
（交通広告）ＪＲ東日本のキャンペーン 第一弾

2021/3/31

掲載の企画は一部です。
ご興味をお持ちの媒体について担当営業までお気軽にお問い合わせください。



交通広告
実施期間：2021年4月～6月 NEW!ＪＲトレインチャンネル全線セット１か月フリースポット

 4-6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！
 日程の一部は広告主さま任意で設定することが可能です！

【販売価格＆放映保証】
販売価格： 20,000,000円 (税別)

(放映保証48,000,000円-10枠分相当！)

【対象期間】
4月~6月放映開始週

【ポイント】
・4~6月の連続する4週の中で、秒数15秒×10枠での実施です。

・対象期間中、4枠まで広告主様の任意で選択いただき、
ご出稿が可能です。

【運用ルール】
・放映期間として広告主さまに連続する４週間をご選択いただきます。
・選択いただいた週の中で、媒体社側にて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枠までとなります。

58.3%OFF
毎月3社限定キャンペーン

【ご出稿例】
Step１
広告主さま任意の連続する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。

ＡＤ

放映週 4/19週 4/26週 5/3週 5/10週
広告主指定 〇 〇 〇 〇

Step2
媒体社任意で残りの放映週と枠数を決定いたします。
（放映開始週の3週間前を目途に決定。）

放映週 4/19週 4/26週 5/3週 5/10週
広告主指定 〇 〇 〇 〇

媒体社任意 〇〇 〇〇 〇 〇



交通広告
実施期間：2021年4月～6月 NEW!ＪＲ山手線車体広告 特価

山手線車体広告各編成を4月～6月の間、下記特別特価にて販売します。
ホーム上にいる利用客に、特に効果の高い媒体です。

対象商品 割引率 広告料金
1編成2週間 33%OFF 定価600万円→400万円
4編成2週間 50%OFF 定価2000万円→1000万円
10編成2週間 約38%OFF 定価4000万円→2500万円

【対象期間】 2021年4月～6月

※税抜き価格です



ＪＲ山手線 まど上チャンネルフリースポット（3週間）

JR山手線のまど上に位置する、
3ビジョン連動型のデジタルサイネージです。
3面別々の動画を放映することも可能です！

交通広告
実施期間：2021年6月まで NEW!

定価1,200万円(税別)→660万円(税別)

放映期間：３週間（各日始発～終車まで）
放映秒数：15秒／1枠×6枠以上
お申込み締切：ご相談ください
データ納品期限： ご相談ください

ポイント
・3週間で6枠保証（1枠15秒×6枠）

・その週の空き次第で6枠以上の放映が可能
※3週間で6枠がどのような放映配分になるか、また期間中の放映枠が
何枠になるかについて、放映開始の3週間前までにＪＲにて決定します。
枠数のコントロールができない分、かなりの露出アップとなります。

放映スケジュール例
・1週目に2枠 2週目に2枠 3週目に2枠 ＝計6枠
・1週目に1枠 2週目に3枠 3週目に2枠 ＝計6枠
・1週目に4枠 2週目に1枠 3週目に1枠 ＝計6枠
上記のように、ＪＲ側でその週の出稿状況により分配します。
お申込み時に放映スケジュールをリクエストすることができます。

3面それぞれ異なる映像でも、

3面同じ映像でもＯＫです。

2021年6月掲出開始分まで適用（限定3枠）



ＪＲトレインチャンネル長期スポット特販

路線名 商品名 販売単位 秒数 広告料金（通常） 割引率 特価料金

全線セット
長期スポット30CM 26週間 30秒 ¥147,000,000 15% ¥124,950,000

長期スポット30CMハーフ 13週間 30秒 ¥81,000,000 15% ¥68,850,000
長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥87,000,000 15% ¥73,950,000

全線セット（山手線なし）
長期スポット30CM 26週間 30秒 ¥80,000,000 15% ¥68,000,000

長期スポット30CMハーフ 13週間 30秒 ¥47,000,000 15% ¥39,950,000
長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥49,000,000 15% ¥41,650,000

山手線 長期スポット15CMハーフ 13週間 15秒 ¥30,000,000 15% ¥25,500,000
中央線快速 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥15,500,000 10% ¥13,950,000
京葉線 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥5,000,000 10% ¥4,500,000
埼京線 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥7,800,000 10% ¥7,020,000
横浜線 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥4,200,000 10% ¥3,780,000
南武線 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥4,200,000 10% ¥3,780,000
常磐線 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥2,800,000 10% ¥2,520,000

中央総武線快速 長期スポット15CM 26週間 15秒 ¥11,500,000 10% ¥10,350,000

交通広告
実施期間：2021年4月～9月

ＡＤ

国内最大の車内動画広告ネットワークで、天気予報やニュース、路線情報（※側面）も放映され、非常に注目度の高い広告です。
2021年上期（4月～9月）と長期間のキャンペーンなので、販促プランにぜひご活用ください。

NEW!



交通広告
実施期間：2021年4月～6月 NEW!【ＪＲ東日本・全線】1クール1枠限定！ ゾーンジャック企画

ドア横新B6面セットと中づりサイドセットのセット商品です

【対象商品】
中づりサイドセット（枠番25・26・27・28）
ドア横新B 6面セット（Ｂセット・Ｄセット）

【販売価格 】
(新B・A期) 20,400,000円(税別)

(新B・C期) 15,200,000円 (税別)

【対象期間】
2021年4月～6月

オプションでステッカーも設定可能です！※料金は別途下記オプション料金がかかります。

掲出イメージ

期間内1枠限定！

60%OFF

媒体名 掲出期間 掲出枠 広告料金

戸袋S
7日間

13番枠 or 14番枠 4,565,000円

戸袋A 15番枠 or 16番枠 4,250,000円
※1枠からお申込み可能です。
※別途消費税



交通広告
実施期間：2021年4月～6月 NEW!ＪＲ駅ナカ 2021年度新商品トライアル

2021年度新商品をトライアル価格にてご提供！！

駅ポスター
①秋葉原セット B0×10枚

定価800,000円→400,000円

②川崎セット B0×10枚

定価800,000円→400,000円

SP
①池袋デジタルシートセット

定価4,000,000 円→2,800,000円

②品川ショーケース

定価1,000,000円→500,000円
※別途消費税 ※別途消費税

50%OFF

2021年4月～6月までの、期間限定キャンペーンです！

最大
50%OFF



お問い合わせ

株式会社はとバスエージェンシー
〒143‐8512 東京都大田区平和島5丁目4番1号

コミュニケーションデザイン事業部
TEL：03-3298-5572

ad-all@hatobusagency.co.jp
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