車両 11社局中づり・まど上ドリームネットワークセット、フリースポット、ADトレイン＋車体広告、車体広
告、ベルトステッカー、新幹線広告、首都圏ローカル、特急、地方ローカルを除く全商品 

駅 【駅ポ】セット商品（東日本広域セットを除く） 
【ＳＰ】臨時集中貼り（横浜／池袋四社合同企画、秋葉原昭和通り口改札外を除く） 
    ＳＰ定型商品（製作内包商品※、新宿サザンボード、東京八重洲グランシート、自動改札ステッカーを除く） 
 ※ただし、ハチコーボード2・3、品川フラッグ、東京中央通路電照デジタルシートセット、 

新橋地下通路デジタルシートセット、秋葉原デジタルシートセットは対象 
※駅ポ・SPとも、りんかい、ゆりかもめ、つくばエクスプレスは提案前に個別にご相談ください 

デジタル（車両） 他電鉄セット商品、天気予報ジャック、トレイントレンド＋プロモツイートを除く全商品 

デジタル（駅） J・ADビジョン秋葉原駅昭和通り口、他電鉄セット商品、NewDaysラッピング広告を除く全商品 

➡上記以外のお申込金額の場合は個別にご相談ください！！ 

要事前相談 



  [対象期間] 
  2020年9月～2021年2月掲出開始分 
 
  [申込条件] 
  1. 同一クライアント、同一キャンペーン、同一申込日であること 
  2. 1キャンペーンは原則として1ヵ月間以内とします。 
   （1か月間以内であれば、月跨ぎも可です。ただし、2-3月の月跨ぎはNGとします）。 
 
［申込受付］ 
  1. 2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
  2. 通常の申込スケジュールに準じます。（キャンペーン申込も対象） 
 
［適用除外］ 
  1. 本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件 
  2. 特殊案件（駅ポやSPで特殊案件割増し料金が発生する件名、デジタルサイネージにおける準リアルタイム配信等） 
  3. 規制クライアント（公営競技・パチンコ店・製造メーカー・貸金業等）については事前にご相談下さい 
  4. 他の割引制度との併用 
 
［備考］ 
  ・運用や仕様は通常の販売に準じます。 
  ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
  ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

【商品番号1-1】全ユニット横断！フリープランニング企画 

【申込例】1,000万円をお申込の場合 ➡ 最大3,000万円分まで申込可！ 

申込金額 申込商品 定価料金 備考 

¥10,000,000- 

車両 中づり3線群セットワイド ¥15,000,000- 

デジタル トレインチャンネル全線セット30秒 ¥9,600,000- 

駅 ハチコーボード２・３ ¥5,200,000- 

【定価計】 ¥29,800,000- 割引率 

【割引後】 ¥10,000,000- 66.4%OFF 

【対象期間、申込受付条件等】 

3,000万円以内 ユニット横断でOK! 

要事前相談 



デジタルメディア 



【商品番号2-1】トレインチャンネル全線セット スポットCM 特価 

 9月～2月のトレインチャンネル全線セット スポットCMを1枠300万円で 
 販売します！ 

【対象商品】トレインチャンネル全線セット スポットCM 
 

【販売価格】1枠 ¥3,000,000-(37.5％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年9月～2021年2月放映開始週 
  
 

【放映路線】山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、 
      南武線、常磐線各駅停車、中央総武線各駅停車、ゆりかもめ 
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【商品番号2-2】トレインチャンネル全線セット（山手線除く） スポットCM 特価 

【対象商品】トレインチャンネル全線セット（山手線除く）  スポットCM 
 

【販売価格】1枠 ¥1,680,000-(40％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年9月～2021年2月放映開始週 
  
 

【放映路線】中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、 
      南武線、常磐線各駅停車、中央総武線各駅停車、ゆりかもめ 
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 9月～2月のトレインチャンネル全線セット（山手線除く）  スポットCMを 
  1枠40％オフで販売します！ 



【商品番号2-3】枠数限定！トレインチャンネル東阪セット スポットCM 特価 

 9月～2月のトレインチャンネル東阪セット スポットCMを1枠50％オフで販売し
ます！ 

 1週間限定4枠の販売となります！ 

【対象商品】トレインチャンネル東阪セット スポットCM 
 

【販売価格】1枠 ¥3,075,000-(50％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年9月～2021年2月放映開始週 
  
 

【放映路線】山手線、中央線快速、京浜東北・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、 

            南武線、常磐線各駅停車、中央総武線各駅停車、ゆりかもめ 
            JR京都線、JR神戸線、琵琶湖線、湖西線、山陽線、福知山線、JR宝塚線、 JR東西線、学研都市線、大阪環状線、 
            JRゆめ咲線、阪和線、関西空港線、 大和路線、おおさか東線、北陸線、草津線、赤穂線、きのくに線 
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 

毎週 
４枠限定！ 



【商品説明】・指定の放映開始月につき、秒数15秒×10枠での実施です。 
      ・対象期間中、4枠までクライアント様で選択いただき出稿が可能です。 
 

【販売価格＆放映保証】 

 販売価格：¥15,000,000-(放映保証¥48,000,000- 10枠分相当！) 

定価68％OFF相当！！ 
 

【対象期間】 
  ９月～２月 放映開始週 
  
【運用ルール】 
・放映期間としてクライアント様に連続する４週間をご選択いただきます。 
・選択いただいた週の中で、媒体社側で出稿本数を決定いたします。 
・媒体社側の決定は放映開始の３週間前が目途となります。 
・１週間あたりの本数は最大15秒×4枠までとします。 
 

【出稿例】 
 Step１ 
  クライアント様任意の連続する4週間を 
  選択いただきます。その中で、4枠分の 
  ご出稿を決めていただきます。 
 
 Step2 
  媒体社任意で残りの放映週と枠数を決定 
  （放映開始週の3週間前を目途に決定。） 

毎月 
３社限定！ 

【商品番号2-4】枠数限定！トレインチャンネル全線セット １か月フリースポット 

 9月～2月のトレインチャンネルスポットCMを超特価のフリースポット販売！ 
 日程の一部はクライアント様任意で設定することが可能です！ 

放映週 9/21週 9/28週 10/5週 10/12週 

クライアント様指定 〇 〇 〇 〇 

放映週 9/21週 9/28週 10/5週 10/12週 

クライアント様指定 〇 〇 〇 〇 

媒体社任意 〇〇 〇〇 〇 〇 

要事前相談 



【商品番号2-4】トレインチャンネル全線セット １か月フリースポット 

【運用上の注意】 
・媒体の空き状況によってはフリースポットをお受けできない可能性もございますので 
 事前にお問い合わせをお願いします。ご注意ください。 
・媒体社任意の出稿週については、放映開始3週間前を目途にお知らせします。 
 
【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・販売状況によっては販売枠数の増減があります。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込は通常のスポットCMの申込スケジュールに準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 

要事前相談 



【商品番号2-5】まど上チャンネルスポットCM 特価 

 9月～2月のまど上チャンネルスポットCMを1枠30％オフで販売します！ 

【対象商品】まど上チャンネル スポットCM 
 

【販売価格】1枠 ¥1,400,000-(30％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年9月～2021年2月放映開始週 
  
 

【放映路線】山手線 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【商品番号2-6】枠数限定！まど上チャンネルフリースポット1か月間 

 9月～2月のまど上チャンネルで70％オフ相当のフリースポット販売！ 
 各月3社限定となっていますので、是非ご検討ください！ 

【対象商品】まど上チャンネル スポットCM  
 

【販売価格＆放映保証】 

 販売価格：¥6,000,000-(放映保証¥20,000,000-  10枠分相当！) 

                        定価換算70％OFF！！ 
【対象期間】 
  2020年9月～2021年2月放映開始週 
  
 

【放映路線】山手線 
 

 

【運用ルール】 
・放映期間としてクライアント様に連続する4週間をご選択いただきます。 
・選択いただいた週の中で、媒体社側で出稿本数を決定いたします。 
・媒体社側の決定は放映開始の3週間前が目途となります。 
・1週間あたりの本数は最大15秒×4枠までとします。 
 

 放映週や週あたり本数等、柔軟に調整いたします。 
 ご要望あればお聞かせください！ 

毎月 
３社限定！ 

要事前相談 



【運用上の注意】 
・媒体の空き状況によってはフリースポットをお受けできない可能性もございますので 
 事前にお問い合わせをお願いします。ご注意ください。 
・出稿週については、放映開始3週間前を目途にお知らせします。 
 
【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・販売状況によっては販売枠数の増減があります。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込は通常のスポットCMの申込スケジュールに準じます。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 

【商品番号2-6】枠数限定！まど上チャンネルフリースポット1か月間 要事前相談 



【商品番号2-7】J･ADビジョン ステーションネットワーク 特価 

 10月～2月のステーションネットワーク スポットCMを1枠70％オフで販売しま
す！ 

 空き枠全て割引の対象です。 

【対象商品】ステーションネットワーク スポットCM 
      ※1月以降、渋谷駅が工事支障となります 

 

【販売価格】1枠 10~12月¥660,000-(70％OFF) 

      1枠 1~2月 ¥615,000-(70％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年10月～2021年2月放映開始週 
  
 
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【商品番号2-8】J･ADビジョン 品川駅自由通路セット 特価 

 10月～2月の品川駅自由通路セット を1枠50％オフで販売します！ 
 空き枠全て割引の対象です。 

【対象商品】品川駅自由通路セット 
 

【販売価格】1枠 ¥500,000-(50％OFF) 

     
【対象期間】 
  2020年10月～2021年2月放映開始週 
  
 
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【商品番号2-9】 J･ADビジョン 新宿駅南口改札内48 特価 

 10月～2月の新宿駅南口改札内48の「ジャック」を75％オフ、「開放枠」を 
  50％オフで販売します！ 
 空き枠全て割引の対象です。 

【対象商品】新宿駅南口改札内48「ジャック」・「開放枠」 
 

【販売価格】ジャック ¥1,750,000-(75％OFF) 

      開放枠1枠    ¥350,000-(50％OFF) 

 
 

【対象期間】 
  2020年10月～2021年2月放映開始週 
  
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【商品番号2-10】 J･ADビジョン 単駅1ヵ月商品 特価 

 J・ADビジョン単駅1ヵ月枠を50％オフで販売します！ 
 空き枠全て割引の対象です。 

【対象商品】ステーションネットワーク単駅全駅(※)、秋葉原中央改札口、 
      恵比寿駅西口、赤羽駅北改札内、八王子駅自由通路南、 
      東京駅新幹線南乗換口、東京駅新幹線北乗換口、大宮駅東口、 
      東京駅丸の内南北通路 
      ※新宿駅南口、新宿駅甲州街道改札、JR横浜タワーアトリウムを除く 

【販売価格】１枠 50％OFF 
 

【対象期間】 
  2020年10月～2021年2月放映開始月 
  
 
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【企画2-11】大型サイネージ 東京駅丸の内大型LED 特価 

 10月～2月の東京駅丸の内大型LEDの「スポット枠」・「月売枠」を70％オフで
販売します！ 

 空き枠全て割引の対象です。 

【対象商品】東京駅丸の内大型LED「スポット枠」・「月売枠」 

【販売価格】スポット枠１枠  ¥75,000-(70％OFF) 

      月売枠(5週間)1枠 ¥225,000-(70％OFF) 

      月売枠(4週間)1枠 ¥195,000-(70％OFF) 
 

【対象期間】 
  2020年10月～2021年2月放映開始週 
  
 

【備  考】 
・料金は税抜です。 
・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
・広告内容は1商材を原則とします。 
・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
・最低放映回数は、緊急放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
・申込み決定後のキャンセルはできません。 



【企画2-12】 NewDaysビジョン ネットワーク 特価 

【対象商品】NewDaysビジョン ネットワーク 
 

【販売価格】1枠 10-2月 ¥660,000- (70％OFF) 

 
【対象期間】2020年10月～2021年2月放映開始週 
 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
 ・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・最低露出回数は、緊急時放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 

 10月～2月のNewDaysビジョン ネットワークを1枠70％オフで販売します！ 
 空き枠全て割引の対象です。 ※駅数、面数    157駅・351面(2020年7月末日現在) 



【企画2-13】 NewDaysビジョン 単駅1ヵ月商品 特価 

【対象商品】NewDaysビジョン 単駅 
 

【販売価格】１枠 60％OFF （※各箇所の価格は次項の料金表参照） 

 

【対象期間】2020年10月～2021年2月放映開始月 
 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
 ・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・最低露出回数は、緊急時放映・支障を含め90％稼働時の回数とします。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 10月～2月のNewDaysビジョン単駅を1枠60％オフで販売します！ 
 空き枠全て割引の対象です。 



【企画2-13】 NewDaysビジョン 単駅1ヵ月商品 料金表 

面数 設置詳細 面数 設置詳細 面数 設置詳細

武蔵境 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 川口 5面 150,000 円 60,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(3面)

武蔵小金井 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 西川口 2面 70,000 円 20,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

国分寺 3面 120,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(1面) 蕨 4面 110,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(3面)

国立 1面 50,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 南浦和 2面 70,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

立川 4面 150,000 円 60,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(2面) 与野 1面 40,000 円 10,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

八王子 5面 190,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(2面) 浦和 2面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

西八王子 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) さいたま新都心 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

大井町 3面 140,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)

大森 3面 110,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

蒲田 2面 90,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面) 東大宮 1面 40,000 円 10,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

原宿 1面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 川崎 2面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) 蓮田 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

渋谷 5面 400,000 円 160,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面) 鶴見 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 久喜 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

恵比寿 2面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 東神奈川 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 上尾 2面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

目黒 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 石川町 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 熊谷 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

五反田 2面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 磯子 1面 40,000 円 10,000 円 55ｲﾝﾁ(1面) 北朝霞 1面 40,000 円 10,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)

大崎 4面 260,000 円 100,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 新杉田 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 東浦和 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

田町 2面 100,000 円 40,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 新川崎 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 南越谷 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

浜松町 3面 180,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 南流山 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

新橋 4面 220,000 円 80,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面) 北千住 2面 100,000 円 40,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

神田 2面 100,000 円 40,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 保土ヶ谷 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 亀有 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

秋葉原 7面 170,000 円 60,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、49ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(2面) 東戸塚 4面 140,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(2面) 金町 3面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(2面)

御徒町 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 戸塚 3面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 南柏 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

日暮里 3面 200,000 円 80,000 円 70ｲﾝﾁ(3面) 藤沢 3面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 柏 4面 200,000 円 80,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(1面)

西日暮里 2面 90,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 茅ケ崎 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 両国 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

田端 2面 90,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 平塚 3面 90,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 錦糸町 5面 150,000 円 60,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

駒込 2面 90,000 円 30,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 武蔵小杉 2面 110,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 亀戸 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)

巣鴨 2面 130,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面) 武蔵中原 1面 40,000 円 10,000 円 55ｲﾝﾁ(1面) 小岩 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

大塚 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 武蔵新城 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 市川 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

目白 1面 60,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 武蔵溝ノ口 2面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 本八幡 1面 40,000 円 10,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)

高田馬場 3面 240,000 円 90,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 登戸 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 下総中山 2面 60,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)

水道橋 2面 140,000 円 50,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 菊名 1面 40,000 円 10,000 円 55ｲﾝﾁ(1面) 西船橋 1面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

飯田橋 1面 60,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 鴨居 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 船橋 3面 110,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(1面)

市ケ谷 1面 60,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 十日市場 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 幕張本郷 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

四ツ谷 3面 190,000 円 70,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面) 町田 2面 110,000 円 40,000 円 70ｲﾝﾁ(2面) 稲毛 3面 80,000 円 30,000 円 60ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面)

信濃町 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 淵野辺 2面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(1面) 西千葉 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

大久保 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 相模原 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 新木場 2面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(2面)

中野 1面 50,000 円 20,000 円 60ｲﾝﾁ(1面) 橋本 3面 80,000 円 30,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、60ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 新浦安 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

高円寺 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 王子 2面 50,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)、32ｲﾝﾁ(1面) 稲毛海岸 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

西荻窪 1面 40,000 円 10,000 円 70ｲﾝﾁ(1面) 赤羽 6面 200,000 円 80,000 円 70ｲﾝﾁ(3面)、42ｲﾝﾁ(3面) 蘇我 1面 40,000 円 10,000 円 55ｲﾝﾁ(1面)

三鷹 1面 60,000 円 20,000 円 70ｲﾝﾁ(1面)

南

武

・

横

浜

線

150,000 円

特価

(60%オフ)

特価

(60%オフ)

160,000 円

総

武

線

山

手

線

内

370,000 円

330,000 円

380,000 円

250,000 円

310,000 円

広告料金
(1枠当り)

駅名 広告料金
(1枠当り)

駅名 広告料金
(1枠当り)

駅名
特価

(60%オフ)

70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(1面)、55ｲﾝﾁ(4面)、

42ｲﾝﾁ(3面)、32ｲﾝﾁ(2面)

東京 22面 970,000

大

タ

┃

ミ

ナ

ル

新宿 16面 940,000 円
80ｲﾝﾁ(1面)、70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(1面)、

55ｲﾝﾁ(1面)、42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(6面)

円
70ｲﾝﾁ(7面)、60ｲﾝﾁ(4面)、55ｲﾝﾁ(1面)、

42ｲﾝﾁ(4面)、32ｲﾝﾁ(5面)、24ｲﾝﾁ(1面)

70ｲﾝﾁ(8面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55インチ(2

面)、

42ｲﾝﾁ(1面)

円
70ｲﾝﾁ(5面)、55ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(4面)、

32ｲﾝﾁ(3面)

池袋 12面 640,000 円
70ｲﾝﾁ(4面)、60ｲﾝﾁ(2面)、55ｲﾝﾁ(1面)、

42ｲﾝﾁ(2面)、32ｲﾝﾁ(3面)

上野 13面 780,000 円

中

央

線

品川 14面 830,000 円

常

磐

線

京

浜

東

北

線

大宮 14面 420,000
宇

都

宮

線

京

浜

東

北

線

京

浜

中

央

線

京

葉

線

高

崎

線

武

蔵

野

線

東

海

道

線

・

横

須

賀

線

横浜 7面 380,000 円
70ｲﾝﾁ(3面)、60ｲﾝﾁ(2面)、42ｲﾝﾁ(1面)、

32ｲﾝﾁ(1面)

※2020年7月末日現在の面数・価格となります。 
※特価は60%オフからの千円単位切り捨てとなります。 



【企画2-14】 NewDaysビジョン スペシャル(貸切)ビジョン 特価 

NewDays

新宿南口中央

JR新宿駅　南口改札内　コンコー

ス

60インチ4面

70インチ1面
750,000 円 1,260,000 円 1,600,000 円 300,000 円 500,000 円 640,000 円

NewDays

新宿

JR新宿駅　東改札外 東西自由

通路出口正面

80インチ1面

70インチ1面
750,000 円 1,260,000 円 1,600,000 円 300,000 円 500,000 円 640,000 円

品川駅
NewDays

品川中央
JR品川駅　北改札外　正面 47インチ4面 450,000 円 760,000 円 1,000,000 円 180,000 円 300,000 円 400,000 円

東京駅
NewDays

エキュート京葉ストリート
JR東京駅　改札内　コンコース 90インチ1面 500,000 円 850,000 円 1,100,000 円 200,000 円 340,000 円 440,000 円

上野駅
NewDays

上野中央口
JR上野駅　中央改札内脇 70インチ1面 350,000 円 600,000 円 800,000 円 140,000 円 240,000 円 320,000 円

恵比寿駅
NewDays

恵比寿
JR恵比寿駅　西口改札内　正面 90インチ1面 400,000 円 680,000 円 900,000 円 160,000 円 270,000 円 360,000 円

広告料金 特価料金

新宿駅

面数設置箇所駅名
1週間 2週間 4週間 1週間 2週間 4週間

【対象商品】NewDaysビジョン スペシャル(貸切)ビジョン 

【販売価格】１枠 ６0％OFF （※各箇所の価格は料金表参照） 

【対象期間】2020年10月～2021年2月放映開始週 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
 ・申込みが重複した場合は調整させて頂きます。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・最低露出回数は、緊急時放映支障を含め90％稼働時の回数とします。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 10月～2月のNewDaysビジョンスペシャル(貸切)ビジョンを1枠60％オフで販売
します！ 

 空き枠全て割引の対象です。 

(2020年7月末日現在) 



車両メディア 



【商品番号3-1】枠数限定！車両メディア フリースポット企画① 

【対象商品】中づり・まど上・ドア横新B ※まど上チャンネルは15秒×4週放映。 
        
【販売価格 】¥20,000,000- 
 

【保証倍率】 3.5倍 
 
【販売期間】 2020年10月～2021年2月 
 
【販売本数】 各月2本限定 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）以降のお申込み分について適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・月ごとの露出量は媒体社任意となります。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 ドア横新Bを1枠確約する大型フリースポット 
 すでに10月はご案内済みですが期間を2021年2月まで延長します。 
 通常商品よりも最低保証倍率を大幅にアップ 
 予備ポスターをご用意いただければ更なる高倍率での露出も！ 

要事前相談 

目玉商品 



【商品番号3-2】枠数限定！車両メディア フリースポット企画② 

【対象商品】中づり・まど上・ドア新B ※まど上チャンネルは30秒×4週放映。 
        
【販売価格 】¥30,000,000- 
 

【保証倍率】 4倍 
 
【販売期間】 2020年10月～2021年2月 
 
【販売本数】 各月1本限定 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）以降のお申込み分について適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・月ごとの露出量は媒体社任意となります。 
 ・広告内容は2商材まで掲出可とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 ドア横新Bを2枠確約する大型フリースポット 
 ２商材もＯＫ。 
 通常商品よりも最低保証倍率を大幅にアップ 
 予備ポスターをご用意いただければ更なる高倍率での露出も！ 

要事前相談 

目玉商品 



【商品番号3-3】中づり フリースポット企画 

【対象商品】中づり全商品 
              
【販売価格 】1ヶ月¥5,000,000-から（料金表に準じます） 
 

【保証倍率】 5倍（80%OFF相当！） 
 
【対象期間】 2020年10月～2021年2月 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）以降のお申込み分について適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・月ごとの露出量は媒体社任意となります。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 最低保証倍率を大幅にアップ 
 予備ポスターをご用意いただければ更なる高倍率での露出も！ 
 ワイド・シングル併用可能 

要事前相談 



 7、8月にリリースしてご好評いただいた特販を、更にお得なワイドも新たに対
象にして販売いたします。 

 各月限定2枠とさせて頂きます。（シングル2枠、ワイド2枠） 

【商品番号3-4】枠数限定！中づり３線群セット 特価 

【対象期間】2020年10月～2021年2月（各月2枠限定） 

 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・規制業種クライアント（公営競技、パチンコ店、製造メーカー、貸金業等）は事前にご相談下さい。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・枠状況によっては販売を中止する場合もございます。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

割引率

中づり3線群7daysワイド \5,000,000-

中づり3線群7daysシングル \3,000,000-

対象商品 広告料金

60%OFF

約67%OFF

要事前相談 



【商品番号3-5】まど上 フリースポット企画 

【対象商品】まど上全商品 
             
【販売価格 】1ヶ月¥5,000,000-から（料金表に準じます） 
 

【保証倍率】 5倍（80%OFF相当！） 
 
【対象期間】 2020年10月～2021年2月 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）以降のお申込み分について適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・月ごとの露出量は媒体社任意となります。 
 ・広告内容は1商品1サービスを原則とします。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 最低保証倍率を大幅にアップ 
 予備ポスターをご用意いただければ更なる高倍率での露出も！ 
 ワイド・シングル併用可能 

要事前相談 



【商品番号3-6】まど上 特価 

【対象商品】「長期枠」と「まど上チャンネルとのセット」を除く、 
      まど上・ドア上全商品 
        

【 割 引 率 】60%OFF 
 
【対象期間】2020年10月～2021年2月 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・規制業種クライアント（公営競技、パチンコ店、製造メーカー、貸金業等）は事前にご相談下さい。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・枠状況によっては販売を中止する場合もございます。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

 対象商品はどれでも６０％OFF 



【商品番号3-7】ステッカー 特価 

 ステッカー各種を特価にてご提供。 
 一般申込より適用可とします。 
【設定商品】 
 ■ベルトステッカー  
 ■戸袋ステッカーS 
 ■戸袋ステッカーA 
 ■ツインステッカー 
 
【対象期間】 
 2020年10月～2021年2月 
 
【広告料金】 
 
  
 
 
 
 
 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・規制業種クライアント（公営競技、パチンコ店、製造メーカー、貸金業等）は事前にご相談下さい。 
 ・広告内容は1商材を原則とします。 
 ・枠状況によっては販売を中止する場合もございます。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

定価料金 特価料金 割引率

ベルトステッカー ¥12,800,000 ¥6,400,000 50%

戸袋ステッカーS ¥9,130,000 ¥3,500,000 62%

戸袋ステッカーA ¥8,500,000 ¥3,200,000 62%

ツインステッカー ¥8,650,000 ¥3,400,000 61%

※ドアガラスステッカーは対象外です 



 山手線ADトレイン、AD+車体をこれまでにない大特価にてご案内します。 

【商品番号3-8】山手線ADトレイン・AD＋車体 特価 

【対象期間】2020年10月～2021年2月 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・規制業種クライアント（公営競技、パチンコ店、製造メーカー、貸金業等）は事前にご相談下さい。 
 ・枠状況によっては販売を中止する場合もございます。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

対象商品 割引率

山手線ADトレイン 約67％OFF

山手線ADトレイン+車体 約58％OFF

広告料金

\5,000,000-

\9,000,000-

要事前相談 



 山手線車体広告各編成を下期特別特価にてご案内します。 

【商品番号3-9】山手線車体広告 特価 

【対象期間】2020年10月～2021年2月 
 
【備  考】 
 ・料金は税抜です。 
 ・2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用致します。 
 ・本特販リリース時に既に申込済み、または決定済みの案件については対象外とさせて頂きます。 
 ・規制業種クライアント（公営競技、パチンコ店、製造メーカー、貸金業等）は事前にご相談下さい。 
 ・販売状況によってはお受けできない場合がございます。 
 ・デザイン数やデザイン形状によってはお受けできない場合がございます。 
 ・枠状況によっては販売を中止する場合もございます。 
 ・申込みは通常の申込みスケジュールに準じます。 
 ・その他、運用や仕様は通常の販売に準じます。 
 ・申込み決定後のキャンセルはできません。 

対象商品 割引率 広告料金

山手車体広告

1編成2週間
33％OFF \4,000,000-

山手車体広告

4編成2週間
50％OFF \10,000,000-

山手車体広告

10編成2週間
約38％OFF \25,000,000-

要事前相談 



駅メディア 



【商品番号4-1】駅メディア大特価 

 2パターンの大幅割引で解りやすく！！ 
 2020年度から解禁した「複数商材」も、対象媒体を拡大※でさらに販売しやすく！！ 

【企画内容】 

※一部割引率が異なる商品・対象除外商品がございます 
※具体的な対象商品・割引率は下表をご参照ください 
※りんかい、ゆりかもめ、つくばエクスプレスは提案前に個別にご相談ください 駅メディア最大   50%  OFF 

【対象期間、申込受付条件等】 

‘20年9月～’21年2月 
掲出開始限定 

［複数商材の取扱い］ 
  1. フレームの最小単位（B0/B1/1枚等）毎に別商材意匠が掲出可能です 
  2. 同一クライアント、かつ「飲料・家電・番宣」など一定の関連性は必要です 
  3. 共通帯を入れる等のデザイン上の制約はございません 
  4. クライアント様名は各意匠に必ず入れていただきます 
  

※「東京／新橋／秋葉原デジタルシートセット」を対象に加えます 

初めての大型特別販売企画  

商品群  50%対象商品  30%対象商品 割引対象外商品 

駅ポスターセット ■セット全商品 ----- ■東日本広域セット 

臨時集中貼り ■臨時集中貼り定型商品 ----- 
■横浜／池袋四社合同企画 
■秋葉原昭和通り口改札外 

ＳＰ定型商品 

■全商品（自動改札ステッカーを除く） 
※製作内包商品は以下商品「限定」 
 ・ハチコーボード2、3 
 ・東京中央通路電照デジタルシートセット 
 ・新橋地下通路デジタルシートセット 
 ・秋葉原デジタルシートセット 
 ・品川フラッグ 
 ・ホームドアシート4等級以上の各駅 

■自動改札ステッカー（支店エリア
を除く） 

■50%OFF以外の製作内包商品 
 ・ハチコーボード 
 ・新宿中央通路ハーフジャック+ 
 ・ホームドアシート5等級以下の各駅 
 ・他 

■自動改札ステッカー（高崎、水戸、千葉エリア） 
■新宿サザンボード 
■東京八重洲グランシート 

 [対象期間] 
  2020年9月～2021年2月掲出開始分 
［申込受付］ 
  1. 2020/8/19（水）11:00〆 決定分より適用 
  2. 通常の申込スケジュールに準じます（キャンペーン申込も対象） 
［適用除外］ 
  1. 本特販リリース時に既に決定済みの案件 
  2. 特殊案件（駅ポやSPで特殊案件割増し料金が発生する件名） 
  3. 規制クライアント（公営競技・パチンコ店・製造メーカー・貸金業等）については事前にご相談下さい 
  4. 他の割引制度との併用 

個別のご相談にも 

柔軟に対応 
させていただきます 

※申込み決定後のキャンセルはできません。 

要事前相談 


